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アマゾン SageMaker 機能

Amazon とは SageMaker?
アマゾン SageMaker は、完全マネージド型の機械学習サービスです。と SageMakerでは、データサイエ
ンティストやデベロッパーが迅速かつ簡単に機械学習モデルの構築とトレーニングを行うことができ、そ
れらを稼働準備が整ったホストされている環境に直接デプロイできます。統合された Jupyter オーサリン
グノートブックインスタンスから、調査および分析用のデータソースに簡単にアクセスできるため、サー
バーを管理する必要がありません。また、一般的な機械学習アルゴリズムも使用できます。そうしたア
ルゴリズムは、分散環境できわめて大容量のデータに対しても効率良く実行できるよう最適化されていま
す。のネイティブサポート付き bring-your-own-algorithms とフレームワーク SageMaker は、特定のワー
クフローに適応する柔軟な分散トレーニングオプションを提供します。から数クリックで起動して、安全
でスケーラブルな環境にモデルをデプロイする SageMaker Studio または SageMaker コンソール。トレー
ニングとホスティングは、分ごとの使用量で課金されます。最低料金や前払いの義務はありません。
このガイドには、 SageMaker 特徴。詳細については、アマゾン SageMaker 開発者リソース。
トピック
• アマゾン SageMaker 機能 (p. 1)
• アマゾン SageMaker 料金 (p. 3)
• Amazon を初めてお使いになる方向けの情報 SageMaker? (p. 3)

アマゾン SageMaker 機能
アマゾン SageMaker には、以下の特徴があります。
SageMaker スタジオ (p. 94)
統合された機械学習環境。この環境では、モデルの構築、トレーニング、デプロイ、分析をすべて同
じアプリケーションで行うことができます。
SageMaker モデルレジストリ (p. 2740)
機械学習モデルのデプロイに対するバージョニング、アーティファクトと系統の追跡、承認ワークフ
ロー、クロスアカウントのサポート。
SageMaker プロジェクト (p. 3036)
作成 end-to-end CI/CD による ML ソリューション SageMaker プロジェクト。
SageMaker モデル構築パイプライン (p. 2962)
と直接統合された機械学習パイプラインを作成して管理する SageMaker jobs。
SageMaker ML 系統追跡 (p. 3065)
機械学習ワークフローの系統を追跡します。
SageMaker Data Wrangler (p. 705)
データのインポート、分析、準備、特徴 SageMaker Studio。Data Wrangler を機械学習ワークフロー
に統合して、コーディングをほとんどまたはまったく使わずにデータの前処理と特徴エンジニアリン
グを簡素化および合理化できます。独自の Python スクリプトと変換を追加してデータの事前ワーク
フローをカスタマイズすることもできます。
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SageMaker Feature Store (p. 921)
特徴の検出と再利用を容易にする、特徴と関連メタデータの一元管理ストア。2 種類のストア (オンラ
インストアまたはオフラインストア) を作成できます。オンラインストアは低レイテンシーのリアルタ
イム推論のユースケースに、オフラインストアはトレーニングやバッチ推論に使用されます。
SageMaker JumpStart (p. 46)
.の詳細 SageMaker デプロイ可能なキュレート 1 クリックソリューション、サンプルノートブック、
事前トレーニング済みモデルを通じて、さまざまな機能を利用できます。モデルを微調整してデプロ
イすることもできます。
SageMaker Clarify (p. 6)
潜在的なバイアスの検出によって機械学習モデルを改善し、モデルが作成する予測を説明するのに役
立ちます。
SageMaker Edge Manager (p. 2771)
エッジデバイスのカスタムモデルを最適化し、フリートの作成および管理を行い、効率的なランタイ
ムでモデルを実行します。
SageMaker Ground Truth (p. 260)
ワーカーと機械学習を使用して、ラベル付きデータセットを作成する高品質のトレーニングデータ
セット。
Amazon Augmented AI (p. 3148)
ML 予測の人間によるレビューに必要なワークフローを構築します。Amazon A2I は、人間によるレ
ビューのシステム構築や人間によるレビューの多数の担当者の管理に伴う画一的で面倒な作業を取り
除き、すべてのデベロッパーが人間によるレビューが行えるようにします。
SageMaker Studio のノートブック (p. 106)
次世代の SageMaker を含むノートブックAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single SignOn)(IAM Identity Center) 統合、起動時間の短縮、シングルクリック共有
SageMaker 実 (p. 2091)
実験の管理と追跡。追跡されたデータを使用して実験を再構築し、ピアによって実施された実験を段
階的に構築できるほか、コンプライアンスと監査の検証のためにモデル系統をトレースできます。
SageMaker デバッガー (p. 2118)
トレーニングプロセス全体を通して、トレーニングパラメータとデータを検査します。パラメータ値
が大きすぎたり小さすぎたりするなど、一般的に発生するエラーを自動的に検出し、ユーザーに警告
します。
SageMaker Autopilot (p. 221)
機械学習の知識を持たないユーザーでも、分類モデルと回帰モデルをすばやく構築できます。
SageMaker Model Monitor (p. 2616)
本番環境のモデル (エンドポイント) を監視および分析して、データドリフトとモデル品質の偏差を検
出します。
SageMaker ネオ (p. 2821)
機械学習モデルを一度トレーニングすれば、クラウド内およびエッジ内の任意の場所で実行できま
す。
SageMaker Elastic Inference (p. 2889)
スループットを高速化し、リアルタイムの推論を取得する際のレイテンシーを短縮します。
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強化学習 (p. 2084)
エージェントがその行動の結果として受け取る長期的な報酬を最大化します。
前処理 (p. 907)
データの分析と前処理、特徴エンジニアリングへの取り組み、モデルの評価を行います。
バッチ変換 (p. 2712)
データセットを事前処理し、永続的なエンドポイントが不要なときに推論を実行し、入力レコードを
推論に関連付けて結果の解釈を支援します。

アマゾン SageMaker 料金
他と同様AWS製品、Amazon を使用するための契約や最低契約金は必要ありません SageMaker。使用料金
の詳細については SageMaker、「」を参照してくださいSageMaker 料金。

Amazon を初めてお使いになる方向けの情報
SageMaker?
を初めてお使いになる方向けの情報 SageMakerでは、次のことをお勧めします。
1. 読み込みAmazon の情報 SageMaker WORK (p. 4)-このセクションでは、の概要を示します。
SageMaker、主要な概念について説明して、AI ソリューションの構築に関係するコアコンポーネントに
ついて説明します。 SageMaker。このトピックを記載されている順序で読むことをお勧めします。
2. Amazon SageMaker の前提条件を設定する (p. 33) - このセクションでは、AWS アカウントを設定す
る方法について説明します。
3. アマゾン SageMaker Autopilot は、機械学習タスクを自動化することで、機械学習体験を簡素化しま
す。初めての場合 SageMaker、最も簡単なラーニングパスが提供されます。また、自動化された ML タ
スクごとに生成されたノートブックを使用してコードを可視化する優れた学習ツールとしても機能しま
す。その機能の概要については、「Amazon でモデル開発を自動化する SageMaker Autopilot チュート
リアル (p. 221)」を参照してください。機械学習モデルの構築、トレーニング、デプロイを開始する
ため、Autopilot は次の機能を提供します。
• サンプル: Amazon を使用したモデリングを探索する SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 222)
• ビデオ: Autopilot を使用して機械学習プロセスを自動化および探索する (p. 223)
• チュートリアル: Amazon の使用を開始する SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 224)
4. Amazon SageMaker の使用を開始する (p. 33)-このセクションでは、最初のモデルのトレーニングに
ついて具体的に説明します SageMaker スタジオ、または SageMaker コンソールと SageMaker API。
によって提供されるトレーニングアルゴリズムを使用します SageMaker。
5. その他のトピックについて調べる – 必要に応じて、次の操作を実行します。
• Python コードを送信してディープラーニングフレームワークでトレーニングする— で SageMakerで
は、独自のトレーニングスクリプトを使用してモデルのトレーニングが可能です。詳細については、
「Amazon でMachine Learning フレームワーク、Python、R を使う SageMaker (p. 12)」を参照し
てください。
• 使用アイテム SageMaker Apache Spark から直接-詳細については、Amazon SageMaker で Apache
Spark を使う (p. 14)。
• 使用アイテム SageMaker 独自のカスタムアルゴリズムをトレーニングしデプロイする-Docker でカ
スタムアルゴリズムをPackage 化して、 SageMaker。の詳細 SageMaker Docker コンテナと相互作
用し、 SageMaker Docker イメージの要件については、を参照してくださいDocker コンテナを使用
する SageMaker (p. 2910)。
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6. の表示API リファレンス-このセクションでは、 SageMaker API オペレーション

Amazon の情報 SageMaker WORK
SageMaker は、機械学習に基づいたモデルをアプリケーションにすばやく簡単に統合できる、フルマネー
ジドサービスです。このセクションでは、機械学習の概要とその方法について説明します SageMaker 仕
組み。を初めてお使いになる方向けの情報 SageMakerでは、次のセクションを順番に読むことをお勧めし
ます。
1. Amazon を使用したMachine Learning SageMaker (p. 4)
2. データの調査、分析、処理 (p. 6)
3. Amazon でモデルをトレーニングする SageMaker (p. 8)
4. Amazon でモデルをデプロイする SageMaker (p. 10)
5. Amazon でMachine Learning フレームワーク、Python、R を使う SageMaker (p. 12)
6. Amazon SageMaker の使用を開始する (p. 33)

Amazon を使用したMachine Learning SageMaker
このセクションでは、一般的な機械学習ワークフローについて説明し、Amazon でこれらのタスクをどの
ように達成するかを要約します SageMaker。
機械学習では、コンピュータに予測や推論を行うように「教え」ます。まず、アルゴリズムとサンプル
データを使用してモデルをトレーニングします。次に、モデルをアプリケーションに統合して、リアルタ
イムで、そして大規模に推論を生成します。本番環境では、モデルは通常、数百万のサンプルデータ項目
から学習し、20 ミリ秒未満で数百の推論を生成します。
次の図は、機械学習モデルを作成するための典型的なワークフローを示しています。

図に示すように、通常は以下のアクティビティを実行します。
1. サンプルデータを生成する - モデルをトレーニングするには、サンプルデータが必要です。必要なデー
タのタイプは、モデルで解決するビジネス上の問題 (モデルに生成させる推論) によって異なります。例
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えば、手書き数字の入力イメージからその数字を予測するモデルを作成するとします。そのようなモデ
ルをトレーニングするには、手書き数字のイメージ例が必要です。
モデルの訓練に使用する前に、データ科学者は多くの場合、サンプルデータの探索や前処理に、つまり
それとの「争論に」多くの時間を費やしています。データを事前処理するには、通常、次の操作を実行
します。
a. データを取得する - 社内にサンプルデータリポジトリがある場合や、公開されているデータセットを
使用する場合があります。通常、データセット (複数可) を 1 つのリポジトリにプルします。
b. データをクリーンアップする - モデルトレーニングを改善するには、データを検査し、必要に応じて
クリーンアップします。例えば、データの country name 属性に、United States と US の値が
ある場合、データの整合性をとるために編集できます。
c. データを準備または変換する - 追加のデータ変換を実行してパフォーマンスを向上させることができ
ます。例えば、属性を結合することを選択できます。航空機の除氷を必要とする条件を予測するモデ
ルの場合、温度と湿度の属性を別々に使用せずに、これらの属性を 1 つの新しい属性として結合する
と、より良いモデルを得られることがあります。
In (イン) SageMakerでは、ノートブックインスタンスの Jupyter ノートブックでサンプルデータを前処
理します。ノートブックを使用してデータセットを取得し、それを確認してモデルトレーニングのため
に準備します。詳細については、「データの調査、分析、処理 (p. 6)」を参照してください。AWS
Marketplace でのデータ準備の詳細については、「データの準備」を参照してください。
2. モデルをトレーニングする - モデルトレーニングには、次のように、モデルのトレーニングと評価の両
方が含まれます。
• モデルのトレーニング-モデルをトレーニングするにはアルゴリズムまたは事前にトレーニングされ
たベースモデルが必要です。選択するアルゴリズムは、さまざまな要因によって異なります。すばや
く out-of-the-box 解決策、次のアルゴリズムの 1 つを使用できます SageMaker 提供する。によって
提供されるアルゴリズムのリストについては SageMaker および関連する考慮事項については、を参
照してください。Amazon を使った SageMaker 組み込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモデ
ル (p. 981)。アルゴリズムとモデルを提供する UI ベースのトレーニングソリューションについて
は、SageMaker JumpStart (p. 46)。

トレーニングのためにコンピューティングリソースも必要です。トレーニングデータセットのサイズ
と、どれほど早く結果を得る必要があるかに応じて、単一の汎用インスタンスから GPU インスタン
スの分散クラスターまでのリソースを使用できます。詳細については、「Amazon でモデルをトレー
ニングする SageMaker (p. 8)」を参照してください。

• モデルの評価 - モデルをトレーニングした後、モデルを評価して、推論の正確性が許容可能かどうか
を判断します。In (イン) SageMaker、あなたはどちらかを使いますAWS SDK for Python (Boto)また
はハイレベルなPythonライブラリ SageMaker モデルに推論のリクエストを送信できます。
お前は Jupyter ノートを使っている SageMaker モデルをトレーニングおよび評価するためのノート
ブックインスタンス。
3. モデルをデプロイする - モデルをアプリケーションと統合してデプロイする前に、モデルを従来の方法
で設計し直す必要があります。と SageMaker ホスティングサービスでは、モデルを独立してデプロイ
し、アプリケーションコードからデカップリングできます。詳細については、「推論のためのモデルを
デプロイする (p. 2538)」を参照してください。

機械学習は、継続的なサイクルです。モデルをデプロイしたら、推論のモニタリング、「グランドトゥ
ルース」の収集、およびモデルの評価を行い、ドリフトを特定します。次に、トレーニングデータを更新
して新しく収集したグランドトゥルースを含めることで、推論の精度を高めます。これを行うには、新し
いデータセットでモデルを再トレーニングします。より多くのサンプルデータが利用可能になれば、モデ
ルの再トレーニングを続けて、精度を上げることができます。
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データの調査、分析、処理
データセットをモデルのトレーニングに使用する前に、データサイエンティストは通常、データセットを
確認して事前処理します。
アマゾン SageMaker Processing を利用すると、データの事前/事後処理、特徴エンジニアリングの実行、
モデルの評価を行うジョブを可能にします SageMaker 簡単かつ大規模に。が提供する他の重要な機械
学習タスクと組み合わせると SageMakerトレーニングやホスティングなど、Processing は、組み込まれ
たすべてのセキュリティおよびコンプライアンスのサポートを含む、フルマネージドの機械学習環境の
メリットを提供します SageMaker。処理を使用すると、組み込みのデータ処理コンテナを使用したり、
独自のコンテナを持ち込み、管理インフラストラクチャで実行するカスタムジョブを送信したりする柔
軟性が得られます。ジョブを送信すると、 SageMaker コンピューティングインスタンスを起動し、入
力データを処理および分析し、完了するとリソースを解放します。詳細については、「データを処理す
る (p. 907)」を参照してください。
• 独自のデータ処理スクリプトを実行する方法については、「scikit-learn を使ってデータを処理す
る (p. 909)」を参照してください。
• スクリプトを実行するための独自の処理コンテナを構築する方法については、「独自の処理コンテナを
構築する (高度なシナリオ) (p. 916)」を参照してください。
• コード不要のビジュアルインターフェイスを使用して探索的データ分析 (EDA) を実行する方法について
は、Amazon で ML データを準備する SageMaker Data Wrangler (p. 705)。

機械学習予測の公平性とモデルの説明可能性とは
Amazon SageMaker Clarify は、潜在的なバイアスを検出し、モデルが行う予測の説明を支援することで、
機械学習 (ML) モデルの改善を支援します。モデルトレーニングやモデルが本番環境にある場合に発生す
る可能性のある、トレーニング前やトレーニング後のさまざまな種類のバイアスを特定するのに役立ちま
す。SageMaker Clarify は、これらのモデルが特徴属性アプローチを使ってどのように予測するかを説明
するのに役立ちます。また、バイアスや特徴属性のドリフトについて、モデルが本番環境で行う推論をモ
ニタリングします。SageMaker Clarify が提供する公平性と説明可能性の機能は、AWS のお客様がバイ
アスの少ない、より理解しやすい機械学習モデルを構築するのに役立つコンポーネントを提供します。ま
た、リスクとコンプライアンスのチーム、および外部の規制当局への通知に使用できるモデルガバナンス
レポートの作成に役立つツールも提供します。
機械学習モデルとデータ駆動型システムは、金融サービス、ヘルスケア、教育、人事などの分野にわたる
意思決定を支援するためにますます使用されています。機械学習アプリケーションは、精度の向上、生産
性の向上、コスト削減などのメリットをもたらし、規制要件の遵守、ビジネス上の意思決定の改善、デー
タサイエンスの手順に関するより優れたインサイトの提供を支援します。
• 規制 - 多くの状況では、ML モデルが特定の予測を行った理由と、その予測がトレーニング中または推
論時にバイアスによって影響を受けたかどうかを理解することが重要です。最近、政策立案者、規制当
局、支持者は、ML とデータ駆動型システムがもたらす倫理的および政策的な課題について認識を高め
ています。特に、このようなシステムが差別的な影響を与える可能性についての懸念が表明されていま
す (例えば、自動化された決定へのバイアスの不用意なエンコード)。
• ビジネス - 規制された分野で AI システムを採用するには、信頼が必要です。信頼は、トレーニングされ
たモデルの動作と、デプロイされたモデルが予測を行う方法について信頼できる説明を提供することで
構築できます。モデルの説明可能性は、金融サービス、人事、ヘルスケア、自動輸送など、信頼性、安
全性、コンプライアンスが求められる特定の業界にとって特に重要になる可能性があります。一般的な
金融の例を挙げると、ML モデルの使用を取り入れた融資アプリケーションでは、エンドユーザー/顧客
に加えて、ローン担当者、カスタマーサービス担当者、予測担当者の内部チームに対して、これらのモ
デルが特定の予測を行った方法について説明する必要がある場合があります。
• データサイエンス - データサイエンティストと ML エンジニアは、優れた特徴エンジニアリングを通じ
て ML モデルをデバッグおよび改善するために必要なインサイトを生成し、モデルがノイズや無関係な
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特徴に基づいて推論を行っているかどうかを判断し、モデルの限界とモデルが遭遇する可能性がある故
障モードを理解するためのツールを必要としています。
SageMaker Clarifyを SageMaker パイプラインに統合する不正な自動車クレームを含む完全な機械学習
ユースケースを設計し、構築する方法を示すブログについては、完全な機械学習ライフサイクルを設計
し、構築するAWS: エンドツーエンドAmazon SageMakerデモ版。このブログでは、トレーニング前後の
バイアスを評価する方法、バイアスを軽減する方法、データ特徴が予測に与える影響について説明しま
す。SageMaker Clarify の公平性と説明可能性の特徴を SageMaker パイプラインに統合する自動ワークフ
ローの作成など、ML ライフサイクルの各タスクに関連するコードへのリンクが用意されています。

ML ライフサイクルにおける公平性と説明可能性を評
価するためのベストプラクティス
プロセスとしての公平性 - バイアスと公平性の概念は、アプリケーションに大きく依存します。さらに、
バイアスを測定する属性の選択とバイアスメトリクスの選択は、社会的、法的、その他の非技術的な事項
を考慮して行う必要があるかもしれません。主要なステークホルダー (製品、政策、法律、エンジニアリ
ング、AI/ML チーム、エンドユーザー、コミュニティなど) 間で合意を形成し、協力を得ることは、公平性
を考慮した ML アプローチを実際に採用するための前提条件です。
ML ライフサイクルにおける設計による公平性と説明可能性 - ML ライフサイクルの各段階 (問題形成、
データセット構築、アルゴリズム選択、モデルトレーニングプロセス、テストプロセス、デプロイ、モニ
タリング/フィードバック) で公平性と説明可能性を考慮する必要があります。この分析を行うには適切な
ツールを用意することが重要です。これらの考慮事項への取り組みを奨励するために、これらの各段階で
推奨される質問例をいくつか挙げておきます。

サンプルノートブック
Amazon SageMaker Clarify には、次のサンプルノートブックが用意されています。
• Amazon SageMaker Clarify による説明可能性とバイアス検出 - SageMaker Clarify を使用して、バイア
スを検出し、特徴属性を使用してモデル予測を説明するための処理ジョブを作成します。
• バイアスドリフトと特徴属性ドリフトのモニタリング (Amazon SageMaker Clarify) — Amazon
SageMaker Model Monitor を使用して、バイアスドリフトと特徴属性ドリフトを経時的にモニタリング
します。
• SageMaker Clarify による公平性と説明可能性 (Bring Your Own Container) - このサンプルノートブック
では、SageMaker Clarify を理解するために必要な重要な用語と概念を紹介します。また、Clarify ジョブ
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とシームレスに連携できる独自のモデルとコンテナの構築方法、モデルと SageMaker Clarify によるバ
イアスの測定、モデルの決定に対するさまざまな入力特徴の重要性の説明、インスタンスが設定されて
いる場合の SageMaker Studio からレポートへのアクセスについて、エンドツーエンドのデータサイエ
ンスワークフローに沿って説明します。
• SageMaker Clarify による公平性と説明可能性 - Spark 分散処理 - このサンプルノートブックで
は、SageMaker Clarify を理解するために必要な主要な用語と概念、データセットのトレーニング前バイ
アスとモデルのトレーニング後バイアスの測定、モデルの決定に対するさまざまな入力特徴の重要性の
説明、インスタンスが設定されている場合の SageMaker Studio からレポートへのアクセスについて説
明します。
• バイアスの軽減、バイアスのない別のモデルのトレーニング、モデルレジストリへの格納 - このノート
ブックでは、 SageMaker Clarify によるバイアスを検出し、Synthetic Minority Over-sampling Technique
(SMOTE) によりバイアスを軽減し、別のモデルをトレーニングし、途中で作成されたすべてのアーティ
ファクトの系統 (データ、コード、モデルメタデータ) と共にそれをモデルレジストリに格納する方法に
ついて説明します。このノートブックは、SageMaker Clarify を SageMaker パイプラインに統合する方
法を紹介するシリーズの一部です。「AWS を使用して完全な機械学習ライフサイクルを設計および構築
する」 ブログを参照してください。
これらのノートブックの動作確認が実施されているのは、 Amazon SageMaker Studio のみです。Amazon
SageMaker Studio でノートブックを開く方法の手順については、「Amazon を作成する、または開く
SageMaker Studio ノートブック (p. 110)」を参照してください。カーネルの選択を求めるメッセージが
表示されたら、[Python 3 (Data Science)] (Python 3 (データサイエンス)) を選択します。

SageMaker Clarify ドキュメントのガイド
バイアスは、機械学習ライフサイクルの各段階 (モデルのトレーニング前とモデルトレーニング後) のデー
タで発生し、測定できます。SageMaker Clarify は、トレーニングされたモデルと本番環境にデプロイさ
れたモデルに対して、モデル予測の特徴属性の説明を提供し、モデルはベースラインの説明属性からの任
意のドリフトをモニタリングできます。Clarify は、必要に応じてベースラインを計算します。SageMaker
Clarify のドキュメントは、次に示す、関連する ML 段階のSageMaker の大きなドキュメントセット全体に
埋め込まれています。
• モデルのトレーニングに使用される前に、データの前処理でバイアスを検出する方法の詳細について
は、「トレーニング前のデータのバイアスを検出する (p. 689)」を参照してください。
• トレーニング後のデータとモデルのバイアスを検出する方法の詳細については、「Amazon でトレーニ
ング後のデータとモデルのバイアスを検出する SageMaker Clarify (p. 2457)」を参照してください。
• トレーニング後のモデル予測を説明するためのモデルに依存しない特徴属性アプローチの詳細について
は、「アマゾン SageMaker モデルの説明可能性の明確化 (p. 2478)」を参照してください。
• モデルのトレーニングに使用されるベースラインからのデータのドリフトによる本番環境モデルの推論
におけるバイアスのモニタリングの詳細については、「本番稼働中のモデルのバイアスドリフトをモニ
タリングする (p. 2630)」を参照してください。
• モデルトレーニング中に確立されたベースラインからの特徴の貢献度のドリフトをモニタリングする方
法については、「本番稼働中のモデルの特徴属性ドリフトをモニタリングする (p. 2638)」を参照してく
ださい。

Amazon でモデルをトレーニングする SageMaker
次の図表は、Amazon でモデルをトレーニングおよびデプロイする方法を示しています。 SageMaker:
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ラベルが付けられた領域 SageMaker の二つの要素を強調しています SageMaker: モデルトレーニングとモ
デル展開
でモデルをトレーニングするには SageMaker、トレーニングジョブを作成します。トレーニングジョブに
は次の情報が含まれます。
• トレーニングデータが保存されている Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの URL。
• 必要なコンピューティングリソース SageMaker モデルトレーニングに使用します。コンピューティン
グリソースは、によって管理される ML コンピューティングインスタンスです SageMaker。
• ジョブの出力を保存する S3 バケットの URL。
• トレーニングコードが保存される Amazon Elastic コンテナレジストリのパス。詳細については、
「Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 989)」を参照してください。
トレーニングアルゴリズムには、次のオプションがあります。
• 提供されているアルゴリズムを使用してください SageMaker—SageMakerには、多数の組み込み
トレーニングアルゴリズムと数百の事前トレーニング済みモデルが用意されています。これらのい
ずれかがあなたのニーズに合っているなら、それは素晴らしいことです out-of-the-box 迅速なモデ
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ルトレーニングのためのソリューション。によって提供されるアルゴリズムのリストについては
SageMaker、参照先Amazon を使った SageMaker 組み込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモ
デル (p. 981)。 SageMaker によって提供されるアルゴリズムを使用する演習を試すには、Amazon
SageMaker の使用を開始する (p. 33)を参照してください。を使用することもできますSageMaker
JumpStart (p. 46)Studio UI からアルゴリズムとモデルを使用できます。
• 使用アイテム SageMaker デバッガー-トレーニングプロセス全体を通してトレーニングパラメータと
データを検査します TensorFlow, PyTorch、および Apache MXNet 学習フレームワークまたは XGBoost
アルゴリズム。Debugger は、パラメータ値が大きすぎたり小さすぎたりするなど、一般的に発生する
エラーを自動的に検出し、ユーザーに警告します。デバッガの使用の詳細については、「Amazon を
使ったトレーニングジョブのデバッグとプロバッグ SageMaker デバッガー (p. 2118)」を参照してくだ
さい。デバッガーのサンプルノートブックは、アマゾン SageMaker デバッガーサンプル。
• Apache Spark と共に使用する SageMaker—SageMakerApache Spark でモデルをトレーニングする
ために使用できるライブラリを提供します SageMaker。提供しているライブラリの利用 SageMaker
Apache Spark MLLib の使用に似ています。詳細については、「Amazon SageMaker で Apache Spark
を使う (p. 14)」を参照してください。
• カスタムコードを送信してディープラーニングフレームワークでトレーニングする—以下を使用するカ
スタム Python コードを送信できます TensorFlow, PyTorch、またはモデルトレーニング用の Apache
MXNet。詳細については、「使用アイテム TensorFlow アマゾンと SageMaker (p. 30)」、「使用ア
イテム PyTorch アマゾンと SageMaker (p. 26)」、および「Amazon SageMaker で Apache MXNet
を使用する (p. 13)」を参照してください。
• 独自のカスタムアルゴリズムを使用する-Docker イメージとしてコードをまとめ、イメージのレジスト
リパスを SageMaker CreateTrainingJobAPI 呼び出し。詳細については、「Docker コンテナを使用
する SageMaker (p. 2910)」を参照してください。
• AWS Marketplace からサブスクライブしているアルゴリズムを使用する - 詳細については、「AWS
Marketplace でアルゴリズムとモデルパッケージを見つけてサブスクライブする (p. 3255)」を参照して
ください。
トレーニングジョブを作成したら、 SageMaker ML コンピューティングインスタンスを起動し、トレーニ
ングコードとトレーニングデータセットを使用してモデルをトレーニングします。結果として得られたモ
デルアーティファクトおよびその他の出力を、その目的で指定した S3 バケットに保存します。
トレーニングジョブを作成すると SageMaker コンソールまたは API。API を使用してトレーニングジョブ
を作成する方法については、「CreateTrainingJob」を参照してください。
API を使用してトレーニングジョブを作成すると、 SageMaker デフォルトでデータセット全体を ML コ
ンピューティングインスタンスにレプリケートします。作るには SageMaker 各 ML コンピューティング
インスタンスのデータのサブセットをレプリケートするには、S3DataDistributionTypeフィールド
先ShardedByS3Key。このフィールドは、低レベルの SDK を使用して設定できます。詳細については、
「S3DataSource」の S3DataDistributionType を参照してください。

Important
アルゴリズムコンテナがメモリを奪い合うのを防ぐため、メモリは SageMaker ML コンピュー
ティングインスタンスの重要なプロセスであるため、お使いのインスタンスタイプにメモリすべ
てが割り当てられることは期待できません。

Amazon でモデルをデプロイする SageMaker
機械学習モデルをトレーニングしたら、Amazon を使用してそれをデプロイできます SageMaker ユース
ケースに応じて、次のいずれかの方法で予測を取得できます。
• 一度に 1 つの予測を取得できる、永続的でリアルタイムのエンドポイントの場合は、 SageMakerリアル
タイムホスティングサービス。リアルタイム推論 (p. 2539) を参照してください。
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• トラフィックのスパート間にアイドル期間があり、コールドスタートを許容できるワークロードは、
サーバーレス推論を使用します。??? を参照してください。
• ペイロードサイズが大きく (最大 1 GB)、処理時間が長い、ほぼリアルタイムのレイテンシー要件がある
リクエストには、Amazon を使用します SageMaker 非同期推論。非同期推論 (p. 2696) を参照してくだ
さい。
• データセット全体の予測を取得するには、 SageMaker バッチ変換。バッチ変換の使用 (p. 2712) を参照
してください。
SageMaker 機械学習モデルを導入する際にリソースを管理し、推論性能を最適化する機能も用意されてい
ます。
• エッジデバイスでモデルを管理し、スマートカメラ、ロボット、パーソナルコンピュータ、モバイルデ
バイスなどのエッジデバイスのフリートで機械学習モデルを最適化、保護、モニタリング、および保守
するには、「次の方法でモデルをエッジにデプロイ SageMaker Edge Manager (p. 2771)。
• グルーオン、ケラス、MXNet を最適化するには、 PyTorch, TensorFlow, TensorFlowAmbarella、ARM、インテル、Nvidia、NXP、クアルコム、テキサス・インスツルメンツ、ザイリンクス
のプロセッサをベースにしたAndroid、Linux、およびWindowsマシンでの推論用のLiteおよびONNXモデ
ル、Neoを使用してモデルパフォーマンスを最適化 (p. 2821)。
すべてのデプロイパラメータの詳細については、「」を参照してください。推論のためのモデルをデプロ
イする (p. 2538)。

機械学習モデルを検証する
モデルをトレーニングした後、そのパフォーマンスと正確性がビジネス目標を達成可能かどうか判断する
ために、モデルを評価します。さまざまな方法で複数のモデルを生成し、それぞれを評価することができ
ます。例えば、モデルごとに異なるビジネスルールを適用し、さまざまな尺度を適用して各モデルの適合
性を判断することができます。モデルが特定のものよりも敏感である必要があるかどうか (またはその逆)
を検討することができます。
履歴データ (オフラインの場合) またはライブデータを使用してモデルを評価できます。
• オフラインテスト - モデルに推論のリクエストを送信するために、ライブデータではなく過去データを
使用します。
トレーニングを受けたモデルをアルファエンドポイントにデプロイし、履歴データを使用して推論リク
エストを送信します。リクエストを送信するには、AmazonのJupyterノートブックを使用してください
SageMakerノートブックインスタンスとどちらかAWS SDK for Python (Boto)またはによって提供される
高レベルの Python ライブラリ SageMaker。
• ライブデータによるオンラインテスト—SageMaker本番バリアントを使用することで、稼働中のモデル
の A/B テストをサポートします。本番バリアントは、同じ推論コードを使用し、同じモデルにデプロイ
されるモデルです SageMaker エンドポイント。検証するモデルにライブトラフィックのごく一部が移
動するように、本番バリアントを設定します。例えば、評価のためにトラフィックの 10% をモデルの
バリエーションに送信することを選択できます。モデルのパフォーマンスに満足したら、更新されたモ
デルに 100% のトラフィックをルーティングできます。本番稼働でのモデルのテストの例については、
「本番環境のモデルを安全に更新 (p. 2603)」を参照してください。
詳細については、Evaluating Machine Learning Models (機械学習モデルの評価) など、モデルの評価方法
に関する記事や書籍を参照してください。
オフラインモデル評価のオプションは次のとおりです。
• 保留セットを使用して検証する - 機械学習の実践者は、データの一部を「保留セット」として残してお
くことがよくあります。モデルのトレーニングにこのデータを使用しません。
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このアプローチでは、モデルが保留セットに関する推論をどの程度適切に提供するかを評価します。次
に、モデルのメモリを使用するのではなく、モデルが最初のトレーニングで学習したことをどの程度効
果的に一般化しているかを評価します。この検証方法は、モデルが正しい答えをどれくらいの頻度で推
論できるかを示します。

いくつかの点で、このアプローチは小学生を教えることに似ています まず、学習するための一連の例を
提供し、学習から一般化する能力をテストします。宿題とテストでは、最初の学習に含まれていなかっ
た問題を提起し、彼らが効果的に一般化できるかどうかを判断します。完璧な記憶を持つ生徒は、ルー
ルを学習する代わりに、問題を暗記することができます。

通常、保留データセットはトレーニングデータの 20～30% です。
• K 分割検証 - この検証手法では、サンプルデータセットを k 個の部分に分割します。このそれぞれを、k
回のトレーニング実行のための保留セットとみなし、他の k-1 個の部分をそのトレーニング実行のため
のトレーニングセットとして使用します。同様のプロセスを使用して k 個のモデルを作成し、モデルを
集約して最終モデルを生成します。k は通常、5 ～ 10 の範囲の値です。

本番環境でのモデルのモニタリング
モデルを本番環境にデプロイしたら、Amazon を使用してください SageMaker モデルモニタを使用する
と、機械学習モデルの品質をリアルタイムで継続的にモニタリングできます。アマゾン SageMaker モデ
ルモニタを使用すると、データのドリフトや異常など、モデルの品質に偏差がある場合に、自動アラート
トリガーシステムを設定できます。アマゾン CloudWatch Logs は、モデルのステータスをモニタリングす
るログファイルを収集し、モデルの品質がプリセットした特定のしきい値に達した場合にそれを通知しま
す。 CloudWatch は、ユーザー指定の Amazon S3 バケットにログファイルを保存します。AWS モデルモ
ニター製品を通じてモデル偏差を早期かつプロアクティブに検出すると、デプロイしたモデルの品質を維
持し、改善するための迅速なアクションを実行できます。
の詳細については SageMaker モデル監視製品、を参照してくださいデータとモデルの品質、偏り、説明
可能性についてモデルを監視する (p. 2616)。
機械学習の旅を始めるには SageMaker、サインアップしてのAWSのアカウントのセットアップ
SageMaker。

Amazon でMachine Learning フレームワー
ク、Python、R を使う SageMaker
Amazon では Python と R をネイティブに使用できます SageMaker ノートブックカーネル。また、特
定のフレームワークをサポートしているカーネルもあります。の開始方法として非常に人気があります
SageMaker を使うことですアマゾン SageMaker Python。これには、モデルのトレーニングやデプロイを
行いやすいオープンソースの Python API やコンテナが用意されています。 SageMakerには、いくつかの
異なる機械学習フレームワークで使用できるサンプルが用意されています。
特定のフレームワークの使用や R の使用方法については SageMakerについては、次のトピックをご参照
ください。
言語の SDK とユーザーガイド:
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• アマゾン SageMaker Python
• R (p. 26)
• Amazon SageMaker の API リファレンスガイド (p. 3463)
機械学習フレームワークと深層学習フレームワークのガイド:
• Apache MXNet (p. 13)
• Apache Spark (p. 14)
• Chainer (p. 22)
• Hugging Face (p. 23)
• PyTorch (p. 26)
• Scikit-learn (p. 28)
• SparkML Serving (p. 30)
• TensorFlow (p. 30)
• Triton Inference Server (p. 31)

Amazon SageMaker で Apache MXNet を使用する
カスタム MXNet コードを使いながら、SageMaker を使用してモデルをトレーニング、デプロイできま
す。Amazon SageMaker Python SDK の MXNet 推定器とモデル、および SageMaker オープンソースの
MXNet コンテナを使うと、SageMaker での MXNet スクリプトの記述や実行がより簡単になります。

何をしたいですか?
SageMaker で、カスタム MXNet モデルをトレーニングしたい。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、Amazon SageMaker サンプル GitHub リポジトリにあ
る MXNet のサンプルノートブックを参照してください。
ドキュメントについては、「MXNet によるモデルのトレーニング」を参照してください。
SageMaker でトレーニングした MXNet モデルがあり、それをホスト済みのエンドポイントにデプロイし
たい。
詳細については、「MXNet モデルをデプロイする」を参照してください。
SageMaker の外部でトレーニングした MXNet モデルがあり、それを SageMaker エンドポイントにデプ
ロイしたい。
詳細については、「モデルデータからエンドポイントをデプロイする」を参照してください。
Amazon SageMaker Python SDK の MXNet クラスの API ドキュメントを見たい。
詳細については、「MXNet クラス」を参照してください。
SageMaker MXNet コンテナリポジトリを見つけたい。
詳細については、SageMaker MXNet コンテナの GitHub リポジトリを参照してください。
AWS Deep Learning Containers がサポートしている MXNet バージョンに関する情報を見つけたい。
詳細については、「使用可能な Deep Learning Containers イメージ」を参照してください。
SageMaker での MXNet スクリプトモードのトレーニングスクリプトの記述や、MXNet スクリプトモード
の推定器とモデルの使用に関する一般情報については、「SageMaker Python SDK で MXNet を使う」を
参照してください。
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Amazon SageMaker で Apache Spark を使う
このセクションでは、Apache Spark を使用してデータを事前処理し、Amazon を使用したい開発者向けの
情報を提供します。 SageMaker モデルトレーニングとホスティングに サポートされる Apache Spark の
バージョンについては、SageMaker Sparkページの SageMaker Spark GitHub repository.
SageMaker には Apache Spark ライブラリが用意されており、Python と Scala 形式の両方の Apache
Spark ライブラリが用意されており、でモデルのトレーニングを簡単に行うことができます。 SageMaker
を使用しますorg.apache.spark.sql.DataFrameSpark クラスター内のデータフレーム。モデルト
レーニングを行った後に、を使用してモデルをホストすることもできます。 SageMaker ホスティング
サービス。
- SageMaker Spark ライブラリcom.amazonaws.services.sagemaker.sparksdkには、次のようなク
ラスが用意されています。
• SageMakerEstimator - org.apache.spark.ml.Estimator インターフェイスを拡張します。この
推定器は、SageMaker でのモデルトレーニングに使用できます。
• KMeansSageMakerEstimator、PCASageMakerEstimator、XGBoostSageMakerEstimator SageMakerEstimator クラスを拡張します。
• SageMakerModel - org.apache.spark.ml.Model クラスを拡張します。この SageMakerModel を
使って、SageMaker でのモデルのホスティングや推論の取得を行えます。
と SageMaker Studio、Amazon EMR クラスターに簡単に接続できます。詳細については、「Studio ノー
トブックで大規模データを準備する」を参照してください。

のダウンロード SageMaker Spark ライブラリ
SageMaker 提供の Spark ライブラリをダウンロードする方法として、次のオプションが用意されていま
す。
• 両方のソースコードをダウンロードできます PySpark と Scala ライブラリのSageMaker Spar GitHub
repository.
• Python Spark ライブラリについては、次の追加オプションが用意されています。
• pip インストールを使用する:
pip install sagemaker_pyspark

• ノートブックインスタンスでは、Sparkmagic (PySpark) または Sparkmagic (PySpark3) カー
ネルを使う新しいノートブックを作成し、リモートの Amazon EMR クラスターに接続します。

Note
EMR クラスターは、AmazonSageMakerFullAccess ポリシーが添付された IAM ロールを
使って設定する必要があります。EMR クラスターのロールの設定については、Amazon EMR
管理ガイドの「AWS サービスに Amazon EMR の許可の IAM ロールを設定する」を参照して
ください。
• Scala ライブラリは Maven から取得できます。プロジェクトに Spark ライブラリを追加するた
め、pom.xml ファイルに次の依存関係を追加します。
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>sagemaker-spark_2.11</artifactId>
<version>spark_2.2.0-1.0</version>
</dependency>
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Apache Spark アプリケーションを SageMaker と統合する
Apache Spark アプリケーションを SageMaker と統合するステップの概要を次に示します。
1.

使い慣れている Apache Spark ライブラリを使用してデータの事前処理を続行します。データセット
は Spark クラスター内で DataFrame のまま残ります。データを DataFrame にロードしてそれを事
前処理することで、features の org.apache.spark.ml.linalg.Vector が含まれる Doubles
列と、label 型の値が含まれる省略可能な Double 列が作成されます。

2.

見積もりは、 SageMaker Spark ライブラリを使ってモデルをトレーニングします。たとえば、
によって提供される k-means アルゴリズムを選択した場合 SageMaker モデルトレーニングで
はKMeansSageMakerEstimator.fit方法。
DataFrame を入力として指定します。推定器は SageMakerModel オブジェクトを返します。

Note
SageMakerModel は org.apache.spark.ml.Model を拡張します。
fit メソッドは、次のような処理を実行します。
a.

入力 DataFrame から features 列と label 列を選択し、protobuf データを Amazon S3 バケッ
トにアップロードすることで、その入力 DataFrame を protobuf 形式に変換します。SageMaker
でモデルトレーニングを行うには、protobuf 形式が効率的です。

b.

でモデルトレーニングを開始 SageMaker 以下を指定して SageMaker CreateTrainingJobリク
エスト. モデルトレーニングが完了したら、 SageMaker は、モデルのアーティファクトを S3 バ
ケットに保存します。
SageMaker は、モデルトレーニングのために指定されている IAM ロールを継承し、代理として
タスクを実行します。たとえば、このロールを使用して、S3 バケットからトレーニングデータを
読み取り、モデルアーティファクトをバケットに書き込みます。

c.

3.

SageMakerModel オブジェクトを作成して返します。モデルを SageMaker にデプロイすること
に関連して、コンストラクターは次のタスクを実行します。
i.

以下を指定してCreateModelSageMaker にリクエストしてください。

ii.

以下を指定してCreateEndpointConfigSageMaker にリクエストしてください。

iii.

以下を指定してCreateEndpointSageMaker にリクエストすると、指定されたリソースを
起動し、それらにモデルをホストします。

でホストされているモデルから推論を取得できます SageMaker とSageMakerModel.transform。
特徴が指定された入力 DataFrame を入力として指定します。transform メソッドがそれを推論が
含まれる DataFrame メソッドに変換します。内部的には、transformメソッドは、にリクエストを
送信しますInvokeEndpoint SageMaker 推論を得るためのAPI。この transform メソッドは、推
論を入力 DataFrame に追加します。

例 1: Amazon を使用する SageMaker Apache Spark でのトレー
ニングと推論について
トピック
• Amazon でのモデルトレーニングとホスティングにカスタムアルゴリズムを使用する SageMaker
Apache Spark と (p. 20)
• Spark Pipeline で SageMakerEstimator を使用する (p. 21)
アマゾン SageMaker には Apache Spark ライブラリ (Python と Scala の両方) が用意されており、Apache
Spark アプリケーションを SageMaker と統合するために使用できます。たとえば、データの事前処理に
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Apache Spark を使用し、 SageMaker モデルトレーニングとホスティングに 詳細については、「Amazon
SageMaker で Apache Spark を使う (p. 14)」を参照してください。このセクションには、SageMaker
提供の Apache Spark Scala ライブラリを使用したモデルのトレーニングに使用するコード例が用意されて
います。 SageMaker を使用しますDataFrameは Spark クラスター内にあります。また、この例はを使用
して結果のモデルアーティファクトをホストします。 SageMaker ホスティングサービス。具体的には、
この例は次の処理を行います。
• KMeansSageMakerEstimator を使用してデータに対してモデルの適合 (またはトレーニング) を行い
ます。

この例では提供の k-means アルゴリズムを使用しているため SageMaker モデルをトレーニングするに
は、KMeansSageMakerEstimator。モデルは (MNIST データセットの) 手書きの 1 桁の数字の画像
を使用してトレーニングを行います。画像は入力 DataFrame として指定します。利便性を考慮して、
SageMaker はこのデータセットを S3 バケット内に用意しています。

レスポンスとして、推定器は SageMakerModel オブジェクトを返します。
• トレーニング済みの SageMakerModel を使用して推論を取得する

SageMaker でホストされているモデルから推論を取得するには、SageMakerModel.transform メ
ソッドを呼び出します。入力として DataFrame を渡します。このメソッドは入力 DataFrame を、そ
のモデルから取得した推論が含まれる別の DataFrame に変換します。

推論は、入力した指定の手書きの 1 桁の数字の画像が属するクラスターを特定します。詳細について
は、「K-Means アルゴリズム (p. 2018)」を参照してください。
コード例は次の通りです。
import
import
import
import

org.apache.spark.sql.SparkSession
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms.KMeansSageMakerEstimator

val spark = SparkSession.builder.getOrCreate
// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
val trainingData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")
val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"
val estimator = new KMeansSageMakerEstimator(
sagemakerRole = IAMRole(roleArn),
trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
trainingInstanceCount = 1,
endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
endpointInitialInstanceCount = 1)
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.setK(10).setFeatureDim(784)
// train
val model = estimator.fit(trainingData)
val transformedData = model.transform(testData)
transformedData.show

コードは以下の処理を実行します。
• SageMaker 提供の S3 バケットから MNIST データセット (awsai-sparksdk-dataset) を Spark
DataFrame (mnistTrainingDataFrame) にロードする。
// Get a Spark session.
val spark = SparkSession.builder.getOrCreate
// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
val trainingData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")
val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"
trainingData.show()

show メソッドは、データフレーム内の最初の 20 行のデータを表示します。
+-----+--------------------+
|label|
features|
+-----+--------------------+
| 5.0|(784,[152,153,154...|
| 0.0|(784,[127,128,129...|
| 4.0|(784,[160,161,162...|
| 1.0|(784,[158,159,160...|
| 9.0|(784,[208,209,210...|
| 2.0|(784,[155,156,157...|
| 1.0|(784,[124,125,126...|
| 3.0|(784,[151,152,153...|
| 1.0|(784,[152,153,154...|
| 4.0|(784,[134,135,161...|
| 3.0|(784,[123,124,125...|
| 5.0|(784,[216,217,218...|
| 3.0|(784,[143,144,145...|
| 6.0|(784,[72,73,74,99...|
| 1.0|(784,[151,152,153...|
| 7.0|(784,[211,212,213...|
| 2.0|(784,[151,152,153...|
| 8.0|(784,[159,160,161...|
| 6.0|(784,[100,101,102...|
| 9.0|(784,[209,210,211...|
+-----+--------------------+
only showing top 20 rows

各行の構成は次の通りです。
• label 列は画像のラベルを特定します。たとえば、手書きの数字の画像が 5 桁の場合、ラベルの値は
5 になります。
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• features 列には org.apache.spark.ml.linalg.Vector 値のベクトル (Double) が格納されま
す。これらは手書きの数字の 784 の特徴です (各手書きの数字は 28 x 28 ピクセルの画像で、784 の特
徴があります)。

• を作成します。 SageMaker 推定器 (KMeansSageMakerEstimator)
-fitこの推定器のメソッドは、によって提供される k-means アルゴリズムを使用します。 SageMaker
入力を使用してモデルをトレーニングするにはDataFrame。レスポンスとして、推論の取得に使用でき
る SageMakerModel オブジェクトを返します。

Note
KMeansSageMakerEstimator は SageMaker の SageMakerEstimator を拡張し、これが
Apache Spark の Estimator を拡張します。
val estimator = new KMeansSageMakerEstimator(
sagemakerRole = IAMRole(roleArn),
trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
trainingInstanceCount = 1,
endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
endpointInitialInstanceCount = 1)
.setK(10).setFeatureDim(784)

コンストラクターのパラメータが、SageMaker でのモデルのトレーニングとデプロイに使用される情報
を示します。
• trainingInstanceType と trainingInstanceCount - モデルトレーニングに使用される ML コ
ンピューティングインスタンスのタイプと数を指定します。

• endpointInstanceType - SageMaker にモデルをホストするときに使用する ML コンピューティン
グインスタンスタイプを指定します。デフォルトでは、1 つの ML コンピューティングインスタンス
が引き受けられます。

• endpointInitialInstanceCount - SageMaker 内でモデルをホストするエンドポイントを最初に
バックアップする ML コンピューティングインスタンスの数を指定します。

• sagemakerRole - SageMaker はこの IAM ロールを継承し、代理でタスクを実行します。たとえば、
モデルのトレーニングの場合、S3 からデータを読み取り、トレーニングの結果 (モデルアーティファ
クト) を S3 に書き込みます。

Note
この例は暗黙的に SageMaker クライアント。このクライアントを作成するには、認証情報を
指定する必要があります。API は、これらの認証情報を使って、SageMaker へのリクエスト
を認証します。たとえば、認証情報を使用してトレーニングジョブを作成するリクエストを
認証し、を使用してモデルをデプロイするための API コールを認証します。 SageMaker ホ
スティングサービス。
• KMeansSageMakerEstimator オブジェクトが作成された後、モデルのトレーニングで使用される
次のパラメータを設定します。
• k-means アルゴリズムによってモデルのトレーニング中に作成される必要があるクラスターの
数。0 ～ 9 のそれぞれの桁に 1 つ、合計で 10 のクラスターを指定します。
• 各入力画像に 784 の特徴があることを特定します (各手書きの数字は 28 x 28 ピクセルの画像
で、784 の特徴があります)。
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• 推定器の fit メソッドを呼び出す
// train
val model = estimator.fit(trainingData)

入力 DataFrame をパラメータとして渡します。このモデルは、モデルのトレーニングと SageMaker
へのデプロイの、すべての処理を行います。詳細については、「Apache Spark アプリケーションを
SageMaker と統合する (p. 15)」を参照してください。レスポンスで SageMakerModel オブジェク
トを取得します。これは、SageMaker にデプロイされたモデルからの推論の取得に使うことができま
す。

入力 DataFrame のみを指定します。モデルのトレーニングに使用される k-means アルゴリズムへのレ
ジストリパスについては、KMeansSageMakerEstimator はすでに把握しているため、指定する必要
はありません。

• SageMakerModel.transform メソッドを呼び出し、SageMaker にデプロイされたモデルから推論を
取得します。
transform メソッドは入力として DataFrame を取り、それを変換し、そのモデルから取得した推論
が含まれる別の DataFrame を返します。
val transformedData = model.transform(testData)
transformedData.show

わかりやすいように、この例でモデルのトレーニングに使用した同じ DataFrame を transform の入
力として使用します。transform メソッドは、次のような処理を実行します。
• をシリアル化しますfeatures入力の列DataFrameprotobufにしてそれを送る SageMaker 推論のエン
ドポイント。
• プロトコルバッファーのレスポンスを、変換された distance_to_cluster 内の追加の 2 列
(closest_cluster と DataFrame) に逆シリアル化します。
show メソッドは入力 DataFrame 内の最初の 20 行の推論を取得します。
+-----+--------------------+-------------------+---------------+
|label|
features|distance_to_cluster|closest_cluster|
+-----+--------------------+-------------------+---------------+
| 5.0|(784,[152,153,154...| 1767.897705078125|
4.0|
| 0.0|(784,[127,128,129...| 1392.157470703125|
5.0|
| 4.0|(784,[160,161,162...| 1671.5711669921875|
9.0|
| 1.0|(784,[158,159,160...| 1182.6082763671875|
6.0|
| 9.0|(784,[208,209,210...| 1390.4002685546875|
0.0|
| 2.0|(784,[155,156,157...| 1713.988037109375|
1.0|
| 1.0|(784,[124,125,126...| 1246.3016357421875|
2.0|
| 3.0|(784,[151,152,153...| 1753.229248046875|
4.0|
| 1.0|(784,[152,153,154...| 978.8394165039062|
2.0|
| 4.0|(784,[134,135,161...| 1623.176513671875|
3.0|
| 3.0|(784,[123,124,125...| 1533.863525390625|
4.0|
| 5.0|(784,[216,217,218...| 1469.357177734375|
6.0|
| 3.0|(784,[143,144,145...| 1736.765869140625|
4.0|
| 6.0|(784,[72,73,74,99...|
1473.69384765625|
8.0|
| 1.0|(784,[151,152,153...|
944.88720703125|
2.0|
| 7.0|(784,[211,212,213...| 1285.9071044921875|
3.0|
| 2.0|(784,[151,152,153...| 1635.0125732421875|
1.0|
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| 8.0|(784,[159,160,161...| 1436.3162841796875|
6.0|
| 6.0|(784,[100,101,102...| 1499.7366943359375|
7.0|
| 9.0|(784,[209,210,211...| 1364.6319580078125|
6.0|
+-----+--------------------+-------------------+---------------+

次のようにデータを解釈できます。
• label が 5 の手書き数字は、クラスター 4 (closest_cluster) に属します。
• label が 0 の手書き数字は、クラスター 5 に属します。
• label が 4 の手書き数字は、クラスター 9 に属します。
• label が 1 の手書き数字は、クラスター 6 に属します。
これらの例を実行する方法の詳細については、GitHub の https://github.com/aws/sagemaker-spark/blob/
master/README.md を参照してください。

Amazon でのモデルトレーニングとホスティングにカスタムアルゴリズムを使用
する SageMaker Apache Spark と
In (イン)例 1: Amazon を使用する SageMaker Apache Spark でのトレーニングと推論につい
て (p. 15)と指定するとkMeansSageMakerEstimatorこの例ではAmazon提供の k-means アルゴ
リズムを使用しているため SageMaker モデルトレーニング用 代わりに、モデルのトレーニングに独自
のカスタムアルゴリズムを使用してもかまいません。Docker イメージが作成済みである場合、独自の
SageMakerEstimator を作成でき、カスタムイメージの Amazon Elastic Container Registry パスを指定
できます。
次のサンプルは、SageMakerEstimator から KMeansSageMakerEstimator を作成する方法を示して
います。新しい推定器で、トレーニングや推論のコードイメージへの Docker レジストリパスを明示的に
指定します。

import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.SageMakerEstimator
import
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.serializers.ProtobufRequestRowSerializer
import
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.deserializers.KMeansProtobufResponseRowDeseri
val estimator = new SageMakerEstimator(
trainingImage =
"811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1",
modelImage =
"811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1",
requestRowSerializer = new ProtobufRequestRowSerializer(),
responseRowDeserializer = new KMeansProtobufResponseRowDeserializer(),
hyperParameters = Map("k" -> "10", "feature_dim" -> "784"),
sagemakerRole = IAMRole(roleArn),
trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
trainingInstanceCount = 1,
endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
endpointInitialInstanceCount = 1,
trainingSparkDataFormat = "sagemaker")

コード内の SageMakerEstimator コンストラクターのパラメータは次のとおりです。
• trainingImage - カスタムコードが含まれるトレーニングイメージへの Docker レジストリパスを特定
します。
• modelImage - 推論コードが含まれるイメージへの Docker レジストリパスを特定します。
• requestRowSerializer— を実装しま
すcom.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.RequestRowSerializer。
20

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Apache Spark

このパラメーターは、入力の行をシリアル化します。DataFrameにホストされているモデルに送信する
には SageMaker 推論のため。
• responseRowDeserializer - 次を実装します。
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.ResponseRowDeserializer.
このパラメータは、SageMaker にホストされたモデルからのレスポンスを逆シリアル化
し、DataFrame に戻します。
• trainingSparkDataFormat - トレーニングデータを DataFrame から S3 にアップロードするときに
Spark が使うデータ形式を指定します。たとえば、protobuf 形式の場合は "sagemaker"、カンマ区切
り値の場合は "csv"、LibSVM 形式の場合は "libsvm" と指定します。
独自の RequestRowSerializer と ResponseRowDeserializer を実装し、推論コードが対応してい
るデータ形式 (.libsvm、.csv など) から行を逆シリアル化できます。

Spark Pipeline で SageMakerEstimator を使用する
次の例に示すように、org.apache.spark.ml.Estimator 推定器と org.apache.spark.ml.Model
モデル、および SageMakerEstimator 推定器と SageMakerModel モデルを
org.apache.spark.ml.Pipelineパイプラインで使用できます。
import
import
import
import
import
import

org.apache.spark.ml.Pipeline
org.apache.spark.ml.feature.PCA
org.apache.spark.sql.SparkSession
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms.KMeansSageMakerEstimator

val spark = SparkSession.builder.getOrCreate
// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
val trainingData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")
// substitute your SageMaker IAM role here
val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"
val pcaEstimator = new PCA()
.setInputCol("features")
.setOutputCol("projectedFeatures")
.setK(50)
val kMeansSageMakerEstimator = new KMeansSageMakerEstimator(
sagemakerRole = IAMRole(integTestingRole),
requestRowSerializer =
new ProtobufRequestRowSerializer(featuresColumnName = "projectedFeatures"),
trainingSparkDataFormatOptions = Map("featuresColumnName" -> "projectedFeatures"),
trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
trainingInstanceCount = 1,
endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
endpointInitialInstanceCount = 1)
.setK(10).setFeatureDim(50)
val pipeline = new Pipeline().setStages(Array(pcaEstimator, kMeansSageMakerEstimator))
// train
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val pipelineModel = pipeline.fit(trainingData)
val transformedData = pipelineModel.transform(testData)
transformedData.show()

trainingSparkDataFormatOptions パラメータは、モデルのトレーニングを行うため
に、"projectedFeatures" 列をプロトコルバッファーにシリアル化するように Spark を構成します。さら
に、Spark はデフォルトで "label" 列をプロトコルバッファーにシリアル化します。
"projectedFeatures" 列を使用して推論を作成するため、その列名を ProtobufRequestRowSerializer
に渡します。
次の例は変換された DataFrame を示します。
+-----+--------------------+--------------------+-------------------+---------------+
|label|
features|
projectedFeatures|distance_to_cluster|closest_cluster|
+-----+--------------------+--------------------+-------------------+---------------+
| 5.0|(784,[152,153,154...|[880.731433034386...|
1500.470703125|
0.0|
| 0.0|(784,[127,128,129...|[1768.51722024166...|
1142.18359375|
4.0|
| 4.0|(784,[160,161,162...|[704.949236329314...| 1386.246826171875|
9.0|
| 1.0|(784,[158,159,160...|[-42.328192193771...| 1277.0736083984375|
5.0|
| 9.0|(784,[208,209,210...|[374.043902028333...|
1211.00927734375|
3.0|
| 2.0|(784,[155,156,157...|[941.267714528850...| 1496.157958984375|
8.0|
| 1.0|(784,[124,125,126...|[30.2848596410594...| 1327.6766357421875|
5.0|
| 3.0|(784,[151,152,153...|[1270.14374062052...| 1570.7674560546875|
0.0|
| 1.0|(784,[152,153,154...|[-112.10792566485...|
1037.568359375|
5.0|
| 4.0|(784,[134,135,161...|[452.068280676606...| 1165.1236572265625|
3.0|
| 3.0|(784,[123,124,125...|[610.596447285397...| 1325.953369140625|
7.0|
| 5.0|(784,[216,217,218...|[142.959601818422...| 1353.4930419921875|
5.0|
| 3.0|(784,[143,144,145...|[1036.71862533658...| 1460.4315185546875|
7.0|
| 6.0|(784,[72,73,74,99...|[996.740157435754...| 1159.8631591796875|
2.0|
| 1.0|(784,[151,152,153...|[-107.26076167417...|
960.963623046875|
5.0|
| 7.0|(784,[211,212,213...|[619.771820430940...|
1245.13623046875|
6.0|
| 2.0|(784,[151,152,153...|[850.152101817161...| 1304.437744140625|
8.0|
| 8.0|(784,[159,160,161...|[370.041887230547...| 1192.4781494140625|
0.0|
| 6.0|(784,[100,101,102...|[546.674328209335...|
1277.0908203125|
2.0|
| 9.0|(784,[209,210,211...|[-29.259112927426...| 1245.8182373046875|
6.0|
+-----+--------------------+--------------------+-------------------+---------------+

SDK の例 Amazon を使用する SageMaker Apache Spark と
以下のリストは、利用可能なサンプルのサブセットです。その他のサンプルについては、サンプルウェブ
サイトを参照してください。
• sagemaker-spark: SageMaker 用の Spark ライブラリ
• SageMaker PySpark K-Means クラスタリング MNIST
• Apache Spark と SageMaker Processing を使用した分散型データ処理

Note
ノートブックをノートブックインスタンスで実行する場合は、「サンプルノートブッ
ク (p. 208)」を参照してください。Studio でノートブックを実行する場合は、「Amazon を作成
する、または開く SageMaker Studio ノートブック (p. 110)」を参照してください。

Amazon SageMaker で Chainer を使う
カスタム Chainer コードを使いながら、SageMaker を使用してモデルをトレーニング、デプロイできま
す。SageMaker Python SDK の Chainer 推定器とモデル、および SageMaker オープンソースの Chainer
コンテナを使うと、SageMaker での Chainer スクリプトの作成と実行がより簡単になります。
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何をしたいですか?
SageMaker で、カスタム Chainer モデルをトレーニングしたい。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、Amazon SageMaker サンプル GitHub リポジトリにあ
る Chainer のサンプルノートブックを参照してください。
ドキュメントについては、「Chainer によるモデルのトレーニング」を参照してください。
SageMaker でトレーニングした Chainer モデルがあり、それをホスト済みのエンドポイントにデプロイし
たい。
詳細については、「Chainer モデルをデプロイする」を参照してください。
SageMaker の外部でトレーニングした Chainer モデルがあり、それを SageMaker エンドポイントにデプ
ロイしたい。
詳細については、「モデルデータからエンドポイントをデプロイする」を参照してください。
Amazon SageMaker Python SDK の Chainer クラスの API ドキュメントを見たい。
詳細については、「Chainer クラス」を参照してください。
SageMaker Chainer コンテナに関する情報を見つけたい。
詳細については、SageMaker Chainer コンテナの GitHub リポジトリを参照してください。
サポートされている Chainer のバージョンと、SageMaker での Chainer トレーニングスクリプトの書き方
と Chainer 推定器およびモデルの使い方に関する一般的な情報については、「SageMaker Python SDK で
Chainer を使用する」を参照してください。

Amazon SageMaker で Hugging Face を使う
Amazon SageMaker では、SageMaker で自然言語処理 (NLP) 用のHugging Face モデルを使ってトレー
ニング、微調整、推論の実行ができます。Hugging Face はトレーニングと推論の両方に使用できま
す。Hugging Face AWS Deep Learning Containers の開発を通してこの機能を利用できます。これらのコ
ンテナには、Hugging Face Transformers、Tokenizers、データセットライブラリが含まれ、これらのリ
ソースをトレーニングや推論のジョブに使用できます。使用可能な Deep Learning Containers イメージ
のリストについては、「使用可能な Deep Learning Containers イメージ」を参照してください。これら
の Deep Learning Containers イメージは保守されており、セキュリティパッチで定期的に更新されていま
す。
SageMaker Python SDK で Hugging Face Deep Learning Containers をトレーニングに使うには、
「Hugging Face SageMaker 推定器」を参照してください。Hugging Face 推定器を使うと、Hugging
Face モデルを他の SageMaker 推定器と同じように使用できます。ただし、SageMaker Python SDK
の使用は任意です。また、AWS CLI と AWS SDK for Python (Boto3) で Hugging Face Deep Learning
Containers の使用をオーケストレートできます。
Hugging Face とその中で利用可能なモデルの詳細については、Hugging Face のドキュメントを参照して
ください。

トレーニング
トレーニングを実行するには、Hugging Face で利用可能な何千ものモデルのいずれかを使用でき、追加
のトレーニングをすることで特定のユースケースに合わせて微調整できます。SageMaker では、標準のト
レーニングを使用するか、SageMaker データの分散トレーニングとモデルの並列トレーニングを活用でき
ます。「トレーニングメトリクスを定義する (SageMaker Python SDK)」にあるように、カスタムコード
を使う他の SageMaker トレーニングジョブと同様に、SageMaker Python SDK にメトリクス定義を渡す
ことで、独自のメトリクスをキャプチャできます。キャプチャされたメトリクスには、CloudWatch を介
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して、また、TrainingJobAnalytics メソッドを介して Pandas DataFrame としてアクセスできます。モデ
ルのトレーニングと微調整が完了したら、そのモデルを他のモデルと同様に使って推論ジョブを実行でき
ます。

Hugging Face 推定器でトレーニングを実行する方法
SageMaker Python SDK を使って、トレーニングジョブ用のHugging Face 推定器を実装できま
す。SageMaker Python SDK は、SageMaker で機械学習モデルをトレーニングおよびデプロイするための
オープンソースライブラリです。Hugging Face 推定器の詳細については、SageMaker Python SDK のド
キュメントを参照してください。
SageMaker Python SDK を使うと、次の環境で Hugging Face 推定器を使って、トレーニングジョブを実
行できます。
• SageMaker Studio: Amazon SageMaker Studio は、機械学習 (ML) 向けの最初の完全な統合開発環境
(IDE) です。SageMaker Studio には 1 つのウェブベースのビジュアルインターフェイスが用意されて
おり、モデルの準備、構築、トレーニング、チューニング、デプロイ、管理に必要なすべての機械学
習開発ステップを実行できます。Studio で Jupyter ノートブックを使う方法については、「Amazon
SageMaker Studio ノートブックを使用する」を参照してください。
• SageMaker ノートブックインスタンス: Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、Jupyter
ノートブックアプリを実行する機械学習 (ML) コンピューティングインスタンスです。このアプリを使う
と、ノートブックインスタンスで Jupyter ノートブックを実行して、データの準備と処理、モデルのト
レーニング用コードの作成、SageMaker ホスティングへのモデルのデプロイができます。また、デバッ
ガー、モデルモニタリング、ウェブベースの IDE などの SageMaker Studio の機能を使わずに、モデル
をテスト、検証できます。
• ローカルですることもできます。に接続している場合AWS適切な SageMaker 権限を持つ場合
は、SageMaker の Python SDK をローカルで使用して SageMaker で Hugging Face のリモートトレー
ニングジョブと推論ジョブを起動できます。AWS。これは、ローカルマシンだけでなく、SageMaker
Python SDK が接続され、適切な許可が付与されている他の AWS サービスでも同様に機能します。

推論
推論では、トレーニング済みの Hugging Face モデルまたは事前トレーニング済みの Hugging Face モデル
のいずれかを使って、SageMaker に推論ジョブをデプロイできます。この組み合わせにおいて、トレーニ
ング済みのモデルと事前トレーニング済みのモデルの両方を、SageMaker にデプロイするのに必要なコー
ドは 1 行だけです。カスタムの推論コードを書かずに推論ジョブを実行することもできます。カスタムの
推論コードを使うと、独自の Python スクリプトを提供することで、推論ロジックをカスタマイズできま
す。

Hugging Face Deep Learning Containers を使って推論ジョブをデプロイする方法
SageMaker での推論の実行にはオプションが 2 つあります。トレーニング済みのモデルを使った推論の実
行、または事前トレーニング済み Hugging Face モデルのデプロイが可能です。
• トレーニング済みのモデルで推論を実行します。独自のトレーニング済みモデルで推論を実行するに
は、2 つのオプションがあります。既存の Hugging Face モデルを使い SageMaker Hugging Face Deep
Learning Containers でトレーニングしたモデルで推論を実行するか、または独自の既存の Hugging
Face モデルを持ち込み、SageMaker を使ってそれをデプロイできます。SageMaker Hugging Face 推
定器を使ってトレーニングしたモデルで推論を実行する場合、トレーニングが完了した直後にモデルを
デプロイするか、トレーニング済みのモデルを Amazon S3 バケットにアップロードし、その後、推論
を実行するときに取り込みます。「推論のために Hugging Face Transformers をデプロイする」の例に
あるように、独自の既存の Hugging Face モデルを持ち込む場合、トレーニング済みモデルを Amazon
S3 バケットにアップロードし、推論の実行時にそのバケットを取り込む必要があります。
• 事前トレーニングされた huggingFace モデルで推論を実行します。数千におよぶ事前トレーニング済み
のHugging Faceモデルの1つを使用して、追加のトレーニングなしで推論ジョブを実行できます。「推
論のために、事前トレーニング済みの Hugging Face Transformers をデプロイする」の例にあるよう
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に、推論を実行するには、Hugging Face モデルのリストから事前トレーニング済みのモデルを選択しま
す。

何をしたいですか?
以下に示す Hugging Face ノートブックリポジトリ内の Jupyter ノートブックは、さまざまなユースケース
で SageMaker で Hugging Face Deep Learning Containers を使う方法を示しています。
PyTorch を使う SageMaker で、Hugging Face を使ってテキスト分類モデルをトレーニングし、デプロイ
したい。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「PyTorch の入門用デモ」を参照してください。
TensorFlow を使う SageMaker で、Hugging Face を使ってテキスト分類モデルをトレーニングし、デプ
ロイしたい。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「TensorFlow の入門用サンプル」を参照してくださ
い。
Hugging Face と SageMaker Distributed を使って、データ並列処理を使った分散トレーニングを実行した
い。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「分散トレーニングのサンプル」を参照してくださ
い。
Hugging Face と SageMaker Distributed を使って、モデル並列処理を使った分散トレーニングを実行した
い。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「モデル並列処理のサンプル」を参照してください。
SageMaker でHugging Face を使ったモデルのトレーニングとデプロイにスポットインスタンスを使いた
い。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「スポットインスタンスのサンプル」を参照してくだ
さい。
SageMaker で Hugging Face を使ってテキスト分類モデルをトレーニングするときに、カスタムメトリク
スをキャプチャして SageMaker のチェックポイント機能を使用したい。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「カスタムメトリクスを使ったトレーニングのサンプ
ル」を参照してください。
SageMaker で Hugging Face を使って分散型 TensorFlow 質問応答モデルをトレーニングしたい。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「分散型 TensorFlow トレーニングのサンプル」を参照
してください。
SageMaker で Hugging Face を使って分散型要約モデルをトレーニングしたい。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「分散型要約トレーニングのサンプル」を参照してく
ださい。
SageMaker で Hugging Face を使ってイメージ分類モデルをトレーニングしたい。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「Vision Transformer トレーニングのサンプル」を参照
してください。
SageMaker に自分のトレーニング済み Hugging Face モデルをデプロイしたい。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「推論のために Hugging Face Transformers をデプロ
イする」の例を参照してください。
SageMaker に事前トレーニング済みの Hugging Face モデルをデプロイしたい。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、「推論のために、事前トレーニング済みの Hugging
Face Transformers をデプロイする」の例を参照してください。
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使用アイテム PyTorch アマゾンと SageMaker
アマゾンを使える SageMaker Custom を使用してモデルをトレーニング、デプロイ PyTorch コード。SageMaker Python PyTorch 推定器とモデルと SageMaker オープンソース PyTorch コンテナは書くこと
を作る PyTorch スクリプトと実行 SageMaker 簡単に。

何をしたいですか?
カスタムトレーニングしたい PyTorch MODEL SageMaker。
Jupyter ノートブックのサンプルについては、PyTorch サンプルノートブックアマゾンで SageMaker
例 GitHubrepository
ドキュメントについては、モデルをトレーニングする PyTorch。
I PyTorch 私がトレーニングしたモデル SageMaker、それをホスト済みのエンドポイントにデプロイした
い。
詳細については、次を参照してください。デプロイ PyTorch モデル。
I PyTorch 外でトレーニングしたモデル SageMaker、そしてそれをaにデプロイしたい SageMaker エンド
ポイント
詳細については、「モデルデータからエンドポイントをデプロイする」を参照してください。
の API ドキュメントを見たいアマゾン SageMaker Python PyTorchクラス。
詳細については、次を参照してください。PyTorch クラス。
I want to find the SageMaker PyTorch コンテナリポジトリ。
詳細については、次を参照してください。SageMaker PyTorch コンテナ GitHub 倉庫。
に関する情報を見つけたい PyTorch サポートされるバージョンAWSDeep Learning Containers
詳細については、「使用可能な Deep Learning Containers イメージ」を参照してください。
ライティングの一般情報について PyTorch トレーニングスクリプトと使用 PyTorch推定器とモデル
SageMaker, see を使用する PyTorch と SageMaker Python。

R ユーザーガイド SageMaker
このドキュメントでは、Amazonを活用する方法について説明します。 SageMakerR を使用する機能この
ガイドでは紹介します SageMakerの組み込みの R カーネル、R でのの開始方法 SageMakerそして最後に
ノートブックの例をいくつか挙げました。
この例は、初級、中級、上級の 3 つのレベルで構成されています。彼らは以下から始まりますR でのの開
始 SageMaker、「」に進んでください end-to-end R での機械学習 SageMakerそして、次のようなより高
度なトピックで終了します SageMakerR スクリプトと Bring-Your-Own (BYO) R アルゴリズムによる処理
SageMaker。
独自のカスタム R イメージを Studio に持ち込む方法については、「Bring Yourwn SageMaker 画
像 (p. 131)」を参照してください。同様のブログ記事については、Amazon に独自のR 環境を導入する
SageMaker スタジオ。

RSSupport dio SageMaker
アマゾン SageMaker Amazon と統合されたフルマネージド開発環境 (IDE) として RStudio をサポー
トします SageMaker ドメイン RStudio 統合を使用すると、ドメインで RStudio 環境を起動できま
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す。 SageMaker リソースの料金を見積もることができます。詳細については、「RStudio on Amazon
SageMaker (p. 160)」を参照してください。

R カーネルPython SageMaker
SageMaker ノートブックインスタンスは、プリインストールされた R カーネルを使って R をサポートし
ます。また、R カーネルには reticulate カーネルには reticulate (R から Python Python Python) へのイン
ターフェイス SageMaker R スクリプト内からの Python SDK。
• 網状ライブラリ: に R インターフェイスを提供しますアマゾン SageMaker Python。reticulate パッケー
ジは、R と Python オブジェクトの間で変換されます。

R を使い始める SageMaker
• t2.medium インスタンスタイプとデフォルトのストレージサイズを使用してノートブックインスタン
スを作成します。より高度なサンプルのためにインスタンスを引き続き使用する場合、または後で大き
なインスタンスを作成する場合は、より高速なインスタンスとより多くのストレージを選択できます。
• ノートブックのステータスが [サービス中] になるまで待ってから、[Jupyter を開く] をクリックします。

• 利用可能な環境のリストの R カーネルを使用して、新しいノートブックを作成します。

• 新しいノートブックを作成すると、ノートブック環境の右上隅に R ロゴが表示され、そのロゴの下に
カーネルとして R が表示されます。This indicates that SageMaker このノートブックの R カーネルを正
常に起動しました。
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• Jupyterノートブックにいる場合、[カーネル] メニューを使用し、[カーネルの変更] オプションから R を
選択することもできます。

サンプルノートブック
前提条件
R でのの開始方法 SageMaker: このサンプルノートブックでは、Amazon を使用して R スクリプトを開発
する方法を説明します。 SageMakerの R カーネル。このノートブックでは、 SageMaker 環境と権限、ダ
ウンロードアワビデータセットからのUCI Machine Learning リポジトリで、データの基本的な処理と視覚
化を行い、データを.csv 形式で S3 に保存します。
初級レベル
SageMakerR カーネルを使ったBatch 変換: このサンプルノートブックでは、以下を使用してバッチ変換
ジョブを実行する方法を説明しています SageMakerのトランスフォーマー API とXGBoost アルゴリズ
ム。 ノートブックではAbaloneデータセットも使用しています。
中級レベル
R における XGBoost のハイパーパラメータ最適化: このサンプルノートブックは、Abaloneデータセット
とXGBoostを使用する以前の初心者向けノートブックを拡張したものです。ハイパーパラメータの最適
化を使ってモデルをチューニングする方法が説明されています。また、バッチ予測にバッチ変換を使う方
法と、リアルタイム予測を行うモデルエンドポイントを作成する方法についても学習します。
アマゾン SageMaker R: SageMaker処理モデル評価ワークロードの前処理、後処理、実行ができます。こ
の例では、R スクリプトを作成して、処理ジョブをオーケストレーションする方法を示します。
上級レベル
独自の R アルゴリズムのトレーニングと導入 SageMaker:すでにRアルゴリズムがあって、それを導入し
たいですか SageMaker チューニング、トレーニング、またはデプロイするには？ この例では、R-Origin
モデルで推論するためにホストされるエンドポイントの使用まで、カスタム R パッケージを使用して
SageMaker コンテナをカスタマイズする方法について順を追って説明します。

Amazon で Scikit-learn を使う SageMaker
アマゾンを使える SageMaker Scikit-learn のカスタムコードを使いながら、Scikit-learn のメソッド SageMaker Python SDK Scikit-推定器とモデルと SageMaker オープンソースの Scikit-learn コンテナを使
うと、Scikit-learn スクリプトを書いて実行する SageMaker 簡単に。
要件
Scikit-learn 1.0 には次の依存関係があります。
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依存関係

最小バージョン

Python

3.7

NumPy

1.14.6

SciPy

1.1.0

joblib

0.11

threadpoolctl

2.0.0

- SageMaker Scikit-Learn コンテナは以下の Scikit-Learn バージョンをサポートしています。
Scikit-learn バージョンのサポート

Python

1.0-1

3.7

0.23-1

3.6

0.20.0

2.7 または 3.4

Scikit-learn トレーニングスクリプトの記述や、Scikit-learn 推定器とモデルの使用に関する一般情報につい
ては SageMaker, see でのScikit-learn の使用 SageMaker Python。

何をしたいですか?
Note
を実行するには Matplotlib v2.2.3 以降が必要です SageMaker Scikit-learn サンプルノートブック
SageMaker でのデータ処理、フィーチャエンジニアリング、モデル評価のために Scikit-learn を使用した
い。
Jupyter ノートブックのサンプルについては、https://github.com/awslabs/amazon-sagemakerexamples/tree/master/sagemaker_processing/scikit_learn_data_processing_and_model_evaluation。
ドキュメントについては、「ReadTheDocs」を参照してください。
SageMaker で、カスタムの Scikit-learn モデルをトレーニングしたいと思います。
Jupyter ノートブックのサンプルについては、https://github.com/awslabs/amazon-sagemakerexamples/ツリー/マスター/sagemaker-python-sdk/scikit_learn_iris。
ドキュメントについては、「Scikit-learn によるモデルのトレーニング」を参照してください。
トレーニングした Scikit-learn モデルがあります SageMaker、それをホスト済みのエンドポイントにデプ
ロイしたい。
詳細については、「Scikit-learn モデルをデプロイする」を参照してください。
外部でトレーニングした Scikit-learn モデルがあります SageMaker、そしてそれをaにデプロイしたい
SageMakerエンドポイント
詳細については、「モデルデータからエンドポイントをデプロイする」を参照してください。
の API ドキュメントを見たいアマゾン SageMaker PythonScikit-learn クラス
詳細については、「Scikit-learn クラス」を参照してください。
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に関する情報を見たい SageMaker Scikit-learn コンテナコンテナ
詳細については、次を参照してください。SageMaker Scikit-learn コンテナ GitHub 倉庫。

Amazon で SparkML Serving を使う SageMaker
-アマゾン SageMaker SDKSparkML サービングモデルとプレディクター、そしてアマゾン SageMaker
オープンソース SparkML パイプラインの、MLeap でシリアライズされた Apache Spark ML パイプライン
の Apache Spark ML パイプラインのデプロイをサポートします SageMaker 推論を得るために。
SparkML Serving コンテナを使って、モデルをデプロイする方法については SageMaker... を参照してくだ
さいSageMaker Spark ML コンテナ GitHub 倉庫。についての情報アマゾン SageMaker SDKSparkML サー
ビングモデルとプレディクターについては、SparkML サービングモデルとプレディクター API ドキュメン
ト。

使用アイテム TensorFlow アマゾンと SageMaker
アマゾンを使える SageMaker Custom を使用してモデルをトレーニング、デプロイ TensorFlow コード。SageMaker Python TensorFlow 推定器とモデルと SageMaker オープンソース TensorFlow コンテナは書
くことを作る TensorFlow スクリプトと実行 SageMaker 簡単に。

使用アイテム TensorFlow バージョン 1.11
にとって TensorFlow バージョン 1.11 以降では、アマゾン SageMaker Pythonスクリプトモードのトレー
ニングスクリプトをサポートします。

何をしたいですか?
カスタムトレーニングしたい TensorFlow MODEL SageMaker。
Jupyter ノートブックのサンプルについては、TensorFlow スクリプトモードのトレーニングとサービ
ング。
ドキュメントについては、モデルをトレーニングする TensorFlow。
I TensorFlow 私がトレーニングしたモデル SageMaker、それをホスト済みのエンドポイントにデプロイし
たい。
詳細については、次を参照してください。デプロイ TensorFlow キッチン用モデル。
I TensorFlow 外でトレーニングしたモデル SageMaker、そしてそれをaにデプロイしたい SageMaker エ
ンドポイント
詳細については、「モデルアーティファクトから直接デプロイする」を参照してください。
の API ドキュメントを見たいアマゾン SageMaker Python TensorFlowクラス。
詳細については、次を参照してください。TensorFlow 見積り。
I want to find the SageMaker TensorFlow コンテナリポジトリ。
詳細については、次を参照してください。SageMaker TensorFlow コンテナ GitHub 倉庫。
に関する情報を見つけたい TensorFlow サポートされるバージョンAWSDeep Learning Containers。
詳細については、「使用可能な Deep Learning Containers イメージ」を参照してください。
ライティングの一般情報について TensorFlow スクリプトモードのトレーニングスクリプトと使用
TensorFlow スクリプトモードの推定器とモデル SageMaker, see を使用する TensorFlow と SageMaker
Python。
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使用アイテム TensorFlow バージョン 1.11 以前のレガシーモー
ド
-アマゾン SageMaker Pythonサポートするレガシーモードを提供します TensorFlow バージョン 1.11
以前。レガシーモードを使用する TensorFlow 実行するトレーニングスクリプト TensorFlow jobs in
SageMakerもし:
• スクリプトモードに変換することを望まない既存のモードスクリプトがあります。
• 使いたい TensorFlow 1.11 より前のバージョン。
レガシーモードの記述について TensorFlow で使用するスクリプト SageMakerPythonTensorFlow
SageMaker 推定器とモデル。

Amazon で Triton Inference Server を使う SageMaker
SageMaker NVIDIA Triton Inference Server でカスタムコードを使ってモデルをデプロイできます。Triton
Inference Server コンテナの開発を通してこの機能を利用できます。これらのコンテナには、NVIDIA
Triton Inference Server、一般的な機械学習フレームワークのサポート、パフォーマンスを最適化できる
便利な環境変数が含まれています SageMaker。使用可能な Deep Learning Containers イメージの完全
なリストについては、「使用可能な Deep Learning Containers イメージ」を参照してください。Deep
Learning Containers イメージは保守されており、セキュリティパッチで定期的に更新されています。
Triton推論サーバーコンテナは以下で使用できます SageMaker Python SDK は、他のコンテナと同じよう
にします SageMaker MODEL。ただし、 SageMaker Python SDK は任意です。Triton Inference Server コ
ンテナは AWS CLI と AWS SDK for Python (Boto3) でも使用できます。
NVIDIA Triton Inference Server の詳細については、Triton ドキュメントを参照してください。

推論
Note
Triton Pythonバックエンドは、共有メモリ (SHMEM) を使用してコードをTritonに接続します。
SageMaker 推論では、インスタンスメモリの最大半分を SHMEM として提供するため、メモリの
多いインスタンスを使用して SHMEM サイズを大きくすることができます。
推論については、Triton Inference Server でトレーニングされた機械学習モデルを使って、 SageMaker。
Triton Inference Server コンテナの主な機能は次のとおりです。
• 複数のフレームワークのSupport: Triton は、すべての主要な機械学習フレームワークからのモデルのデ
プロイに使用できます。Triton サポート TensorFlow GraphDef そして SavedModel、ONNX、 PyTorch
TorchScript、TensorRT、カスタムの Python/C++ のモデル形式。
• モデルパイプライン: Triton のモデルアンサンブルは、事前/事後処理ロジックと、それらの間の入力お
よび出力テンソルの接続を持つ、1 モデルからなるパイプラインを意味します。アンサンブルが 1 件の
推論リクエストを受け取ると、パイプライン全体の実行がトリガーされます。
• モデルの同時実行: 同じモデルの複数のインスタンスを、同じ GPU または複数の GPU で同時に実行で
きます。
• 動的バッチ処理: Triton には複数の組み込みスケジューリングアルゴリズムとバッチ処理アルゴリズムが
あり、バッチ処理をサポートするモデルでは、個々の推論リクエストをまとめて、推論スループットを
向上させます。これらのスケジューリングおよびバッチ処理の決定は、推論をリクエストするクライア
ントには透過的です。
• さまざまな CPU と GPU のサポート: モデルは CPU または GPU で実行できるようになっています。
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何をしたいですか?
訓練された自分のデプロイ PyTorch MODEL IN SageMaker。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、デプロイする PyTorch Resnet50モデルとトリトン推論
サーバーの例。
トレーニング済み Hugging Face モデルをデプロイしたい SageMaker。
サンプルの Jupyter ノートブックについては、デプロイする PyTorch BERT モデルと Triton 推論サー
バーの例。

サポートされているリージョンおよびクォータ
向けのAWSAmazon でサポートされるリージョン SageMaker と、各リージョンで使用可能な Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスタイプについては、を参照してください。アマゾン
SageMaker 料金。
のリストについては SageMaker 各リージョンのサービスエンドポイント、を参照してくださいアマゾン
SageMaker エンドポイントとクォータ()AWS全般のリファレンス。
アマゾン SageMaker パイプラインはすべてで使用可能にAWSでサポートされている地域AWSを除いて
AWS GovCloud (US) リージョン。 SageMaker プロジェクトは以下でご覧いただけますAWSどこの地域
CodePipeline は利用可能に。の詳細については CodePipeline 利用可能なリージョンAWS地域サービスリ
スト。
以下に SageMaker アジアパシフィック (大阪) リージョンでは、次の機能は使えません。
• アマゾン SageMaker Autopilot
• Clarify
• SageMaker Edge Manager
• Ground Truth
• アマゾン SageMaker 推論レコメンダー
• アマゾン SageMaker モデルモニター
• 強化学習
• RStudio on Amazon SageMaker

クォータ
-Service Quotas コンソールサービスクォータについての情報を提供します。Service Quotas コンソールを
使用して、デフォルトのサービスクォータを表示したり、クォータの引き上げをリクエストしたりするこ
とができます。調整可能なクォータのクォータの引き上げをリクエストするには、クォータ引き上げをリ
クエストする。
自分用のクォータリクエストテンプレートを設定できますAWSアカウント作成時に自動的にクォータの
増額をリクエストする組織。詳細については、次を参照してください。Service Quotas リクエストテンプ
レートの使用。
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Amazon SageMaker の使用を開始す
る
Amazon SageMaker を使用するには、AWS アカウントにサインアップし、Amazon SageMaker の前提条
件を設定する (p. 33)の手順に従って IAM 管理者のユーザーを作成しておく必要があります。
Amazon SageMaker Studio Lab には AWS アカウントまたは IAM との統合は必要ありません。
これらの作業が終わったら、自分のユースケースに応じて、次のいずれかのトピックに進みます。
• Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35): Amazon SageMaker で Amazon SageMaker
Studio と RStudio にアクセスするためのドメインを作成します。ドメインの詳細については、「アマゾ
ン SageMaker 機械学習環境 (p. 92)」を参照してください。
• SageMaker JumpStart (p. 46): SageMaker JumpStart を使用しながら、デプロイ可能な厳選された 1
クリックソリューション、サンプルノートブック、事前トレーニング済みモデルを通じて SageMaker
の機能について学習します。Amazon SageMaker Studio の機能である SageMaker JumpStart を使用す
るには、最初に Amazon SageMaker ドメインにオンボードする必要があります。
• Amazon SageMaker ノートブックインスタンスの使用を開始する (p. 73): SageMaker ノートブック
インスタンスを使用して機械学習 (ML) モデルをトレーニングしてデプロイします。SageMaker ノート
ブックインスタンスがあると、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で Jupyter サーバーを
起動し、事前設定されたカーネルを提供することによって、環境を作成できます。詳細については、
「Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)」を参照してください。
• ???: Amazon SageMaker Studio Lab での作業を開始します。Studio Lab は無料のサービスであ
り、AWS アカウントがなくても、オープンソースの JupyterLab をベースにした環境内の AWS コン
ピューティングリソースにアクセスできるようになります。
トピック
• Amazon SageMaker の前提条件を設定する (p. 33)
• Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)
• SageMaker JumpStart (p. 46)
• Amazon SageMaker ノートブックインスタンスの使用を開始する (p. 73)

Amazon SageMaker の前提条件を設定する
このセクションでは、AWS アカウントにサインアップして AWS Identity and Access Management (IAM)
管理者ユーザーを作成します。
SageMaker を初めて利用する場合、Amazon の情報 SageMaker WORK (p. 4)を一読することをお勧めし
ます。
トピック
• AWS アカウントを作成する (p. 33)
• IAM 管理者ユーザーおよびグループを作成 (p. 34)

AWS アカウントを作成する
このセクションでは、AWS アカウントにサインアップします。すでに AWS アカウントをお持ちの場合
は、この手順をスキップしてください。

33

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
IAM 管理者ユーザーおよびグループを作成

アマゾン ウェブ サービス (AWS) にサインアップすると、AWS アカウントが、SageMaker を含む、AWS
内のすべてのサービスに自動的にサインアップされます。料金は、使用するサービスの料金のみが請求さ
れます。

AWS アカウントを作成する
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーには、AWS のサービスアカウントのすべてのサービスとリソースへのアクセス権がありま
す。セキュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルート
ユーザーのみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行します。

次のタスクで必要となるため、AWS アカウント ID を書き留めておきます。

IAM 管理者ユーザーおよびグループを作成
AWS アカウントを初めて作成するときは、アカウント内のすべての AWS のサービスとリソースに対し
て完全なアクセス権限を持つシングルサインイン ID を取得します。このアイデンティティは、AWS アカ
ウントのルートユーザーと呼ばれます。アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードで
AWS コンソールにサインインすると、アカウント内のすべての AWS リソースへのフルアクセスが許可さ
れます。
日常的なタスクには (それが管理タスクであっても)、ルートユーザーを使用しないよう強くお勧めしま
す。代わりに、個々の IAM ユーザーの作成に従います。これは、AWS Identity and Access Management
(IAM) 管理ユーザーです。その後、ルートユーザーの認証情報を安全な場所に保管し、それらを使用して
少数のアカウントおよびサービス管理タスクのみを実行します。

管理者ユーザーを作成する
1.

AWS アカウントで管理ユーザーを作成します。手順については、IAM ユーザーガイドの「最初の
IAM ユーザーと管理者グループの作成」を参照してください。

Note
このガイドの演習と手順で、管理ユーザーの認証情報を使用することを前提としています。
別の IAM ユーザーを作成して使用する場合、そのユーザーに最小限のアクセス権限を付与し
ます。詳細については、「アイデンティティを使用した認証 (p. 3266)」を参照してくださ
い。
2.

管理者ユーザーに AmazonSageMakerFullAccess ポリシー、および SageMaker ドメインの作成に必
要な以下のコンテンツを含むポリシーがあることを確認します。IAM ポリシーの作成の詳細について
は、「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
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},
{

}

]

}

]

"arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"servicecatalog:*"
],
"Resource": [
"*"
]

Amazon SageMaker ドメインにオンボードする
Amazon SageMaker ドメインは、関連付けられた Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュー
ム、承認されたユーザーのリスト、さまざまなセキュリティ、アプリケーション、ポリシー、 Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 設定で構成されます。Amazon SageMaker Studio、Amazon
SageMaker Studio ノートブック、 RStudio を使用するには、SageMaker コンソールを使用して Amazon
SageMaker ドメインのオンボーディングプロセスを完了させる必要があります。Amazon SageMaker ド
メインの詳細については、「アマゾン SageMaker 機械学習環境 (p. 92)」を参照してください。
オンボードするときに、認証方法として AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
(IAM Identity Center) または AWS Identity and Access Management (IAM) のいずれかを使用できま
す。IAM 認証を使う場合、[Quick setup] (クイックセットアップ) または [Standard setup] (標準セット
アップ) のいずれかの手順を選択できます。[Standard setup] (標準セットアップ) 手順を使用する場合
は、RStudio セットアップのみを使用できます。

Note
IAM 認証を使ってオンボードした後で IAM Identity Center 認証に切り替える場合は、作成した
ドメインを削除する必要があります。その後に、作成したすべてのノートブックとその他のユー
ザーデータを手動で再インポートする必要があります。詳細については、「Amazon SageMaker
ドメインを削除する (p. 44)」を参照してください。
Amazon SageMaker ドメインを作成する最も簡単な方法は、[Quick setup] (クイックセットアップ) 手順に
従うことです。[Quick setup] (クイックセットアップ) では、[Standard setup] (標準セットアップ) 手順と同
じデフォルト設定を使用します。例えば、共有可能なノートブックやパブリックインターネットアクセス
などの設定です。IAM Identity Center や RStudio を認証に使う場合など、より詳細な管理を行うには、標
準セットアップ手順を使用します。
IAM アイデンティティセンターを使用した認証
Amazon SageMaker Studio と RStudio で 認証を使うには、 組織にオンボードする必要があります。

Note
SSO 組織アカウントは、Amazon SageMaker Studio および RStudio と同じ リージョンにある必
要があります。
認証には、IAM 認証と比べて次のようなメリットがあります。
• Studio へのアクセスを許可されたメンバーは、Studio を直接開く一意のサインイン URL を持ち、各自
の SSO 認証情報でサインインします。IAM 認証を使う場合、SageMaker コンソールからサインインす
る必要があります。
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• 組織は、ドメインではなく、 のメンバーを管理します。複数のメンバーにドメインへのアクセスを同時
に割り当てることができます。IAM 認証を使う場合、ドメインのコントロールパネルでメンバーを 1 人
ずつ手動で追加および管理する必要があります。
トピック
• クイックセットアップを使用して Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 36)
• IAM を使用して Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 37)
• IAM を使用して Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 40)
• Choose a VPC (p. 43)
• Amazon SageMaker ドメインを削除する (p. 44)

クイックセットアップを使用して Amazon SageMaker
ドメインにオンボードする
このトピックでは、[Quick setup] (クイックセットアップ) 手順を使用して Amazon SageMaker ドメイン
にオンボードする方法について説明します。この手順では、AWS Identity and Access Management (IAM)
認証を使用します。標準の IAM 手順を使ってオンボードする方法については、「IAM を使用してオンボー
ドする (p. 40)」を参照してください。
現在、[Quick setup] (クイックセットアップ) 手順を使用するオンボーディングでは、RStudio はサポート
されていません。
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(IAM Identity Center) を使ってオンボードす
る方法については、「」を参照してくださいIAM Identity Center を使ってオンボードする (p. 37)。

[Quick setup] (クイックセットアップ) を使用してドメインにオンボードするには
1.

SageMaker コンソールを開きます。

2.

ページの左上にある [Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。

3.

[Setup SageMaker Domain] (SageMaker ドメインをセットアップ) ページで [Quick setup] (クイック
セットアップ) を選択します。

4.

[User profile] (ユーザープロファイル) の [Name] (名前) で、デフォルトの名前を使うか、新しい名前を
作成します。名前は最大 63 文字です。有効な文字は、A～Z、a～z、0～9、- (ハイフン) です。

5.

[Default execution role] (デフォルト実行ロール) で、ロールセレクターからオプションを選択します。
これは、Amazon SageMaker ドメインユーザープロファイルに割り当てられるデフォルトのロールで
す。
[Enter a custom IAM role ARN] (カスタム IAM ロールの ARN の入力) を選択する場合は、少なくと
も、ロールを引き受けるための SageMaker アクセス許可を付与する信頼ポリシーをロールにアタッ
チする必要があります。詳細については、「SageMaker ロール (p. 3302)」を参照してください。
[新しいロールの作成] を選択する場合は、[IAM ロールを作成する] ダイアログボックスが開きます。
• [指定する S3 バケット] で、ノートブックのユーザーがアクセスできる追加の S3 バケットを指定し
ます。アクセスできるバケットを追加しない場合は、[なし] を選択します。
• [ロールの作成] を選択します。SageMaker によって、AmazonSageMakerFullAccess ポリシーがア
タッチされた新しい IAM AmazonSageMaker-ExecutionPolicy ロールが作成されます。

6.

[Submit] (送信) を選択します。

7.

ポップアップウィンドウから、使用する Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) とサブネットを
選択します。
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8.

[Save and continue] を選択します。

Note
VPC を作成する必要があるというエラーメッセージが表示された場合は、「Choose a
VPC (p. 43)」を参照してください。
[ステータス] が [準備完了] になると、指定したユーザー名が有効になり、選択されます。[Add user]
(ユーザーを追加) ボタンと [Delete user] (ユーザーの削除) ボタン、 [Launch app] (アプリを起動) リン
クも有効になります。
9.

[Launch app] (アプリを起動) から、[Studio] を選択します。Amazon SageMaker Studio のロードペー
ジが表示されます。
Studio が開いたら、使用を開始できます。

これで、SageMaker Studio へのオンボードは完了です。以降の Studio へのアクセスには、次の手順を使
用します。

オンボード後に Studio にアクセスするには
1.

SageMaker コンソールを開きます。

2.

ページの左上にある [Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。

3.

[Control Panel] (コントロールパネル) で、ユーザー名を選択して [Launch app] (アプリを起動) を選択
します。[Studio] を選択します。

ユーザーを追加するには
1.

[Control Panel] (コントロールパネル) で、[Add user] (ユーザーの追加) を選択します。

2.

最初の手順「クイックセットアップを使用して Amazon SageMaker ドメインにオンボードするに
は」のステップ 4 とステップ 5 を繰り返します。

3.

[Submit] (送信) を選択します。

SageMaker Studio の使用の詳細については、「SageMaker スタジオ (p. 94)」を参照してください。

IAM を使用して Amazon SageMaker ドメインにオン
ボードする
このトピックでは、 認証を使用して Amazon SageMaker ドメインにオンボードする方法について説明
します。AWS Identity and Access Management (IAM) 認証を使ってオンボードする方法については、
「クイックセットアップを使用してオンボードする (p. 36)」または「IAM を使用してオンボードす
る (p. 40)」を参照してください。

IAM Identity Center を使用してドメインにオンボードするには
1.

SageMaker コンソールを開きます。

2.

ページの左上にある [Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。

3.

[Control Panel] (コントロールパネル) ページの [Choose setup method] (セットアップ方法を選択)
で、[Standard setup] (標準セットアップ) を選択します。

4.

[Configure] (設定) を選択します。

ステップ 1: 全般設定
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1.

[Authentication] (認証) は、LDAPを選択します。

2.

SageMaker ドメインと同じリージョンに アカウントがない場合は、処理を進める前に SageMaker ド
メインと同じリージョンに アカウントを作成する必要があります。新しい アカウントを作成せずに
オンボーディングを続行するには、 Identity and Access Management (IAM) 認証方法または [Quick
setup] (クイックセットアップ) 手順を選択します。この手順でも IAM を使用します。
ドメインで を使用するための設定については、「」を参照してください。

3.

[Permission] (アクセス許可) の [IAM role] (IAM ロール) で、ロールセレクターからオプションを選択し
ます。
[Enter a custom IAM role ARN] (カスタム IAM ロールの ARN の入力) を選択する場合は、少なくと
も、ロールを引き受けるための SageMaker アクセス許可を付与する信頼ポリシーをロールにアタッ
チする必要があります。詳細については、「SageMaker ロール (p. 3302)」を参照してください。
[新しいロールの作成] を選択する場合は、[IAM ロールを作成する] ダイアログボックスが開きます。

4.

a.

[指定する S3 バケット] で、ノートブックのユーザーがアクセスできる追加の S3 バケットを指定
します。アクセスできるバケットを追加しない場合は、[なし] を選択します。

b.

[ロールの作成] を選択します。SageMaker によって、AmazonSageMakerFullAccess ポリシーが
アタッチされた新しい IAM AmazonSageMaker-ExecutionPolicy ロールが作成されます。

[Network and storage] (ネットワークとストレージ) で、以下を指定します。
• VPC 情報 - 詳細については、「Choose a VPC (p. 43)」を参照してください。
• (オプション)[Encryption key] (暗号化キー) - SageMaker では Amazon Elastic File System (Amazon
EFS) および Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ファイルシステムの暗号化に AWS KMS
key が使用されます。デフォルトで、AWS マネージドキー が使用されます。カスタマー管理の
キーを使用するには、キー ID または Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。詳細について
は、「暗号化を使用して保管時のデータを保護する (p. 3260)」を参照してください。

Note
転送中の暗号化は Amazon SageMaker Studio でのみ利用できます。
5.

[Next] (次へ) を選択します。

ステップ 2: Studio の設定
1.

[Default JupyterLab version] (デフォルトの JupyterLab バージョン) で、ドロップダウンから
JupyterLab バージョンを選択し、ドメインのデフォルトとして使用します。JupyterLab バージョンを
選択する方法については、「JupyterLab バージョニング (p. 97)」を参照してください。

2.

[Notebook Sharing Configuration] (ノートブック共有の設定) で、ノートブック共有のデフォルト設定
をそのまま使用するか、オプションをカスタマイズします。

3.

[SageMaker Projects and JumpStart] (SageMaker プロジェクトと JumpStart) で、プロジェクト
と JumpStart のデフォルト設定をそのまま使用するか、管理者とユーザーがプロジェクトを作成
し、JumpStart を使用できるかどうかをカスタマイズします。詳細については、「プロジェクトを使
用するために必要な SageMaker Studio のアクセス許可 (p. 3042)」を参照してください。

4.

[Next (次へ)] を選択します。

ステップ 3: RStudio の設定
1.

[RStudio Workbench] で、RStudio ライセンスが自動検出されることを確認します。RStudio ライセン
スの取得と、SageMaker でのライセンスのアクティベーションの詳細については、「RStudio ライセ
ンス (p. 162)」を参照してください。

2.

RStudio サーバーを起動するインスタンスタイプを選択します。詳細については、
「RStudioServerPro インスタンスタイプ (p. 164)」を参照してください。
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3.

[Permission] (アクセス許可) で、ロールを作成するか、既存のロールを選択します。ロールに
は、次のアクセス許可ポリシーが必要です。このポリシーは、必要なリソースへのアクセスを
RStudioServerPro アプリに許可し、既存の RStudioServerPro アプリが Deleted または Failed ス
テータスのときに、RStudioServerPro アプリの自動起動を Amazon SageMaker に許可します。ロー
ルへのアクセス許可の付与の詳細については、「ロールのアクセス許可ポリシーの変更 (コンソー
ル)」 を参照してください。
{

}

4.

5.

6.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"license-manager:ExtendLicenseConsumption",
"license-manager:ListReceivedLicenses",
"license-manager:GetLicense",
"license-manager:CheckoutLicense",
"license-manager:CheckInLicense",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery",
"sagemaker:CreateApp"
],
"Resource": "*"
}
]

[RStudio Connect] で、RStudio Connect サーバーの URL を追加します。RStudio Connect は、Shiny
アプリケーション、R Markdown レポート、ダッシュボード、プロットなどのためのパブリッシング
プラットフォームです。SageMaker で RStudio にオンボードした場合は、RStudio Connect サーバー
は作成されません。詳細については、「RStudio Connect URL (p. 164)」を参照してください。
[RStudio Package Manager] (RStudio パッケージマネージャー) で、RStudio パッケージマネージャー
の URL を追加します。SageMaker では、RStudio にオンボードするときに、パッケージマネー
ジャーのデフォルトのパッケージリポジトリが作成されます。RStudio パッケージマネージャーの詳
細については、「RStudio Package Manager (p. 165)」を参照してください。
[Submit] (送信) を選択します。

オンボーディング後にドメインにアクセスするには
ドメインへのアクセス権が付与されると、パスワードの作成と アカウントのアクティベーションを促す
メールが送信されます。E メールには、ドメインにサインインするための URL も含まれています。サイ
ンインとセッション期間の詳細については、「ユーザーポータルへのサインイン方法」を参照してくださ
い。
アカウントをアクティベートしたら、ドメイン URL に移動してサインインし、ユーザープロファイルが作
成されるまで待ちます。その後のアクセスでは、Studio または RStudio アプリが読み込まれるのを待つだ
けになります。
URL をブックマークします。URL は、[Control Panel] (コントロールパネル) でも使用できます。
SageMaker Studio の使用の詳細については、「SageMaker スタジオ (p. 94)」を参照してください。
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RStudio の使用の詳細については、「RStudio on Amazon SageMaker (p. 160)」を参照してください。

Amazon SageMaker ドメインで使用する を設定する
IAM Identity Center で認証を使用するには、に所属している必要がありますAWS Organizations。に所属
していない場合はAWS Organizations、「チュートリアル:組織の作成と設定」の手順に従って作成できま
す。
組織とユーザーを作成したら、以下の手順に従って、その ユーザーの SageMaker Studio ユーザープロ
ファイルを作成できます。
1. Amazon SageMaker コンソールから: — Amazon SageMaker コンソールを使用して、 ユーザーのユー
ザープロファイルを作成します。 ユーザーを Studio にまだ関連付けていない場合は、自動的に関連付
けられます。
2. AWS CLI または AWS CloudFormation の使用 — Studio に割り当てられた AWS CLI ユーザー
は、SageMaker コンソール、、または を使用して Studio ユーザープロファイルを作成できます。
• IAM アイデンティティセンターのユーザー、またはそのユーザーを含む IAM アイデンティティセン
ターのグループを、最初に IAM アイデンティティセンターコンソールから Studio アプリケーション
に割り当てる必要があります。アプリケーションの割り当ての詳細については、「ユーザーにアクセ
ス権を割り当てる」を参照してください。
• その後、AWS CLI ユーザーのユーザプロファイルを または で作成できます。

Note
アクセス許可の管理を簡素化するために、 ユーザーを割り当てる代わりに グループを
SageMaker Studio アプリケーションに割り当てることをお勧めします。グループを使用すると、
複数のユーザーに一度にアクセス許可を付与または拒否できます。ユーザーは、必要に応じてグ
ループ外に移動することも、別のグループに移動することもできます。アプリケーションへのア
クセス権をユーザーに割り当てる場合、現在、 はネストされたグループにユーザーを追加する
ことをサポートしていません。ネストされたグループにユーザーを追加すると、サインイン時に
「アプリケーションがありません」というエラーメッセージが表示される場合があります。割り
当ては、ユーザーが直属しているグループに対して行う必要があります。
[Control Panel] (コントロールパネル) に戻り、 認証を使用してオンボーディングを続行します。

IAM を使用して Amazon SageMaker ドメインにオン
ボードする
このトピックでは、AWS Identity and Access Management (IAM) 認証による標準セットアップ手順を使っ
て Amazon SageMaker ドメインにオンボードする方法について説明します。IAM を使って手早くオン
ボードするには、「クイックセットアップを使用してオンボードする (p. 36)」を参照してください。
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(IAM Identity Center) を使ってオンボードす
る方法については、「」を参照してくださいIAM Identity Center を使ってオンボードする (p. 37)。

IAM を使用してドメインにオンボードするには
1.

SageMaker コンソールを開きます。

2.

ページの左上にある [Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。

3.

[Setup SageMaker Domain] (SageMaker ドメインをセットアップ) ページで [Standard setup] (標準
セットアップ) を選択します。

4.

[Configure] (設定) を選択します。
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ステップ 1: 全般設定
1.

[Authentication] (認証) で、[AWS Identity and Access Management (IAM)] を選択します。

2.

[Permission] (アクセス許可) の [IAM role] (IAM ロール) で、ロールセレクターからオプションを選択し
ます。
[Enter a custom IAM role ARN] (カスタム IAM ロールの ARN の入力) を選択する場合は、少なくと
も、ロールを引き受けるための SageMaker アクセス許可を付与する信頼ポリシーをロールにアタッ
チする必要があります。詳細については、「SageMaker ロール (p. 3302)」を参照してください。
[新しいロールの作成] を選択する場合は、[IAM ロールを作成する] ダイアログボックスが開きます。

3.

a.

[指定する S3 バケット] で、ノートブックのユーザーがアクセスできる追加の S3 バケットを指定
します。アクセスできるバケットを追加しない場合は、[なし] を選択します。

b.

[ロールの作成] を選択します。SageMaker によって、AmazonSageMakerFullAccess ポリシーが
アタッチされた新しい IAM AmazonSageMaker-ExecutionPolicy ロールが作成されます。

[Network and storage] (ネットワークとストレージ) で、以下を指定します。
• VPC 情報 - 詳細については、「Choose a VPC (p. 43)」を参照してください。
• (オプション)[Storage encryption key] (ストレージ暗号化キー) - SageMaker では Amazon Elastic
File System (Amazon EFS) および Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ファイルシステムの
暗号化に AWS KMS key が使用されます。デフォルトで、AWS マネージドキー が使用されます。
カスタマー管理のキーを使用するには、キー ID または Amazon リソースネーム (ARN) を入力しま
す。詳細については、「暗号化を使用して保管時のデータを保護する (p. 3260)」を参照してくださ
い。

Note
転送中の暗号化は Amazon SageMaker Studio でのみ利用できます。
4.

[Next] (次へ) を選択します。

ステップ 2: Studio の設定
1.

[Default JupyterLab version] (デフォルトの JupyterLab バージョン) で、ドロップダウンから
JupyterLab バージョンを選択し、ドメインのデフォルトとして使用します。JupyterLab バージョンを
選択する方法については、「JupyterLab バージョニング (p. 97)」を参照してください。

2.

[Notebook Sharing Configuration] (ノートブック共有の設定) で、ノートブック共有のデフォルト設定
をそのまま使用するか、オプションをカスタマイズします。

3.

[SageMaker Projects and JumpStart] (SageMaker プロジェクトと JumpStart) で、プロジェクト
と JumpStart のデフォルト設定をそのまま使用するか、管理者とユーザーがプロジェクトを作成
し、JumpStart を使用できるかどうかをカスタマイズします。詳細については、「プロジェクトを使
用するために必要な SageMaker Studio のアクセス許可 (p. 3042)」を参照してください。

4.

[Next (次へ)] を選択します。

ステップ 3: RStudio の設定
1.

[RStudio Workbench] で、RStudio ライセンスが自動検出されることを確認します。RStudio ライセン
スの取得と、SageMaker でのライセンスのアクティベーションの詳細については、「RStudio ライセ
ンス (p. 162)」を参照してください。

2.

RStudio サーバーを起動するインスタンスタイプを選択します。詳細については、
「RStudioServerPro インスタンスタイプ (p. 164)」を参照してください。

3.

[Permission] (アクセス許可) で、ロールを作成するか、既存のロールを選択します。ロールに
は、次のアクセス許可ポリシーが必要です。このポリシーは、必要なリソースへのアクセスを
RStudioServerPro アプリに許可し、既存の RStudioServerPro アプリが Deleted または Failed ス
テータスのときに、RStudioServerPro アプリの自動起動を Amazon SageMaker に許可します。ロー
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ルへのアクセス許可の付与の詳細については、「ロールのアクセス許可ポリシーの変更 (コンソー
ル)」 を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"license-manager:ExtendLicenseConsumption",
"license-manager:ListReceivedLicenses",
"license-manager:GetLicense",
"license-manager:CheckoutLicense",
"license-manager:CheckInLicense",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery",
"sagemaker:CreateApp"
],
"Resource": "*"
}
]

4.

[RStudio Connect] で、RStudio Connect サーバーの URL を追加します。RStudio Connect は、Shiny
アプリケーション、R Markdown レポート、ダッシュボード、プロットなどのためのパブリッシング
プラットフォームです。Amazon SageMaker で RStudio にオンボードした場合は、RStudio Connect
サーバーは作成されません。Connect を Amazon SageMaker で使用するには、EC2 インスタン
スに RStudio Connect サーバーを作成する必要があります。詳細については、「RStudio Connect
URL (p. 164)」を参照してください。

5.

[RStudio Package Manager] (RStudio パッケージマネージャー) で、RStudio パッケージマネージャー
の URL を追加します。SageMaker では、RStudio にオンボードするときに、パッケージマネー
ジャーのデフォルトのパッケージリポジトリが作成されます。RStudio パッケージマネージャーの詳
細については、「RStudio Package Manager (p. 165)」を参照してください。

6.

[Submit] (送信) を選択します。

これで、SageMaker ドメインへのオンボードは完了です。以降の Studio または RStudio へのアクセスに
は、次の手順を使用します。

オンボード後に SageMaker ドメインにアクセスする
1.

SageMaker コンソールを開きます。

2.

ページの左上にある [Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。

3.

[Control Panel] (コントロールパネル) で、ユーザー名を選択して [Launch app] (アプリを起動) を選択
します。[Studio] または [RStudio] を選択します。

SageMaker Studio の使用の詳細については、「SageMaker スタジオ (p. 94)」を参照してください。
RStudio の使用の詳細については、「RStudio on Amazon SageMaker (p. 160)」を参照してください。
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Choose a VPC
このトピックでは、Amazon SageMaker ドメインにオンボードする際の Amazon Virtual Private Cloud
(VPC) の選択について詳しく説明します。SageMaker ドメインへのオンボーディングの詳細については、
「Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)」を参照してください。
デフォルトでは、SageMaker ドメインでは 2 つの VPC が使用されます。1 つの VPC は Amazon
SageMaker によって管理され、直接インターネットアクセスを提供します。別に指定する VPC では、ド
メインと Amazon Elastic File System (EFS) ボリューム間で暗号化されたトラフィックが使用可能です。
この動作を変更すると、指定した VPC 経由で SageMaker がすべてのトラフィックを送信するように設定
できます。このオプションを選択するときは、サブネット、セキュリティグループ、インターフェイスエ
ンドポイントを提供する必要があります。これらは、SageMaker API および SageMaker ランタイムのほ
か、Studio や Studio ノートブックが使用する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や Amazon
CloudWatch などのさまざまな AWS サービスと通信する際に必要になります。
SageMaker ドメインにオンボードするときに、ネットワークアクセスタイプを [VPC only] (VPC のみ) に
設定して、SageMaker がすべてのトラフィックを VPC 経由で送信するように指定します。

VPC 情報を指定するには
次の手順で VPC エンティティ (VPC、サブネット、セキュリティグループ) を指定すると、現在の AWS
リージョンにあるエンティティの数に基づいて 3 つのオプションのいずれかが表示されます。それぞれの
動作は次のとおりです。
• エンティティが 1 つの場合 - SageMaker はそのエンティティを使用します。これを変更することはでき
ません。
• エンティティが複数ある場合 - ドロップダウンリストからエンティティを選択する必要があります。
• エンティティがない場合 - ドメインを使用するには、1 つ以上のエンティティを作成する必要がありま
す。[Create <entity>] (<エンティティ> を作成) を選択して、新しいブラウザタブで VPC コンソールを
開きます。エンティティを作成したら、ドメインの [Get started] (今すぐ始める) ページに戻り、オン
ボーディングプロセスを続行します。
この手順は、[Standard setup] (標準セットアップ) を選択したときの Amazon SageMaker ドメインのオン
ボーディングプロセスの一部です。VPC 情報は [Network] (ネットワーク) セクションで指定します。
1.

VPC を選択します。

2.

1 つ以上のサブネットを選択します。サブネットを選択しない場合、SageMaker では VPC 内のすべ
てのサブネットが使用されます。

3.

ネットワークのアクセスタイプを選択します。

4.

• Public internet only (パブリックインターネットのみ) - EFS 以外のトラフィックは、SageMaker
によって管理される VPC を経由し、インターネットアクセスを許可します。ドメインと Amazon
EFS ボリューム間のトラフィックは、指定された VPC を経由します。
• VPC only (VPC のみ) - すべての SageMaker トラフィックは、指定された VPC およびサブネットを
経由します。インターネットアクセスはデフォルトで無効になっています。
セキュリティグループを選択します。[Public internet only] (パブリックインターネットのみ) を選択し
た場合は、この手順は任意です。[VPC only] (VPC のみ) を選択した場合は、この手順は必須です。

Note
許可されているセキュリティグループの最大数については、「UserSettings」を参照してく
ださい。
[VPC only] (VPC のみ) モードでの VPC の要件については、「VPC 内の SageMaker Studio ノートブック
を外部リソースに接続する (p. 3399)」を参照してください。
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Amazon SageMaker ドメインを削除する
ドメインは、許可されたユーザー、構成の設定、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリューム
のリストで構成されます。これには、ノートブック、リソース、アーティファクトなどのユーザーのデー
タが含まれます。ユーザーは、ユーザーのノートブック、ターミナル、コンソールの読み取りと実行をサ
ポートする複数のアプリケーション (アプリ) を持つことができます。
ドメインは、次のいずれかを使用して削除できます。
• AWS コンソール
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• SageMaker SDK
以下のセクションでは、ドメインを削除するための要件と、ドメインの削除方法について説明します。
トピック
• 要件 (p. 44)
• EFS ファイル (p. 44)
• Amazon SageMaker ドメインを削除する (コンソール) (p. 45)
• Amazon SageMaker ドメインを削除する (CLI) (p. 45)

要件
ドメインを削除するには、以下の要件を満たす必要があります。
• ドメインを削除するには、管理者のアクセス許可が必要です。
• 削除できるのは、ステータスが InService (ドメインでは [Ready] (準備完了) と表示される) のアプリ
ケーションのみです。ステータスが Failed のアプリケーションは、それが含まれているドメインを削
除するために削除する必要はありません。ドメインでは、失敗した状態のアプリケーションを削除しよ
うとすると、エラーが発生します。
• ドメインにユーザープロファイルが含まれていると、ドメインを削除できません。失敗していないアプ
リがユーザープロファイルに含まれていると、プロファイルを削除できません。
これらのリソースを削除すると、次のようになります。
• アプリ - ユーザーのホームディレクトリのデータ (ファイルとノートブック) が保存されます。保存さ
れていないノートブックデータは失われます。
• ユーザープロファイル - ユーザーはドメインにサインインできなくなり、ホームディレクトリへのア
クセスは失われますが、データは削除されません。管理者は、ユーザーの AWS アカウントに保存さ
れている Amazon EFS ボリュームからデータを取得できます。
• 認証モードを IAM から に切り替える場合、ドメインを削除する必要があります。

EFS ファイル
ファイルは、バックアップとして Amazon EFS ボリュームに保持されます。このバックアップには、マウ
ントされたディレクトリ (Jupyter の場合は /home/sagemaker-user、カーネルの場合は /root) のファ
イルが含まれます。これらのマウントされたディレクトリからファイルを削除すると、カーネルまたはア
プリケーションにより、削除したファイルが非表示のゴミ箱フォルダに移動されることがあります。ゴミ
箱フォルダがマウントされたディレクトリ内にある場合、それらのファイルは Amazon EFS ボリューム
にコピーされ、料金が発生します。これらの Amazon EFS 料金を回避するには、ゴミ箱フォルダの場所を
特定して消去する必要があります。デフォルトのアプリケーションとカーネルのゴミ箱フォルダの場所は
~/.local/ です。これは、カスタムのアプリケーションやカーネルに使用する Linux ディストリビュー
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ションによって異なる場合があります。Amazon EFS ボリュームの詳細については、「で EFS ストレー
ジボリュームを管理する SageMaker スタジオ (p. 156)」を参照してください。
AWS コンソールを使用してドメインを削除すると、Amazon EFS ボリュームはデタッチされま
すが、削除されません。AWS CLI または SDK を使ってドメインを削除した場合と同じ動作がデ
フォルトで発生します。ただし、AWS CLI または SDK を使用する場合は、RetentionPolicy を
HomeEfsFileSystem=Delete に設定すると、ドメインと一緒に EFS ボリュームを削除できます。

Amazon SageMaker ドメインを削除する (コンソール)
ドメインを削除する
1.

SageMaker コンソールを開きます。

2.

ページの左側で [Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。

3.

[ユーザー名] リストの各ユーザーに対して、上記の手順を繰り返します。
a.

ユーザーを選択します。

b.

[User Details]] (ユーザーの詳細) ページで、[Apps] (アプリケーション) リストの失敗していないア
プリケーションごとに、[Action] (アクション) を選択します。

c.

ドロップダウンメニューから [Delete] (削除) を選択します。

d.

[Delete app (アプリの削除)] ダイアログで、[Yes, delete app (はい、アプリを削除します)] を選択
し、確認フィールドに delete と入力して、[Delete (削除)] を選択します。

e.

すべてのアプリケーションの [Status] (ステータス) が [Deleted] (削除済み) と表示された
ら、[Edit] (編集) を選択します。

f.

[Edit User] (ユーザーの編集) ページで、[Delete user] (ユーザーの削除) を選択します。

g.

[Delete user (ユーザーの削除)] ダイアログで、[Yes, delete user (はい、ユーザーを削除します)]
を選択し、確認フィールドに delete と入力して、[Delete (削除)] を選択します。

Important
削除されたユーザーは、ノートブックやその他のアーティファクトなど、自分のデータが含
まれている Amazon EFS ボリュームにアクセスできなくなります。データは削除されず、管
理者によるアクセスが可能です。
4.

すべてのユーザーを削除したら、ドメイン設定アイコン (

) を選択します。

5.

[General settings] (一般設定) ページで、[Delete Domain] (ドメインを削除) を選択します。

6.

[Delete Domain] (ドメインを削除) ダイアログで、[Yes, delete Domain] (はい、ドメインを削除します)
を選択し、確認フィールドに delete と入力して、[Delete] (削除) を選択します。

Amazon SageMaker ドメインを削除する (CLI)
ドメインを削除する
1.

アカウント内のドメインのリストを取得します。
aws --region Region sagemaker list-domains

2.

削除するドメインのアプリケーションのリストを取得します。
aws --region Region sagemaker list-apps \
--domain-id-equals DomainId

3.

リストの各アプリケーションを削除します。
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aws --region Region sagemaker delete-app \
--domain-id DomainId \
--app-name AppName \
--app-type AppType \
--user-profile-name UserProfileName

4.

ドメインのユーザープロファイルのリストを取得します。
aws --region Region sagemaker list-user-profiles \
--domain-id-equals DomainId

5.

リストの各ユーザープロファイルを削除します。
aws --region Region sagemaker delete-user-profile \
--domain-id DomainId \
--user-profile-name UserProfileName

6.

ドメインを削除します。Amazon EFS ボリュームも削除する場合は、HomeEfsFileSystem=Delete
を指定します。
aws --region Region sagemaker delete-domain \
--domain-id DomainId \
--retention-policy HomeEfsFileSystem=Retain

SageMaker JumpStart
SageMaker JumpStart は、機械学習を始めるのに役立つ、広範な問題タイプに対する事前トレーニング済
みのオープンソースモデルを提供します。これらのモデルは、デプロイする前に、段階的にトレーニング
して調整できます。JumpStart は、一般的なユースケース用のインフラストラクチャを設定するソリュー
ションテンプレートと、SageMaker を使用した機械学習用の実行可能なサンプルノートブックも提供しま
す。
これらのトレーニング済みモデル、ソリューションテンプレート、サンプルには、Amazon SageMaker
Studio の JumpStart ランディングページからアクセスできます。次の手順は、Amazon SageMaker Studio
を使用して JumpStart モデルおよびソリューションにアクセスする方法を示しています。
モデルには、SageMaker Python SDK を使用してアクセスすることもできます。JumpStart モデルをプロ
グラムから API 経由で使用する方法については、「事前トレーニング済みモデルで SageMaker JumpStart
アルゴリズムを使用する」を参照してください。

JumpStart を開いて使う
以下のセクションでは、Amazon SageMaker Studio UI から JumpStart を開いて使用する方法について説
明します。

JumpStart を開く
Amazon SageMaker Studio で、次のいずれかを使用して JumpStart を開きます。
• [Get Started] (今すぐ始める) セクションの JumpStart ランチャー。
•
左サイドバーの JumpStart アイコン (

)。
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• 起動済みアセットペインの [Browse JumpStart] (JumpStart の参照) ボタン。

Important
サードパーティーのコンテンツをダウンロードまたは使用する前に、適用されるライセンス条項
を参照して準拠し、該当のユースケースに使用できることを確認してください。

JumpStart を使用する
SageMaker JumpStart ランディングページから、ソリューション、モデル、ノートブック、その他のリ
ソースを参照できます。現在起動しているソリューション、エンドポイント、トレーニングジョブを確認
することもできます。JumpStart の検索バーを使用すると、目的のトピックを検索できます。
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JumpStart のリソースは、検索を使用するか、検索パネルの下に表示される各カテゴリを参照して検索で
きます。
• おすすめ — 最新または最も使用されているソリューション、モデル、サンプル。
• ソリューション - SageMaker を他の AWS のサービスに結び付ける包括的な機械学習ソリューショ
ンをワンステップで起動します。すべての使用可能なソリューションを表示するには、[Explore All
Solutions] (すべてのソリューションを見る) を選択します。
• モデル – テキスト、ビジョン、表形式のモデルのコレクションから、ニーズに合ったモデルを見つけ
ます。コレクションは、問題タイプ、データ型、フレームワークでフィルタリングできます。次に、イ
メージ分類とオブジェクト検出のために事前トレーニング済みモデルをワンステップでデプロイして調
整します。[Explore All Models] (すべてのモデルを見る) を選択して、すべての使用可能なモデルを表示
します。
• リソース — サンプルノートブック、ブログ、動画チュートリアルを使用して、問題タイプを学習して開
始します。
• サンプルノートブック - サンプルノートブックを実行し、SageMaker の機能であるスポットインスタ
ンスのトレーニング、さまざまなモデルタイプやユースケースでの実験などを使用します。
• ブログ - Amazon がホストする、機械学習エキスパートによる詳しい解説やソリューションをご紹介
します。
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• 動画チュートリアル - Amazon がホストする機械学習のエキスパートによる SageMaker の機能や機械
学習のユースケースに関する動画チュートリアルをご覧いただけます。
トピック
• ソリューションテンプレート (p. 49)
• モデル (p. 56)
• Amazon SageMaker JumpStart Industry のモデル (p. 69)

ソリューションテンプレート
SageMaker JumpStart は、一般的な機械学習のさまざまなユースケースに、ワンクリックでエンドツーエ
ンドのソリューションを提供します。利用可能なソリューションテンプレートの詳細については、以下の
ユースケースをご覧ください。
• 需要予測 (p. 49)
• 信用格付け予測 (p. 50)
• 不正検出 (p. 50)
• コンピュータビジョン (p. 51)
• ドキュメントからデータを抽出して分析する (p. 51)
• 予知保全 (p. 52)
• チャーン予測 (p. 52)
• パーソナライズしたレコメンデーション (p. 53)
• 強化学習 (p. 53)
• ヘルスケアおよびライフサイエンス (p. 54)
• 財務料金表 (p. 54)
JumpStart のランディングページから、ユースケースに最も適したソリューションテンプレートを選択し
ます。ソリューションテンプレートを選択すると、JumpStart にソリューションの説明と [Launch] (起動)
ボタンが表示されます。[Launch] (起動) をクリックすると、トレーニングやモデルホスティングインス
タンスなど、ソリューションの実行に必要なすべてのリソースが JumpStart で作成されます。JumpStart
ソリューションの起動の詳細については、を参照してくださいthe section called “ソリューションを起
動” (p. 54)。
ソリューションを起動すると、JumpStart でソリューションの特徴や生成されたアーティファクトを調べ
ることができます。[Open Notebook] (ノートブックを開く) を選択すると、ソリューションの機能を確認
できます。アーティファクトは、起動中または提供されたノートブックの実行後に生成され、[Generated
Artifacts] (生成されたアーティファクト) テーブルに一覧表示されます。ゴミ箱アイコン (
) を使用す
ると、個々のアーティファクトを削除できます。[Delete solution resources] (ソリューションリソースを削
除) を選択すると、ソリューションのリソースをすべて削除できます。

需要予測
需要予測では、過去の時系列データを使用して、特定の期間における顧客需要に関するfuture 予測を行
い、企業全体の需給意思決定プロセスを合理化します。
需要予測のユースケースには、運輸業界でのチケット売上、株価、通院回数、来月に複数の拠点で雇用す
る顧客担当者の数、次の四半期の複数の地域での製品売上、翌日のクラウドサーバー使用量の予測などが
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あります。ビデオストリーミングサービスの場合、来週の複数地域の電力消費量、エネルギー消費量など
のIoTデバイスとセンサーの数、など。
時系列データは、単変量と多変量に分類されます。たとえば、1 世帯の総電力消費量は、一定期間の単変
量時系列です。複数の単変量時系列が積み重なっている場合、多変量時系列と呼ばれます。たとえば、1
つの地域にある 10 世帯の (ただし相関関係にある) 世帯の総電力消費量は、多変量時系列データセットを
構成します。
ソリューション名

説明

使用開始

需要予測

3 つの最先端の時系
列予測アルゴリズム
(LSTNet、Prophet、SageMaker
DeepAR) を使用した多変量時系
列データの需要予測。

GitHub »

信用格付け予測
JumpStart の信用格付け予測ソリューションを使用して、企業の信用格付けを予測したり、機械学習モデ
ルによる信用予測の決定を説明したりできます。従来の信用格付けモデリング手法と比較して、機械学習
モデルは信用予測の精度を自動化して向上させることができます。
ソリューション名

説明

使用開始

企業の信用格付け予測

AWS AutoGluon Tabular を使用
GitHub »
した信用度予測のためのマルチ
モーダル (長いテキストと表形式)
機械学習。

グラフベースの信用度採点

Graph Neural Network
GraphSAGE および AWS
AutoGluon Tabular モデルのト
レーニングにより、表形式の
データと企業ネットワークを使
用して企業の信用格付けを予測
します。

Amazon SageMaker Studio で検
索します。

与信判断を説明する

与信取引申請書の信用破綻を
予測し、LightGBM と SHAP
(SHapley Additive exPlanations)
を使用して説明を提供します。

GitHub »

不正検出
多くの企業が不正行為により毎年数十億ドルを失っています。機械学習ベースの不正検出モデルは、膨大
な量のデータから不正行為の可能性を体系的に特定するのに役立ちます。以下のソリューションでは、ト
ランザクションとユーザー ID データセットを使用して不正なトランザクションを特定します。
ソリューション名

説明

使用開始

悪意のあるユーザーおよびトラ
ンザクションを検出する

SageMaker XGBoost でオーバー
サンプリング手法の Synthetic
Minority Over-sampling (SMOTE)

GitHub »
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ソリューション名

説明

使用開始

を使用して、トランザクション
の不正行為の可能性を自動的に
検出します。
Deep Graph Library を使用し
た、金融取引における不正検出

Deep Graph Library および
SageMaker XGBoost モデルを
使用したグラフ畳み込みネット
ワークのトレーニングにより、
金融取引における不正を検出し
ます。

GitHub »

財務支払いの分類

SageMaker XGBoostを使用し
て、取引情報に基づいて金融
支払いを分類します。このソ
リューションテンプレートは、
不正検知、パーソナライゼー
ション、または異常検出の中間
ステップとして使用してくださ
い。

Amazon SageMaker Studio で検
索します。

コンピュータビジョン
自動運転車、スマートビデオ監視、ヘルスケアモニタリング、さまざまな物体計数タスクなどのビジネス
ユースケースの増加に伴い、高速で正確な物体検出システムの需要が高まっています。これらのシステム
では、画像内のすべてのオブジェクトを認識して分類するだけでなく、その周りに適切な境界ボックスを
描画して各オブジェクトをローカライズします。過去10年間で、ディープラーニング技術の急速な進歩に
より、物体検出の勢いは大きく加速しました。
ソリューション名

説明

使用開始

視覚的な製品欠陥検出

物体検出モデルをゼロからト
レーニングするか、事前トレー
ニング済みのSageMaker モデル
を微調整することで、製品画像
の欠陥領域を特定します。

GitHub »

手書き認識

オブジェクト検出モデルと手書
き認識モデルのトレーニングに
より、イメージ内の手書きテキ
ストを認識します。SageMaker
Ground Truth を使用して独自の
データにラベルを付けます。

GitHub »

鳥類の物体検出

SageMaker のオブジェクト検出
モデルを使用して、シーン内の
鳥の種を特定します。

Amazon SageMaker Studio で検
索します。

ドキュメントからデータを抽出して分析する
JumpStartは、ビジネスクリティカルなドキュメントから貴重な洞察とつながりを明らかにするためのソ
リューションを提供します。ユースケースには、テキスト分類、文書要約、手書き認識、関係抽出、質疑
応答、表形式のレコードの欠損値の入力などがあります。
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ソリューション名

説明

使用開始

センチメント分類のプライバ
シー

テキストの匿名化により、セン
チメント分類におけるユーザー
のプライバシーをより良く保護
します。

GitHub »

ドキュメントについて

PyTorch の transformers ライブ
ラリを使用した、ドキュメント
の要約、エンティティ、関係の
抽出。

GitHub »

手書き認識

オブジェクト検出モデルと手書
き認識モデルのトレーニングに
より、イメージ内の手書きテキ
ストを認識します。SageMaker
Ground Truth を使用して独自の
データにラベルを付けます。

GitHub »

不足している値を表形式レコー
ドに入力する

SageMaker Autopilot モデルのト
レーニングにより、不足してい
る値を表形式レコードに入力し
ます。

GitHub »

予知保全
予知保全の目的は、コンポーネントのタイムリーな交換を容易にすることで、修正メンテナンスと予防メ
ンテナンスのバランスを最適化することです。以下のソリューションは、産業資産のセンサーデータを使
用して、機械の故障、計画外のダウンタイム、および修理コストを予測します。
ソリューション名

説明

使用開始

車両フリートの予知保全

畳み込みニューラルネットワー
クモデルで車両センサーと保全
情報を使用して、車両フリート
の障害を予測します。

GitHub »

製造の予知保全

過去のセンサー読み取り値を
使用したスタック双方向 LSTM
ニューラルネットワークモデル
のトレーニングにより、各セン
サーの残存耐用年数を予測しま
す。

GitHub »

チャーン予測
顧客離れ、つまり離職率は、さまざまな企業が直面するコストのかかる問題です。顧客離れを減らすため
に、企業は顧客維持に注力するために、サービスを離れる可能性が高い顧客を特定できます。JumpStart
チャーン予測ソリューションを使用して、ユーザー行動やカスタマーサポートのチャットログなどのデー
タソースを分析し、サブスクリプションやサービスをキャンセルするリスクが高い顧客を特定します。
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ソリューション名

説明

使用開始

テキストによるチャーン予測

BERT エンコーダと
RandomForestClassifier で数
値、カテゴリ、テキスト機能
を使用してチャーンを予測しま
す。

GitHub »

携帯電話顧客の顧客離れ予測

SageMaker XGBoostを使って不
幸な携帯電話の顧客を特定しま
しょう。

Amazon SageMaker Studio で検
索します。

パーソナライズしたレコメンデーション
JumpStart ソリューションを使用して顧客アイデンティティグラフやユーザーセッションを分析し、顧客
の行動をよりよく理解して予測することができます。以下のソリューションを使用して、複数のデバイス
にまたがる顧客のアイデンティティをモデル化したり、顧客が購入する可能性を判断したりするために、
パーソナライズされたレコメンデーションを行います。
ソリューション名

説明

使用開始

Deep Graph Library を使用した
アイデンティティグラフでのエ
ンティティ解決

Deep Graph Library を使用し
たグラフ畳み込みネットワー
クのトレーニングにより、オン
ライン広告のクロスデバイスエ
ンティティリンク設定を実行し
ます。

GitHub »

購入モデリング

SageMaker XGBoost モデルのト
レーニングにより、顧客が購入
するかどうかを予測します。

GitHub »

強化学習
強化学習は、環境との相互作用に基づく学習の一種です。このタイプの学習は動的な環境との試行錯誤を
通じて行動を学習する必要があるエージェントによって使用され、エージェントがアクションの結果とし
て受け取る長期的な報酬の最大化を目的としています。報酬は、報酬が不確かな探索アクションを報酬が
既知の活用アクションとトレードオフすることで最大化されます。
RL は、サプライチェーン管理、HVAC システム、工業ロボット、ゲーム人工知能、ダイアログシステム、
自動運転車など、大規模で複雑な問題の解決に適しています。
ソリューション名

説明

使用開始

Battlesnake AI 競技の強化学習

BattleSnake AI 競技のトレーニン GitHub »
グと推論のための強化学習ワー
クフローを提供します。

Procgen チャレンジのための分
散強化学習

NeurIPS 2020 Procgen 強化学習
チャレンジのための分散強化学
習スターターキット。
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ヘルスケアおよびライフサイエンス
臨床医や研究者は JumpStart ソリューションを使用して、医療画像、ゲノム情報、臨床医療記録を分析で
きます。
ソリューション名

説明

使用開始

肺がん生存予測

SageMaker XGBoostを使用し
て、3次元肺コンピューター断
層撮影（CT）スキャン、ゲノム
データ、臨床健康記録により、
非小細胞肺がん患者の生存状況
を予測します。

GitHub »

財務料金表
多くの企業は、リターンを最大化するために、定期的に価格を動的に調整しています。価格最適化、動的
価格設定、オプション価格設定、またはポートフォリオ最適化のユースケースには、以下の JumpStart ソ
リューションを使用してください。
ソリューション名

説明

使用開始

料金表

因果推論と預言者の予測手順に
二重Machine Learning (ML) を
使用して価格弾力性を推定しま
す。これらの見積もりを使用し
て、日々の価格を最適化してく
ださい。

Amazon SageMaker Studio で検
索します。

ソリューションを起動
ソリューションを選択すると、JumpStart にソリューションの説明と[Launch] (起動) ボタンが表示されま
す。ソリューションを起動するには、を選択しますLaunch。次に、JumpStart は、ソリューションを実行
するために必要なすべてのリソースを作成します。これには、トレーニングとモデルホスティングのイン
スタンスが含まれます。ソリューションを選択すると、[ソリューションの起動] ウィンドウが開きます。

高度なパラメータ
選択したソリューションには、選択可能な詳細パラメータが含まれている場合があります。[詳細パラメー
タ] を選択して、AWS Identity and Access Managementソリューションのロールを指定します。
ソリューションは、相互に作用し合う 9AWS つのサービス間でリソースを起動できます。ソリューション
が期待どおりに機能するには、あるサービスから新しく作成されたコンポーネントが、別のサービスから
新しく作成されたコンポーネントで動作できなければなりません。デフォルトの IAM ロールを使用して、
必要なアクセス許可をすべて追加することをお勧めします。IAM ロールの詳細については、「Amazon
SageMaker 用の Identity and Access Management (p. 3265)」を参照してください。
デフォルトの IAM ロール
このオプションを選択すると、このソリューションに必要なデフォルトの IAM ロールが使用されます。
ソリューションごとに必要なリソースは異なります。次のリストは、必要なサービスに基づいてソリュー
ションに使用されるデフォルトの役割を示しています。各サービスに必要な権限の説明については、を参
照してくださいSageMaker プロジェクトと JumpStart の AWS 管理ポリシー (p. 3360)。
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• API Gateway — AmazonSageMakerService CatalogProductsAPIGatewayRole
• CloudFormation — AmazonSageMaker サービスカタログ製品クラウドフォーメーションロール
• CodeBuild — Amazon SageMaker サービスカタログ製品コードビルドの役割
• CodePipeline — AmazonSageMakerService CatalogProductsCodePipelineRole
• イベント — AmazonSageMaker サービスカタログ製品イベントロール
• 消防ホース — AmazonSageMaker サービスカタログ製品消防ホースロール
• Glue — AmazonSageMakerサービスカタログ製品グルーロール
• Lambda — AmazonSagemakerService カタログ製品ラムダロール
• SageMaker — Amazon SageMaker サービスカタログ製品実行ロール
JumpStart プロジェクトテンプレートを有効にした新しい SageMaker ドメインを使用している場合、これ
らのロールはアカウントに自動的に作成されます。
既存の SageMaker ドメインを使用している場合、これらのロールはアカウントに存在しない可能性があ
ります。この場合、ソリューションの起動時に以下のエラーが発生します。
Unable to locate the updated roles required to launch this solution, a general role '/
service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole' will be used. Please update your
studio domain to generate these roles.

必要なロールがなくてもソリューションを起動することはできます
が、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole必要なロールの代わりに従来のデフォルト
ロールが使用されます。従来のデフォルトロールは、JumpStart ソリューションが連携する必要があるす
べてのサービスと信頼関係にあります。セキュリティを最大限に高めるため、ドメインを更新して、AWS
各サービスに新しく作成されたデフォルトロールを使用することをお勧めします。
SageMaker ドメインにすでに登録している場合は、以下の手順でドメインを更新してデフォルトロールを
生成できます。
1.

Amazon SageMaker コンソール (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/) を開きます。

2.

ページの左上にある [Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。

3.

ドメインページから、設定アイコン (

) を選択してドメイン設定を編集します。

4.

[一般設定] で [次へ] を選択します。

5.

「SageMaker プロジェクトと JumpStart」で、このアカウントの「Amazon SageMaker プロジェク
トテンプレートと Amazon SageMaker JumpStart を有効にする」を選択し、「Studio ユーザーには
Amazon SageMaker プロジェクトテンプレートと Amazon SageMaker JumpStart を有効にする」を
選択し、「次へ」を選択します。

6.

[Submit] (送信) を選択します。

「プロジェクト -このアカウントで有効になっている Amazon SageMaker プロジェクトテンプレート」
に、「Apps-Studio」タブにデフォルトロールが表示されているはずです。
IAM ロールの検索
このオプションを選択した場合は、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選択する必要がありま
す。選択したロールには、少なくとも対応するサービスに必要な最小限の権限が必要です。各サービスに
必要な権限の説明については、を参照してくださいSageMaker プロジェクトと JumpStart の AWS 管理ポ
リシー (p. 3360)。
IAM ロールの入力
このオプションを選択した場合は、既存の IAM ロールの ARN を手動で入力する必要があります。選択
したロールには、少なくとも対応するサービスに必要な最小限の権限が必要です。各サービスに必要な
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権限の説明については、を参照してくださいSageMaker プロジェクトと JumpStart の AWS 管理ポリ
シー (p. 3360)。

モデル
JumpStart は、最も人気のある問題タイプのうち 15 のモデルをサポートしています。サポートしている問
題タイプのうち、ビジョンおよび NLP 関連のタイプが合計で 13 になります。インクリメンタルトレーニ
ングと微調整をサポートする問題タイプが 8 つあります。インクリメンタルトレーニングとハイパーパラ
メータ調整の詳細については、「SageMaker 自動モデルチューニング」を参照してください。JumpStart
は、表形式データモデリングのための 4 つの一般的なアルゴリズムもサポートしています。
モデルは、Studio の JumpStart ランディングページから検索および参照できます。モデルを選択すると、
モデルの詳細ページにモデルに関する情報が表示され、いくつかのステップでモデルをトレーニングおよ
びデプロイできます。説明セクションでは、モデルで何ができるか、必要な入力と出力のタイプ、モデル
の微調整に必要なデータ型について説明しています。
また、SageMaker Python SDK により、モデルをプログラムで使用することもできます。
次の表は、問題タイプおよび関連するサンプルの Jupyter ノートブックへのリンクの一覧です。JumpStart
モデルの完全なリストについては、「JumpStart の使用可能なモデルの表」を参照してください。。
問題タイプ

事前トレーニング
済みモデルによる
推論をサポート

カスタムデータ
セットでトレーニ
ング可能

サポートされるフ
レームワーク

イメージ分類

はい

はい

pyTorch、TensorFlowJumpStart 入門 イメージ分類

オブジェクト検出

はい

はい

PyTorch、TensorFlow、MXNet
JumpStart 入門 オブジェクト検出

セマンティックセ
グメンテーション

はい

はい

MXNet

JumpStart 入門 セマンティックセ
グメンテーション

インスタンスセグ
メンテーション

はい

はい

MXNet

JumpStart 入門 インスタンスセグ
メンテーション

イメージ埋め込み

はい

いいえ

TensorFlow、MXNet JumpStart 入門 イメージ埋め込み

テキスト分類

はい

はい

TensorFlow

センテンスペア分
類

はい

はい

TensorFlow、HuggingJumpStart 入門 Face
センテンスペア分
類

質問に対する回答

はい

はい

PyTorch、Hugging
Face

JumpStart 入門 —
質問に対する回答

固有表現認識

はい

いいえ

Hugging Face

JumpStart 入門 固有表現認識

テキスト要約

はい

いいえ

Hugging Face

JumpStart 入門 テキスト要約
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問題タイプ

事前トレーニング
済みモデルによる
推論をサポート

カスタムデータ
セットでトレーニ
ング可能

サポートされるフ
レームワーク

サンプルノート
ブック

テキスト生成

はい

いいえ

Hugging Face

JumpStart 入門 テキスト生成

機械翻訳

はい

いいえ

Hugging Face

JumpStart 入門 機械翻訳

テキスト埋め込み

はい

いいえ

TensorFlow、MXNet JumpStart 入門 テキスト埋め込み

表形式分類

はい

はい

LightGBM、CatBoost、Linear
JumpStart 入門
Learner、Linear
- 表形式の分類 Learner、Linear
LightGBM、CatBoost
Learner
JumpStart 入門
- 表形式の分類 XGBoost、Linear
Learner
JumpStart 入門
- 表形式の分類 XGBoost、Linear
Learner
JumpStart 入門
- 表形式の分類 XGBoost、Linear
Learner

表形式回帰

はい

はい

LightGBM、CatBoost、Linear
JumpStart 入門
Learner、Linear
- 表形式回帰 Learner、Linear
LightGBM、CatBoost
Learner
JumpStart 入門
- 表形式回帰 XGBoost、Linear
Learner
JumpStart 入門
- 表形式回帰 XGBoost、Linear
Learner
JumpStart 入門
- 表形式回帰 XGBoost、Linear
Learner

モデルのデプロイ
JumpStart からモデルをデプロイすると、SageMaker によってモデルがホストされ、推論に使用できるエ
ンドポイントがデプロイされます。JumpStart には、デプロイ後のモデルにアクセスするために使用でき
るサンプルノートブックも用意されています。
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モデルのデプロイ設定
モデルを選択すると、[Deploy Model] (モデルをデプロイ) ペインが開きます。[Deployment Configuration]
(デプロイ設定) を選択して、モデルのデプロイを設定します。

モデルのデプロイのデフォルトインスタンスタイプは、モデルによって異なります。インスタンスタイプ
は、トレーニングジョブを実行するハードウェアです。次の例では、ml.g4dn.xlarge インスタンスが
この特定の BERT モデルのデフォルトです。
[Endpoint name] (エンドポイント名) を変更することもできます。
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[Security Settings] (セキュリティ設定) を選択し、モデルの AWS Identity and Access Management (IAM)
ロール、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)、暗号化キーを指定します。
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モデルのデプロイのセキュリティ
JumpStart でモデルをデプロイする場合、モデルの IAM ロール、Amazon VPC、暗号化キーを指定でき
ます。これらのエントリに値を指定しないと、デフォルトの IAM ロール (Studio ランタイムロール) とデ
フォルトの暗号化が使用されます。Amazon VPC は使用されません。

IAM ロール
トレーニングジョブおよびホスティングジョブの一部として渡す IAM ロールを選択できます。SageMaker
は、このロールを使用してトレーニングデータとモデルアーティファクトにアクセスします。IAM ロール
を選択しないと、SageMaker は Studio ランタイムロールを使用してモデルをデプロイします。IAM ロー
ルの詳細については、「Amazon SageMaker 用の Identity and Access Management (p. 3265)」を参照し
てください。
ロールを渡す場合、ロールにはモデルが必要とするリソースへのアクセス権があること、および以下のす
べてが含まれていることが必要です。
• トレーニングジョブの場合: CreateTrainingJob API: 実行ロールのアクセス許可。
• ホスティングジョブの場合: CreateModel API: 実行ロールのアクセス許可。

Note
以下の各ロールで付与された Amazon S3 アクセス許可の範囲を絞り込むことができます。これ
を行うには、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットと JumpStart Amazon S3 バ
ケットの Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListMultipartUploadParts"
],
"Resources": [
"arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>/*",
"arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket/*",
]
},{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
],
"Resources": [
"arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>",
"arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket",
]

IAM ロールの検索
このオプションを選択した場合は、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選択する必要がありま
す。
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IAM ロールの入力
このオプションを選択した場合は、既存の IAM ロールの ARN を手動で入力する必要があります。Studio
ランタイムロールまたは Amazon VPC によって iam:list* 呼び出しをブロックされる場合は、このオ
プションを使用して既存の IAM ロールを使用する必要があります。

Amazon VPC
すべての JumpStart モデルは、ネットワーク分離モードで実行します。モデルコンテナの作成後は、追
加の呼び出しをできなくなります。トレーニングジョブやホスティングジョブの一部として渡す Amazon
VPC を選択できます。SageMaker は、この Amazon VPC を使用して、Amazon S3 バケットに対してリ
ソースをプッシュおよびプルします。この Amazon VPC は、Studio インスタンスからのパブリックイン
ターネットへのアクセスを制限する Amazon VPC とは異なります。Studio Amazon VPC の詳細について
は、「VPC 内の SageMaker Studio ノートブックを外部リソースに接続する (p. 3399)」を参照してくだ
さい。
渡す Amazon VPC には、パブリックインターネットへのアクセス権は必要ありませんが、Amazon S3 へ
のアクセス権が必要です。Amazon S3 の Amazon VPC エンドポイントは、少なくとも、モデルが必要と
する以下のリソースへのアクセスを許可する必要があります。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
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"s3:PutObject",
"s3:ListMultipartUploadParts"

],
"Resources": [
"arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>/*",
"arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket/*",
]
},{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
],
"Resources": [
"arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>",
"arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket",
]

Amazon VPC を選択しない場合、Amazon VPC は使用されません。
VPC の検索
このオプションを選択した場合は、ドロップダウンリストから既存の Amazon VPC を選択する必要があり
ます。Amazon VPC を選択したら、Amazon VPC のサブネットとセキュリティグループを選択する必要が
あります。サブネットとセキュリティグループの詳細については、「VPC とサブネットの概要」を参照し
てください。

VPC の入力
このオプションを選択した場合は、Amazon VPC を構成するサブネットとセキュリティグループを手動で
選択する必要があります。Studio ランタイムロールまたは Amazon VPC によって ec2:list* 呼び出し
がブロックされる場合は、このオプションを使用してサブネットとセキュリティグループを選択する必要
があります。
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暗号化キー
トレーニングジョブやホスティングジョブの一部として渡す AWS KMS キーを選択できます。SageMaker
は、このキーを使用して、コンテナの Amazon EBS ボリューム、ホスティングジョブ用の Amazon S3 内
の再パッケージされたモデル、トレーニングジョブの出力を暗号化します。AWS KMS キーの詳細につい
ては、「AWS KMS キー」を参照してください。
渡すキーは、渡す IAM ロールを信頼する必要があります。IAM ロールを指定しない場合、AWS KMS キー
は Studio ランタイムロールを信頼する必要があります。
AWS KMS キーを選択しないと、SageMaker は Amazon EBS ボリュームと Amazon S3 アーティファクト
のデータに対してデフォルトの暗号化を提供します。
暗号化キーの検索
このオプションを選択した場合は、ドロップダウンリストから既存の AWS KMS を選択する必要がありま
す。
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暗号化キーの入力
このオプションを選択した場合は、AWS KMS キーを手動で入力する必要があります。Studio の実行ロー
ルまたは Amazon VPC によって kms:list* 呼び出しがブロックされる場合は、このオプションを使用
して既存の AWS KMS キーを選択する必要があります。
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モデルを微調整する
微調整では、ゼロからトレーニングするのではなく、新しいデータセットを使用して事前トレーニング済
みのモデルをトレーニングします。転移学習とも呼ばれるこのプロセスでは、より小さなデータセットを
使用し、より短時間のトレーニングで正確なモデルを生成できます。

データソースの微調整
モデルを微調整するときは、デフォルトのデータセットを使用するか、Amazon S3 バケットにある独自の
データを選択できます。
使用可能なバケットを参照するには、[Find S3 bucket] (S3 バケットを検索) を選択します。これらのバ
ケットは、Studio アカウントの設定に使用されるアクセス許可によって制限されます。[Enter S3 bucket
location] (S3 バケットの場所を入力) を選択して、Amazon S3 URI を指定することもできます。
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Tip
バケット内のデータのフォーマット形式を確認するには、[Learn more] (詳細) を選択します。モ
デルの説明セクションには、入力と出力に関する詳細情報があります。
テキストモデルの場合:
•
•
•
•

バケットには data.csv ファイルが必要です。
最初の列は、クラスラベルの一意の整数である必要があります。例: 1、2、3、4、n
2 番目の列は文字列である必要があります。
2 番目の列には、モデルのタイプと言語に一致する対応するテキストが入ります。

ビジョンモデルの場合:
• バケットには、クラスの数と同じ数のサブディレクトリが必要です。
• 各サブディレクトリには、そのクラスに属する .jpg 形式のイメージが必要です。

Note
SageMaker はクロスリージョンリクエストを許可しないため、Amazon S3 バケット
は、SageMaker Studio を実行しているのと同じ AWS リージョンに存在する必要があります。

デプロイ設定を微調整する
深層学習トレーニングには、最速の p3 ファミリーがお勧めです。モデルの微調整にも推奨されます。次
のグラフは、各インスタンスタイプの GPU の数を示しています。p2 および g4 のインスタンスタイプな
ど、その他のオプションからも選択できます。
インスタンスタイプ

GPU

p3.2xlarge

1

p3.8xlarge

4

p3.16xlarge

8

p3dn.24xlarge

8

ハイパーパラメータ
モデルの微調整に使用するトレーニングジョブのハイパーパラメータはカスタマイズが可能です。
ハイパーパラメータを変更せずにテキストモデルのデフォルトのデータセットを使用すると、結果として
ほぼ同じモデルが得られます。ビジョンモデルの場合、デフォルトのデータセットは事前トレーニング
済みモデルのトレーニングに使用されるデータセットとは異なるため、結果として異なるモデルになりま
す。
ハイパーパラメータには以下のオプションがあります。
• Epocs (エポック) - 1 エポックは、データセット全体の 1 サイクルです。複数のインターバルで 1 つの
バッチとなり、複数のバッチで 1 つのエポックとなります。モデルの精度が許容レベルに達するまで、
またはエラー率が許容レベルを下回るまで、複数のエポックが実行されます。
• Learning rate (学習レート) - エポック間で変更する値の量です。モデルが改善されるにしたがって、内
部の重みが調整され、エラー率がチェックされ、モデルが進化したかどうかがチェックされます。一般
的な学習レートは 0.1 または 0.01 です。0.01 は調整幅が非常に小さく、学習が収束するまでに長い時
間がかかることがあります。一方、0.1 は非常に大きな値であり、トレーニングがオーバーシュートす
る可能性があります。モデルトレーニングの調整に使用する主要なハイパーパラメータの 1 つです。テ
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キストモデルの場合、学習レートを非常に小さくすると (BERT の場合 5e-5)、より正確なモデルが得ら
れます。
• Batch size (バッチサイズ) - トレーニング目的で GPU に送信するために間隔ごとにデータセットから選
択するレコードの数です。
画像の例では、GPU あたり 32 個のイメージを送信することから、バッチサイズは 32 になります。複
数の GPU を持つインスタンスタイプを選択した場合、バッチは GPU の数で割った数になります。推奨
バッチサイズは、使用するデータとモデルによって異なります。例えば、イメージデータの最適化方法
は、言語データの処理方法とは異なります。
インスタンスタイプごとの GPU の数は、デプロイ設定セクションのインスタンスタイプのグラフで確
認できます。最初は、標準の推奨バッチサイズから始めます (例: ビジョンモデルの場合 32)。次に、こ
の数字に、選択したインスタンスタイプの GPU の数を乗算します。例えば、p3.8xlarge を使用する
場合、バッチサイズは GPU の数に合わせて調整されるため、これは 32 (バッチサイズ) に 4 (GPU 数)
を乗算して合計 128 となります。BERT などのテキストモデルの場合は、64 のバッチサイズから始め
て、必要に応じて値を減らします。

トレーニング出力
微調整プロセスが完了すると、親モデル、トレーニングジョブ名、トレーニングジョブの Amazon リ
ソースネーム (ARN)、トレーニング時間、出力パスなど、モデルに関する情報が JumpStart から提供さ
れます。出力パスは、新しいモデルを確認できる Amazon S3 バケット内の場所です。フォルダ構造に
は、指定したモデル名が使用されます。モデルファイルは /output サブフォルダにあり、名前は常に
model.tar.gz となります。
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例: s3://bucket/model-name/output/model.tar.gz

Amazon SageMaker JumpStart Industry のモデル
Amazon SageMaker JumpStart Industry のソリューション、モデル、サンプルノートブックでは、業界別
に的を絞った機械学習問題に関する厳選されたワンステップソリューションおよびサンプルノートブッ
クを通じて SageMaker の特徴と機能を学びます。ノートブックでは、SageMaker JumpStart Industry
Python SDK を使用して業界のテキストデータを強化し、事前トレーニング済みモデルを微調整する方法
も示します。
トピック
• Amazon SageMaker JumpStart Industry Python SDK (p. 69)
• Amazon SageMaker JumpStart Industry のソリューション (p. 69)
• Amazon SageMaker JumpStart Industry のモデル (p. 70)
• Amazon SageMaker JumpStart Industry のサンプルノートブック (p. 71)
• Amazon SageMaker JumpStart Industry のブログ記事 (p. 72)

Amazon SageMaker JumpStart Industry Python SDK
SageMaker JumpStart には、SageMaker JumpStart Industry Python SDK と呼ばれるクライアントライブ
ラリを通じて、業界データセットをキュレートし、事前トレーニング済みのモデルを微調整するための
処理ツールが用意されています。SDK に関する詳細な API ドキュメント、 SageMaker JumpStart で最
先端モデルのパフォーマンスを向上させるための業界テキストデータセットの処理と強化については、
「SageMaker JumpStart Industry Python SDK オープンソースのドキュメント」を参照してください。

Amazon SageMaker JumpStart Industry のソリューション
SageMaker JumpStart Industry では、次のソリューションノートブックが提供されています。
• Corporate Credit Rating Prediction – Financial Services
この SageMaker JumpStart Industry ソリューションは、拡張テキストを使用した企業信用格付けモデルの
テンプレートを提供します。このテンプレートは、数値特徴 (ここでは有名なアルトマンの 5 つの財務比
率) に基づいたモデルと SEC ファイリングのテキストを組み合わせて、信用格付けの予測を改善する方法
を示します。アルトマンの 5 つの比率以外にも、必要に応じて変数を追加したり、カスタム変数を設定し
たりできます。このソリューションノートブックでは、SEC ファイリングのテキストの NLP スコアリン
グを処理する際に SageMaker JumpStart Industry Python SDK を活用する方法を説明しています。さらに
このソリューションは、拡張データセットを使用してモデルをトレーニングすることによって、クラス最
高のモデルを実現し、本番環境の SageMaker エンドポイントにモデルをデプロイし、改善された予測を
リアルタイムで取得する方法も示します。

Note
ソリューションノートブックは、デモンストレーション専用のノートブックです。財務や投資の
アドバイスを提供するものではありません。
次のスクリーンショットは、Studio の SageMaker JumpStart ページで提供されるソリューションカードを
示しています。
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Note
SageMaker JumpStart Industry のソリューション、モデルカード、サンプルノートブックのホス
トおよび実行は SageMaker Studio を通じて行う必要があります。SageMaker コンソールにログ
インし、SageMaker Studio を起動します。ソリューションカードの検索方法については、前のト
ピックの「SageMaker JumpStart」を参照してください。

Amazon SageMaker JumpStart Industry のモデル
SageMaker JumpStart Industry では、以下に示す、事前トレーニング済みの堅牢に最適化された BERT の
アプローチ (RoBERTa) モデルが提供されます。
• RoBERTa-SEC-Base
• RoBERTa-SEC-WIKI-Base
• RoBERTa-SEC-Large
• RoBERTa-SEC-WIKI-Large
RoBERTa-SEC-Base と RoBERTa-SEC-Large のモデルは、GluonNLP の RoBERTa モデルに基づくテ
キスト埋め込みモデルであり、2010 年代の 10 年間 (2010 年から 2019 年) の S&P 500 SEC 10-K/10-Q
レポートで事前トレーニングされています。これ以外にも、SageMaker JumpStart Industry では、2 つの
RoBERTa のバリエーション (RoBERTa-SEC-WIKI-Base と RoBERTa-SEC-WIKI-Large) が提供されてい
ます。これらは、SEC ファイリングと Wikipedia の一般的なテキストで事前トレーニングされています。
SageMaker JumpStart でモデルカードをデプロイすると、対応するノートブックにアクセスできるように
なります。ペアになったノートブックを使用すれば、SageMaker JumpStart Industry Python SDK によっ
て強化されたマルチモーダルデータセットの特定の分類タスクに対して、事前トレーニング済みのモデル
を微調整する方法を確認できます。

Note
モデルノートブックは、デモンストレーション専用のノートブックです。財務や投資のアドバイ
スを提供するものではありません。
次のスクリーンショットは、Studio の SageMaker JumpStart ページで提供される、事前トレーニング済み
のモデルカードを示しています。
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Note
SageMaker JumpStart Industry のソリューション、モデルカード、サンプルノートブックのホス
トおよび実行は SageMaker Studio を通じて行う必要があります。SageMaker コンソールにログ
インし、SageMaker Studio を起動します。モデルカードの検索方法については、前のトピックの
「SageMaker JumpStart」を参照してください。

Amazon SageMaker JumpStart Industry のサンプルノートブック
SageMaker JumpStart Industry は、業界別に焦点を絞った機械学習の問題を解決するための、次のような
実践的なサンプルを提供しています。
• SEC Filings Retrieval w/ Summarizer and Scoring - このサンプルでは、SageMaker JumpStart Industry
Python SDK を使用し、NLP スコアのタイプと対応する単語リストに基づいて、テキストの要約やスコ
アリングなどの SEC ファイリングを処理する方法について説明します。このノートブックの内容をプ
レビューするには、「SEC ファイリングと NLP スコアからのマルチモーダルデータセットの簡単な構
築」を参照してください。
• ML on a TabText (Multimodal) Dataset - このサンプルでは、異なるタイプのデータセットを TabText と
いう 1 つのデータフレームにマージし、マルチモーダル ML を実行する方法を示します。このノート
ブックの内容をプレビューするには、「TabText Dataframe での機械学習 - 給料保護プログラムに基づ
くサンプル」を参照してください。
• Multi-category ML on SEC filings data - このサンプルでは、多クラス分類タスクの SEC ファイリングか
らキュレートされたマルチモーダル (TabText) データセットで AutoGluon NLP モデルをトレーニングす
る方法を示します。MDNA テキスト列に基づいて、業界コードに SEC 10K/Q ファイリングを分類する
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Note
サンプルノートブックは、デモンストレーション専用のノートブックです。財務や投資のアドバ
イスを提供するものではありません。
次のスクリーンショットは、Studio の SageMaker JumpStart ページで提供される、サンプルノートブック
カードを示しています。

Note
SageMaker JumpStart Industry のソリューション、モデルカード、サンプルノートブックのホス
トおよび実行は SageMaker Studio を通じて行う必要があります。SageMaker コンソールにログ
インし、SageMaker Studio を起動します。サンプルノートブックの検索方法については、前のト
ピックの「SageMaker JumpStart」を参照してください。
サンプルノートブックの内容をプレビューするには、SageMaker JumpStart Industry Python SDK ドキュ
メントの「チュートリアル – ファイナンス」を参照してください。

Amazon SageMaker JumpStart Industry のブログ記事
SageMaker JumpStart Industry のソリューション、モデル、サンプル、 SDK の詳細な使用方法について
は、次のブログ記事を参照してください。
• Amazon SageMaker JumpStart で転移学習にトレーニング済みの金融言語モデルを使う
• Amazon SageMaker JumpStart でのマルチモーダル ML を使用したレーティング分類に SEC テキスト
を使う
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Amazon SageMaker ノートブックインスタンスの
使用を開始する
Amazon SageMaker を使用して機械学習 (ML) を実践するうえで最も効果的な方法の 1 つが、SageMaker
ノートブックインスタンスを使用して ML モデルをトレーニングしてデプロイする方法です。SageMaker
ノートブックインスタンスを使用すると、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で Jupyter
サーバーを起動し、パッケージ (Amazon SageMaker Python SDK、AWS SDK for Python (Boto3)、AWS
Command Line Interface (AWS CLI)、Conda、Pandas、深層学習フレームワークライブラリ、データサイ
エンスと機械学習のためのその他のライブラリ) で事前設定されたカーネルを提供することによって、環
境を作成できます。

SageMaker Python SDK を使用した機械学習
SageMaker ノートブックインスタンスで ML モデルをトレーニング、検証、デプロイ、評価するに
は、SageMaker Python SDK を使用します。SageMaker Python SDK は、AWS SDK for Python (Boto3) と
SageMaker API オペレーションを抽象化します。これにより、データとモデルアーティファクトを保存
するための Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、ML モデルをインポートおよびサービスする
ための Amazon Elastic Container Registry (ECR)、トレーニングや推論のための Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) などの他の AWS のサービスとの統合とオーケストレートが可能になります。
また、データラベリング、データの前処理、モデルトレーニング、モデルのデプロイ、予測パフォーマン
スの評価、本番環境におけるモデルの品質のモニタリングなど、完全な ML サイクルのあらゆる段階に対
応する便利な SageMaker の機能も利用できます。
初めて SageMaker を使用する場合は、エンドツーエンドの機械学習チュートリアルに従っ
て、SageMaker Python SDK を使用することをお勧めします。オープンソースのドキュメントを見つける
には、「Amazon SageMaker Python SDK」を参照してください。

チュートリアルの概要
この開始方法のチュートリアルでは、SageMaker ノートブックインスタンスの作成方法、機械学習用に
Conda 環境で事前設定されたカーネルで Jupyter ノートブックを開く方法、エンドツーエンドの ML サイ
クルを実行するための SageMaker セッションの開始方法について説明します。SageMaker セッションと
自動的にペアリングされたデフォルトの Amazon S3 バケットにデータセットを保存する方法、ML モデル
のトレーニングジョブを Amazon EC2 に送信する方法、ホスティングまたはバッチ推論で予測用にトレー
ニングされたモデルを Amazon EC2 を介してデプロイする方法を学習します。
このチュートリアルでは、SageMaker 組み込みモデルプールから XGBoost モデルをトレーニングする詳
細な ML フローをわかりやすく紹介します。米国成人国勢調査データセットを使用し、個人収入の予測に
関するトレーニング済み SageMaker XGBoost モデルのパフォーマンスを評価します。
• SageMaker XGBoost – XGBoost モデルは SageMaker 環境に適合し、Docker コンテナとして事前設
定されています。SageMaker は、SageMaker の機能の使用に対応した一連の組み込みアルゴリズムを
提供しています。SageMaker に適応した ML アルゴリズムの詳細については、「アルゴリズムを選択
する」と「Amazon SageMaker 組み込みアルゴリズムを使用する」を参照してください。SageMaker
組み込みアルゴリズム API のオペレーションについては、「Amazon SageMaker Python SDK」の
「ファーストパーティアルゴリズム」を参照してください。
• 成人国勢調査データセット - Ronny Kohavi 氏と Barry Becker 氏による 1994 年国勢調査局データベー
スからのデータセットです (Data Mining and Visualization、Silicon Graphics)。SageMaker XGBoost モ
デルはこのデータセットを使用してトレーニングされており、個人の年間所得が 50,000 USD 以下にな
るかどうかを予測します。
トピック
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• ステップ 1: Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを作成する (p. 74)
• ステップ 2: Jupyter ノートブックを作成する (p. 75)
• ステップ 3: データセットをダウンロード、調査、変換する (p. 76)
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ステップ 1: Amazon SageMaker ノートブックインス
タンスを作成する
Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、Jupyter ノートブックアプリを実行しているフルマ
ネージド機械学習 (ML) Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) コンピューティングインスタンス
です。ノートブックインスタンスを使用すると、データの前処理のための Jupyter ノートブックを作成、
管理したり、機械学習モデルをトレーニング、デプロイしたりできます。

SageMaker ノートブックインスタンスを作成するには
1.

Amazon SageMaker コンソール (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/) を開きます。

2.

[Notebook instances] (ノートブックインスタンス) を選択して、[Create notebook instance] (ノート
ブックインスタンスの作成) を選択します。

3.

[ノートブックインスタンスの作成] ページに、以下の情報を入力します (フィールドが記載されていな
い場合は、デフォルト値のままにします)。
a.

[ノートブックインスタンス名] に、ノートブックインスタンスの名前を入力します。

b.

[ノートブックインスタンスタイプ] で、[ml.t2.medium] を選択します。これは、このノート
ブックインスタンスでサポートされる最も安価なインスタンスタイプですが、この演習では問題
ありません。現在の AWS リージョンで ml.t2.medium インスタンスタイプを使用できない場合
は、ml.t3.medium を選択します。

c.

[Platform Identifier] (プラットフォーム識別子) で、ノートブックインスタンスを作成するプラッ
トフォームタイプを選択します。このプラットフォームタイプによって、ノートブックインス
タンスの作成に使用するオペレーティングシステムと JupyterLab バージョンが決まります。プ
ラットフォーム識別子タイプの詳細については、「Amazon Linux 2 ノートブックインスタンスと
Amazon Linux ノートブックインスタンス (p. 192)」を参照してください。JupyterLab のバー
ジョンの詳細については、「JupyterLab バージョニング (p. 195)」を参照してください。

d.

[IAM role] (IAM ロール) の場合は、[Create a new role] (新しいロールの作成) を選択
し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。この IAM ロールでは、名前に sagemaker
を含むすべての S3 バケットにアクセスするためのアクセス許可を自動的に取得しま
す。AmazonSageMakerFullAccess ポリシーを使用してこれらのアクセス許可を取得します。
アクセス許可は、SageMaker によってロールにアタッチされます。

Note
名前に sagemaker を含まない S3 バケットにアクセスするアクセス許可を IAM ロール
に付与する場合は、S3FullAccess ポリシーをアタッチするか、特定の S3 バケットへ
のアクセス許可をその IAM ロールに制限します。IAM ロールへのバケットポリシーの追
加方法の詳細とサンプルについては、「バケットポリシーの例」を参照してください。
e.

[Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。
数分で、SageMaker で ML コンピューティングインスタンス (この場合ノートブックインスタン
ス) が起動し、5 GB の Amazon EBS ストレージボリュームがアタッチされます。ノートブック
インスタンスには、事前設定された Jupyter ノートブックサーバー、AWS SDK ライブラリ、一
連の Anaconda ライブラリがあります。
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SageMaker ノートブックインスタンスの作成方法については、「ノートブックインスタンスを作
成する」を参照してください。

(オプション) SageMaker ノートブックインスタンス設定を変更
する
ML コンピューティングのインスタンスタイプまたは作成済みの SageMaker ノートブックインスタンスの
Amazon EBS ストレージのサイズを変更する場合は、ノートブックインスタンスの設定を編集します。

SageMaker ノートブックのインスタンスタイプと EBS ボリュームを変更および更新するには
1.

SageMaker コンソールの [Notebook instances] (ノートブックインスタンス) ページで、ノートブック
インスタンスを選択します。

2.

[Action] (アクション)、[Stop] (停止) の順に選択し、ノートブックインスタンスが完全に停止するまで
待ちます。

3.

ノートブックインスタンスのステータスが [Stopped] (停止) に変わったら、[Actions] (アクショ
ン)、[Update setting] (設定の更新) の順に選択します。
a.

[Notebook instance type] (ノートブックインスタンスのタイプ) で、別の ML インスタンスタイプ
を選択します。

b.

[Volume size in GB] (ボリュームサイズ (GB 単位)) で、別の整数を入力して新しい EBS ボリュー
ムサイズを指定します。

Note
EBS ストレージボリュームは暗号化されているため、SageMaker でボリューム上の使用
可能な空き容量を判断できません。これにより、ボリュームのサイズを増やすことがで
きますが、ノートブックインスタンスを更新するときに、ボリュームのサイズを小さく
することはできません。使用中の ML ストレージボリュームのサイズを小さくする場合
は、目的のサイズで新しいノートブックインスタンスを作成します。
4.

ページの最下部にある [Update notebook instance] (ノートブックインスタンスの更新) を選択しま
す。

5.

更新が完了したら、[Start] (開始) を選択して、新しい設定でノートブックインスタンスを開始しま
す。

SageMaker ノートブックインスタンス設定の更新方法については、「ノートブックインスタンスを更新す
る」を参照してください。

(オプション) SageMaker ノートブックインスタンスの詳細設定
次のチュートリアル動画では、SageMaker コンソールから SageMaker のライフサイクル設定や GitHub
リポジトリのインポートなどの詳細オプションを使用して SageMaker ノートブックインスタンスを設
定、使用する方法を解説しています (所要時間: 26:04)。
SageMaker ノートブックインスタンスに関する詳細なドキュメントについては、「Amazon SageMaker
ノートブックインスタンスを使用する」を参照してください。

ステップ 2: Jupyter ノートブックを作成する
モデルのトレーニングとデプロイのためのスクリプトを作成するには、最初に SageMaker ノートブック
インスタンスに Jupyter ノートブックを作成します。Jupyter ノートブックを使用すると、SageMaker の
機能とAWS インフラストラクチャにアクセスしながら、トレーニングと推論のための機械学習 (ML) テス
トを実施できます。
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Juypter ノートブックを作成するには
1.

次の手順を実行して、ノートブックインスタンスを開きます。
a.

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

b.

[Notebook instances] (ノートブックインスタンス) ページで、JupyterLab インターフェイス
の [Open JupyterLab] (JupyterLab を開く) またはクラシック Jupyter ビューの [Open Jupyter]
(JupyterLab を開く) のいずれかを選択して、ノートブックインスタンスを開きます。

Note
ノートブックインスタンスの [Status] (ステータス) 列に [Pending] (保留中) と表示されて
いる場合は、ノートブックインスタンスはまだ作成中です。ノートブックが使用可能に
なると、ステータスは [InService] (実行中) に変わります。
2.

次の手順を実行して、ノートブックを作成します。
• JupyterLab ビューでノートブックを開いた場合は、[File] (ファイル) メニューの [New] (新
規)、[Notebook] (ノートブック) の順に選択します。[カーネルの選択] で、[conda_python3] を選択
します。この事前にインストールされた環境には、デフォルトの Anaconda インストールおよび
Python 3 が含まれています。
• クラシック Jupyter ビューでノートブックを開いた場合は、[Files] (ファイル) タブで [New] (新
規)、[conda_python3] の順に選択します。この事前にインストールされた環境には、デフォルトの
Anaconda インストールおよび Python 3 が含まれています。

3.

次の手順を実行して、ノートブックを保存します。
• JupyterLab ビューで、[File] (ファイル)、[Save Notebook As...] (ノートブックに名前を付けて保
存...) の順にクリックし、ノートブックの名前を変更します。
• Jupyter クラシックビューで、[File] (ファイル)、[Save as...] (名前を付けて保存...) の順にクリック
し、ノートブックの名前を変更します。

ステップ 3: データセットをダウンロード、調査、変
換する
このステップでは、SHAP (SHapley Additive exPlanations) ライブラリを使用して、ノートブックインスタ
ンスに成人国勢調査データセットを読み込み、データセットの確認、変換、Amazon S3 へのアップロード
を行います。SHAP は、機械学習モデルの出力を説明するためのゲーム論的アプローチです。SHAP の詳
細については、「SHAP ドキュメントへようこそ」を参照してください。
次のサンプルを実行するには、サンプルコードをノートブックインスタンスのセルに貼り付けます。

SHAP を使用して成人国勢調査データセットを読み込む
次の手順を実行し、SHAP ライブラリを使用して成人国勢調査データセットをインポートします。
import shap
X, y = shap.datasets.adult()
X_display, y_display = shap.datasets.adult(display=True)
feature_names = list(X.columns)
feature_names

Note
最新の Jupyter カーネルに SHAP ライブラリがない場合は、次の conda コマンドを実行してライ
ブラリをインストールします。
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%conda install -c conda-forge shap

JupyterLab を使用する場合は、インストールと更新の完了後にカーネルを手動で更新する必要が
あります。次の IPython スクリプトを実行して、カーネルをシャットダウンします (カーネルは自
動的に再起動します)。
import IPython
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

feature_names リストオブジェクトにより、次のような機能のリストが返されます。
['Age',
'Workclass',
'Education-Num',
'Marital Status',
'Occupation',
'Relationship',
'Race',
'Sex',
'Capital Gain',
'Capital Loss',
'Hours per week',
'Country']

Tip
ラベルのないデータから始める場合は、Amazon SageMaker Ground Truth を使用することによっ
て、数分でデータラベリングワークフローを作成できます。詳細については、「データをラベル
付けする」を参照してください。

データセットの概要
次のスクリプトを実行すると、データセットの統計概要と数値特徴のヒストグラムが表示されます。
display(X.describe())
hist = X.hist(bins=30, sharey=True, figsize=(20, 10))
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Tip
クリーンアップと変換が必要なデータセットを使用する場合は、Amazon SageMaker Data
Wrangler を使用することによって、データの前処理と特徴量エンジニアリングを簡素化および
合理化できます。詳細については、「Amazon SageMaker Data Wrangler で ML データを準備す
る」を参照してください。

データセットをトレーニング、検証、テストデータセットに分割
する
Sklearn を使用して、データセットをトレーニングセットとテストセットに分割します。トレーニング
セットはモデルのトレーニングに使用し、テストセットは最終的なトレーニング済みモデルのパフォーマ
ンスを評価するために使用します。データセットは、固定ランダムシード (データセットの 80% がトレー
ニングセット、20% がテストセット) でランダムにソートされます。
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=1)
X_train_display = X_display.loc[X_train.index]

トレーニングセットを分割して、検証セットを分離します。検証セットは、トレーニング済みモデルのパ
フォーマンスを評価するとともに、モデルのハイパーパラメータを調整するために使用します。トレーニ
ングセットの 75% が最終的なトレーニングセットになり、残りは検証セットになります。
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_train, y_train, test_size=0.25,
random_state=1)
X_train_display = X_display.loc[X_train.index]
X_val_display = X_display.loc[X_val.index]
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pandas パッケージを使用して、数値特徴と実際のラベルを連結し、各データセットを明示的に整列させま
す。
import pandas as pd
train = pd.concat([pd.Series(y_train, index=X_train.index,
name='Income>50K', dtype=int), X_train], axis=1)
validation = pd.concat([pd.Series(y_val, index=X_val.index,
name='Income>50K', dtype=int), X_val], axis=1)
test = pd.concat([pd.Series(y_test, index=X_test.index,
name='Income>50K', dtype=int), X_test], axis=1)

データセットが以下のように期待どおりに分割され、構成されているかどうかを確認します。
train

validation

test
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トレーニングデータセットと検証データセットを CSV ファイル
に変換する
train と validation のデータフレームオブジェクトを CSV ファイルに変換し、XGBoost アルゴリズ
ムの入力ファイル形式に合わせます。
# Use 'csv' format to store the data
# The first column is expected to be the output column
train.to_csv('train.csv', index=False, header=False)
validation.to_csv('validation.csv', index=False, header=False)

データセットを Amazon S3 にアップロードする
SageMaker と Boto3 を使用して、トレーニングデータセットと検証データセットをデフォルトの Amazon
S3 バケットにアップロードします。S3 バケット内のデータセットは、Amazon EC2 のコンピューティン
グに最適化された SageMaker インスタンスによってトレーニングに使用されます。
次のコードは、現在の SageMaker セッションのデフォルトの S3 バケット URI を設定し、新しい demosagemaker-xgboost-adult-income-prediction フォルダを選択し、トレーニングデータセットと
検証データセットを data サブフォルダにアップロードします。
import sagemaker, boto3, os
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = "demo-sagemaker-xgboost-adult-income-prediction"
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(
os.path.join(prefix, 'data/train.csv')).upload_file('train.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(
os.path.join(prefix, 'data/validation.csv')).upload_file('validation.csv')

AWS CLI を実行し、CSV ファイルが S3 バケットに正常にアップロードされたかどうかを確認します。
! aws s3 ls {bucket}/{prefix}/data --recursive

以下のような出力が返されます。
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ステップ 4: モデルをトレーニングする
Amazon SageMaker Python SDK は、フレームワーク推定器と汎用推定器を提供し、SageMaker のト
レーニング機能や Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)、Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2)、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などの AWS インフラストラクチャに
アクセスして機械学習 (ML) のライフサイクルをオーケストレートしながらモデルをトレーニングしま
す。SageMaker の組み込みフレームワーク推定器の詳細については、Amazon SageMaker Python SDK
ドキュメントの「フレームワーク」を参照してください。組み込みアルゴリズムの詳細については、
「Amazon を使った SageMaker 組み込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモデル (p. 981)」を参照
してください。
トピック
• トレーニングアルゴリズムを選択する (p. 81)
• トレーニングジョブを作成して実行する (p. 81)

トレーニングアルゴリズムを選択する
通常、データセットに適切なアルゴリズムを選択するには、さまざまなモデルを評価して、データに最適
なモデルを見つける必要があります。簡単に作業できるように、このチュートリアルでは、モデルの事前
評価を行わずに SageMaker XGBoost アルゴリズム (p. 1914) 組み込みアルゴリズムを使用します。

Tip
使用する表形式データセットに適したモデルを SageMaker で探す場合は、機械学習ソリューショ
ンを自動化する Amazon SageMaker Autopilot を使用します。詳細については、「Amazon でモ
デル開発を自動化する SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 221)」を参照してください。

トレーニングジョブを作成して実行する
使用するモデルが見つかったら、トレーニング用の SageMaker 推定器を構築します。このチュートリア
ルでは、SageMaker 汎用推定器に XGBoost 組み込みアルゴリズムを使用します。

モデルトレーニングジョブを実行するには
1.

Amazon SageMaker Python SDK をインポートし、現在の SageMaker セッションから基本情報を取
得して開始します。
import sagemaker
region = sagemaker.Session().boto_region_name
print("AWS Region: {}".format(region))
role = sagemaker.get_execution_role()
print("RoleArn: {}".format(role))

次のような情報が返されます。
• region - SageMaker ノートブックインスタンスが実行されている、現在の AWS リージョン。
• role - ノートブックインスタンスで使用されている IAM ロール。

Note
sagemaker.__version__ を実行して SageMaker Python SDK のバージョンを確認しま
す。このチュートリアルは sagemaker>=2.20 に基づいています。SDK が古い場合は、以
下のコマンドを実行して最新バージョンをインストールします。
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! pip install -qU sagemaker

このインストールを既存の SageMaker Studio またはノートブックインスタンスで実行する
場合は、カーネルを手動で更新して、バージョン更新の適用を完了させる必要があります。
2.

sagemaker.estimator.Estimator クラスを使用して XGBoost 推定器を作成します。次のサンプ
ルコードでは、XGBoost 推定器の名前が xgb_model になっています。
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
from sagemaker.session import TrainingInput
s3_output_location='s3://{}/{}/{}'.format(bucket, prefix, 'xgboost_model')
container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.2-1")
print(container)
xgb_model=sagemaker.estimator.Estimator(
image_uri=container,
role=role,
instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
volume_size=5,
output_path=s3_output_location,
sagemaker_session=sagemaker.Session(),
rules=[Rule.sagemaker(rule_configs.create_xgboost_report())]
)

SageMaker 推定器を作成するには、次のパラメータを指定します。
• image_uri - トレーニングコンテナイメージ URI を指定します。この例で
は、sagemaker.image_uris.retrieve を使用して SageMaker XGBoost トレーニングコンテ
ナ URI を指定しています。
• role - SageMaker がユーザーに代わってタスクを実行する (例えば、トレーニング結果を Amazon
S3 から読み取り、Amazon S3 からモデルアーティファクトを呼び出し、トレーニング結果を
Amazon S3 に書き込む) 際に使用する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
• instance_count と instance_type - モデルのトレーニングに使用される Amazon EC2 ML コ
ンピューティングインスタンスのタイプと数。このトレーニング演習では、単一の ml.m4.xlarge
インスタンスを使用します。このインスタンスは、4 つの CPU、16 GB のメモリ、Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS) ストレージ、高いネットワークパフォーマンスを備えています。EC2 コ
ンピューティングインスタンスのタイプの詳細については、「Amazon EC2 インスタンスタイプ」
を参照してください。請求の詳細については、「Amazon SageMaker の料金」を参照してくださ
い。
• volume_size -トレーニングインスタンスにアタッチする EBS ストレージボリュームのサイズ
(GB)。File モードを使用する場合はトレーニングデータを保存するのに十分な大きさである必要
があります (File モードはデフォルトでオン )。
• output_path - SageMaker がモデルアーティファクトとトレーニング結果を保存する S3 バケッ
トのパス。
• sagemaker_session - SageMaker API オペレーション、およびトレーニングジョブで使用される
その他の AWS のサービスとのやり取りを管理するセッションオブジェクト。
• rules - SageMaker デバッガー組み込みルールのリストを指定します。この例で
は、create_xgboost_report() ルールによって、トレーニングの進行状況と結果に関するイン
サイトを提供する XGBoost レポートが作成されます。詳細については、「SageMaker デバッガー
XGBoost トレーニングレポート (p. 2208)」を参照してください。
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Tip
畳み込みニューラルネットワーク (CNN) や自然言語処理 (NLP) モデルなど、大規模な深層
学習モデルの分散トレーニングを実行する場合、データの並列処理またはモデルの並列処理
には SageMaker Distributed を使用します。詳細については、「アマゾン SageMaker 分散ト
レーニングライブラリ (p. 2333)」を参照してください。
3.

推定器の set_hyperparameters メソッドを呼び出して、XGBoost アルゴリズムのハイパーパラ
メータ値を設定します。XGBoost ハイパーパラメータの詳細なリストについては、「XGBoost のハイ
パーパラメータ (p. 1921)」を参照してください。
xgb_model.set_hyperparameters(
max_depth = 5,
eta = 0.2,
gamma = 4,
min_child_weight = 6,
subsample = 0.7,
objective = "binary:logistic",
num_round = 1000
)

Tip
SageMaker ハイパーパラメータ最適化機能を使用してハイパーパラメータを調整する
こともできます。詳細については、「を使用して自動モデルチューニングを実行する
SageMaker (p. 2303)」を参照してください。
4.

TrainingInput クラスを使用して、トレーニング用のデータ入力フローを設定します。次のサンプ
ルコードは、「データセットをトレーニング、検証、テストデータセットに分割する (p. 78)」セク
ションで Amazon S3 にアップロードしたトレーニングデータセットと検証データセットを使用する
ための TrainingInput オブジェクトの設定方法を示しています。
from sagemaker.session import TrainingInput
train_input = TrainingInput(
"s3://{}/{}/{}".format(bucket, prefix, "data/train.csv"), content_type="csv"
)
validation_input = TrainingInput(
"s3://{}/{}/{}".format(bucket, prefix, "data/validation.csv"), content_type="csv"
)

5.

モデルトレーニングを開始するには、推定器の fit メソッドをトレーニングデータセットと検証デー
タセットで呼び出します。wait=True を設定すると、fit メソッドは、進捗状況ログを表示し、ト
レーニングが完了するまで待機状態になります。
xgb_model.fit({"train": train_input, "validation": validation_input}, wait=True)

モデルトレーニングの詳細については、「Amazon でモデルをトレーニングする SageMaker (p. 8)」
を参照してください。このチュートリアルのトレーニングジョブには、最大で 10 分かかる場合があ
ります。
トレーニングジョブが終わったら、XGBoost トレーニングレポートと SageMaker デバッガーによっ
て生成されたプロファイリングレポートをダウンロードできます。XGBoost トレーニングレポート
では、イテレーションに対する損失関数、特徴量の重要度、混同行列、精度曲線、トレーニングの
その他の統計結果など、トレーニングの進行状況と結果に関するインサイトが提供されます。例え
ば、XGBoost トレーニングレポートで次のような損失曲線が見つかる場合があります。これは、オー
バーフィットの問題があることを明確に示しています。
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次のコードを実行すると、Debugger トレーニングレポートが生成される S3 バケット URI を指定
し、レポートが存在するかどうかを確認します。
rule_output_path = xgb_model.output_path + "/" + xgb_model.latest_training_job.job_name
+ "/rule-output"
! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive

Debugger XGBoost トレーニングレポートとプロファイリングレポートを現在のワークスペースにダ
ウンロードします。
! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive

次の IPython スクリプトを実行すると、XGBoost トレーニングレポートのファイルリンクを取得しま
す。
from IPython.display import FileLink, FileLinks
display("Click link below to view the XGBoost Training report",
FileLink("CreateXgboostReport/xgboost_report.html"))

次の IPython スクリプトは、EC2 インスタンスのリソース使用率、システムボトルネックの検出結
果、Python オペレーションプロファイリング結果の概要と詳細を示す Debugger プロファイリングレ
ポートのファイルリンクを返します。
profiler_report_name = [rule["RuleConfigurationName"]
for rule in xgb_model.latest_training_job.rule_job_summary()
if "Profiler" in rule["RuleConfigurationName"]][0]
profiler_report_name
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display("Click link below to view the profiler report", FileLink(profiler_report_name
+"/profiler-output/profiler-report.html"))

Tip
HTML レポートの JupyterLab ビューにプロットがレンダリングされない場合は、レポートの
上部にある [Trust HTML] (HTML を信頼) を選択する必要があります。
オーバーフィット、勾配の消失、モデルの収束を妨げるその他の問題など、トレーニング
の問題を特定するには、SageMaker Debugger を使用して ML モデルのプロトタイプ作成や
トレーニング中の自動化アクションを取得します。詳細については、「Amazon を使ったト
レーニングジョブのデバッグとプロバッグ SageMaker デバッガー (p. 2118)」を参照してく
ださい。モデルパラメータの詳細な解析を確認するには、「Amazon SageMaker Debugger
による説明可能性」サンプルノートブックを参照してください。
これで、XGBoost モデルをトレーニングしました。SageMaker はモデルアーティファクトを S3 バケット
に保存します。モデルアーティファクトの場所を確認するには、次のコードを実行して xgb_model 推定
器の model_data 属性を出力します。
xgb_model.model_data

Tip
ML ライフサイクル (データ収集、モデルトレーニングとチューニング、予測用にデプロイ
された ML モデルのモニタリング) の各段階で発生する可能性のあるバイアスを測定するに
は、SageMaker Clarify を使用します。詳細については、「アマゾン SageMaker モデルの説明可
能性の明確化 (p. 2478)」を参照してください。エンドツーエンドの例については、「SageMaker
Clarify による公平性と説明可能性」のサンプルノートブックを参照してください。

ステップ 5: モデルを Amazon EC2 にデプロイする
予測を取得するには、Amazon SageMaker を使用して Amazon EC2 にモデルをデプロイします。
トピック
• SageMaker ホスティングサービスにモデルをデプロイする (p. 85)
• (オプション) SageMaker 予測子を使用して、ホストされたエンドポイントを再利用する (p. 86)
• (オプション) バッチ変換を使用して予測を行う (p. 86)

SageMaker ホスティングサービスにモデルをデプロイする
Amazon SageMaker を使用して Amazon EC2 経由でモデルをホストするには、「トレーニングジョブを
作成して実行する (p. 81)」でトレーニングしたモデルを xgb_model 推定器の deploy メソッドを呼
び出してデプロイします。deploy メソッドを呼び出すときに、エンドポイントをホストするのに使用す
る EC2 ML インスタンスの数とタイプを指定します。
import sagemaker
from sagemaker.serializers import CSVSerializer
xgb_predictor=xgb_model.deploy(
initial_instance_count=1,
instance_type='ml.t2.medium',
serializer=CSVSerializer()
)

• initial_instance_count (int) - モデルをデプロイするインスタンスの数。
• instance_type (str) - デプロイされたモデルを操作するインスタンスのタイプ。
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• serializer (int) - さまざまな形式 (NumPy 配列、リスト、ファイル、バッファ) の入力データを CSV
形式の文字列にシリアル化します。XGBoost アルゴリズムでは CSV 形式の入力ファイルを使用できる
ため、このファイルを使用します。
この deploy メソッドはデプロイ可能なモデルを作成し、SageMaker ホスティングサービスエンドポイン
トを設定し、モデルをホストするエンドポイントを起動します。詳細については、「Amazon SageMaker
Python SDK」の「SageMaker 汎用推定器のデプロイクラスメソッド」を参照してください。deploy メ
ソッドで生成されたエンドポイントの名前を取得するには、次のコードを実行します。
xgb_predictor.endpoint_name

これにより xgb_predictor のエンドポイント名が返されます。エンドポイント名の形式は
"sagemaker-xgboost-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS" になります。このエンドポイントは ML インス
タンスでアクティブなままとなるため、後でシャットダウンしない限り、いつでも瞬時に予測を行うこと
ができます。このエンドポイント名をコピーして保存しておけば、再利用して、SageMaker Studio または
SageMaker ノートブックインスタンスの他の場所でリアルタイム予測を行うことができます。

Tip
Amazon EC2 インスタンスやエッジデバイスにデプロイするのためのモデルのコンパイルと最適
化の詳細については、「Neo でモデルをコンパイルしてデプロイする」を参照してください。

(オプション) SageMaker 予測子を使用して、ホストされたエン
ドポイントを再利用する
モデルをエンドポイントにデプロイしたら、エンドポイントをペアリングして新しい SageMaker 予測子
を設定し、他のノートブックでリアルタイム予測を継続的に行うことができます。次のサンプルコード
は、SageMaker Predictor クラスを使用して、同じエンドポイントを使用した新しい予測子オブジェクト
を設定する方法を示しています。xgb_predictor に使用したエンドポイント名を再利用します。
import sagemaker
xgb_predictor_reuse=sagemaker.predictor.Predictor(
endpoint_name="sagemaker-xgboost-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS",
sagemaker_session=sagemaker.Session(),
serializer=sagemaker.serializers.CSVSerializer()
)

xgb_predictor_reuse 予測子はオリジナルの xgb_predictor とまったく同じ動作をします。詳細に
ついては、「Amazon SageMaker Python SDK」の「SageMaker 予測子」クラスを参照してください。

(オプション) バッチ変換を使用して予測を行う
本番環境のエンドポイントをホストする代わりに、1 回限りのバッチ推論ジョブを実行することによっ
て、SageMaker バッチ変換を使用してテストデータセットで予測を行うことができます。モデルト
レーニングが完了したら、推定器を transformer オブジェクトに拡張できます。これは、SageMaker
Transformer クラスをベースにしています。バッチトランスフォーマーは、指定された S3 バケットの入力
データを読み込み、予測を行います。

バッチ変換ジョブを実行するには
1.

次のコードを実行して、テストデータセットの特徴列を CSV ファイルに変換し、S3 バケットにアッ
プロードします。
X_test.to_csv('test.csv', index=False, header=False)
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(
os.path.join(prefix, 'test/test.csv')).upload_file('test.csv')
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2.

バッチ変換ジョブの入力および出力の S3 バケット URI を、次に示すように指定します。
# The location of the test dataset
batch_input = 's3://{}/{}/test'.format(bucket, prefix)
# The location to store the results of the batch transform job
batch_output = 's3://{}/{}/batch-prediction'.format(bucket, prefix)

3.

パラメータの最小数を指定する transformer オブジェクトを作成します。次に示すよう
に、instance_count と instance_type のパラメータはバッチ変換ジョブを実行するためのパラ
メータであり、output_path は予測データを保存するためのパラメータです。
transformer = xgb_model.transformer(
instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
output_path=batch_output
)

4.

次に示すように、transformer オブジェクトの transform() メソッドを実行して、バッチ変換
ジョブを開始します。
transformer.transform(
data=batch_input,
data_type='S3Prefix',
content_type='text/csv',
split_type='Line'
)
transformer.wait()

5.

バッチ変換ジョブが完了すると、SageMaker によって test.csv.out 予測データが作成さ
れ、batch_output パスに保存されます。形式は次のようになります: s3://sagemaker<region>-111122223333/demo-sagemaker-xgboost-adult-income-prediction/batchprediction。次の AWS CLI を実行し、バッチ変換ジョブの出力データをダウンロードします。
! aws s3 cp {batch_output} ./ --recursive

これにより、現在の作業ディレクトリの下に test.csv.out ファイルが作成されます。XGBoost ト
レーニングジョブのロジスティック回帰に基づいて予測される浮動値を確認できます。

ステップ 6: モデルを評価する
Amazon SageMaker でモデルをトレーニングしてデプロイしたので、新しいデータに対して正確な予測が
生成されるようにモデルを評価します。モデルの評価には、「ステップ 3: データセットをダウンロード、
調査、変換する (p. 76)」で作成したテストデータセットを使用します。

SageMaker ホスティングサービスにデプロイしたモデルを評価
する
モデルを評価して本番環境で使用するには、テストデータセットを使用してエンドポイントを呼び出し、
取得した推論によって、達成する目標精度が返されるかどうかを確認します。

モデルを評価するには
1.

次の関数を設定して、テストセットの各行を予測します。次のサンプルコードでは、rows 引数で、
一度に予測する行の数を指定します。この値を変更すると、インスタンスのハードウェアリソースを
完全に利用するバッチ推論を実行できます。
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import numpy as np
def predict(data, rows=1000):
split_array = np.array_split(data, int(data.shape[0] / float(rows) + 1))
predictions = ''
for array in split_array:
predictions = ','.join([predictions,
xgb_predictor.predict(array).decode('utf-8')])
return np.fromstring(predictions[1:], sep=',')

2.

次のコードを実行して、テストデータセットの予測を行い、ヒストグラムをプロットします。実際の
値の 0 列目を除外し、テストデータセットの特徴列のみを取得する必要があります。
import matplotlib.pyplot as plt
predictions=predict(test.to_numpy()[:,1:])
plt.hist(predictions)
plt.show()

3.

予測値は浮動小数点タイプです。浮動小数点値に基づいて True または False を決定するには、カッ
トオフ値を設定する必要があります。次のサンプルコードに示すように、Scikit-learn ライブラリを使
用すると、0.5 のカットオフを使用した出力混同メトリクスと分類レポートが返されます。
import sklearn
cutoff=0.5
print(sklearn.metrics.confusion_matrix(test.iloc[:, 0], np.where(predictions > cutoff,
1, 0)))
print(sklearn.metrics.classification_report(test.iloc[:, 0], np.where(predictions >
cutoff, 1, 0)))

この場合、次のような混同行列が返されます。

4.

特定のテストセットで最適なカットオフを求めるには、ロジスティック回帰の対数損失関数を計算
します。対数損失関数は、Ground Truth ラベルの予測確率を返すロジスティックモデルの負の対数
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尤度として定義されます。次のサンプルコードは、対数損失値を数値順かつ反復的に計算します ((y*log(p)+(1-y)log(1-p)) 。ここで y は実際のラベルであり、p は対応するテストサンプルの確
率推定値です。この場合、対数損失とカットオフのグラフが返されます。
import matplotlib.pyplot as plt
cutoffs = np.arange(0.01, 1, 0.01)
log_loss = []
for c in cutoffs:
log_loss.append(
sklearn.metrics.log_loss(test.iloc[:, 0], np.where(predictions > c, 1, 0))
)
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.plot(cutoffs, log_loss)
plt.xlabel("Cutoff")
plt.ylabel("Log loss")
plt.show()

次のような対数損失曲線が返されます。

5.

NumPy argmin と min の関数を使用して、誤差曲線の最小点を求めます。
print(
'Log loss is minimized at a cutoff of ', cutoffs[np.argmin(log_loss)],
', and the log loss value at the minimum is ', np.min(log_loss)
)

この場合、次のようなメッセージが返されます: Log loss is minimized at a cutoff of
0.53, and the log loss value at the minimum is 4.348539186773897。
対数損失関数を計算して最小化する代わりに、代替としてコスト関数を見積もることができます。例
えば、顧客離れ予測問題などのビジネス問題のバイナリ分類を実行するようにモデルをトレーニング
する場合、混同行列の要素に重みを設定することによって、それぞれに対応するコスト関数を計算で
きます。
これで、SageMaker で最初のモデルのトレーニング、デプロイ、評価が完了しました。
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Tip
モデルの品質、データ品質、バイアスドリフトをモニタリングするには、Amazon SageMaker
Model Monitor と SageMaker Clarify を使用します。詳細については、「Amazon SageMaker
Model Monitor」、「データの品質をモニタリングする」、「モデルの品質をモニタリングす
る」、「バイアスドリフトをモニタリングする」、「特徴属性ドリフトをモニタリングする」を
参照してください。

Tip
信頼性の低い ML 予測または予測のランダムなサンプルの人間によるレビューを取得する場合
は、Amazon Augmented AI の人間によるレビューワークフローを使用します。詳細については、
「Amazon Augmented AI を使用したヒューマンレビュー」を参照してください。

ステップ 7: クリーンアップする
不要な料金の発生を回避するため、AWS Management Console を使用してこの演習の実行中に作成したエ
ンドポイントとリソースを削除します。

Note
トレーニングジョブとログは削除できず、無期限に保持されます。

Note
このガイドの他の演習を試す場合は、これらのリソースの一部 (ノートブックインスタンス、S3
バケット、IAM ロールなど) を保管しておくほうがよいでしょう。
1. Amazon SageMaker コンソール (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/) を開き、次のリソース
を削除します。
• エンドポイント。エンドポイントを削除すると、ML コンピューティングインスタンス、またはそれ
をサポートするインスタンスも削除されます。
1.

[推論] で、[エンドポイント] を選択します。

2.

サンプルで作成したエンドポイントを選択し、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選
択します。

• エンドポイントの設定。
1.

[推論] で、[エンドポイント設定] を選択します。

2.

サンプルで作成したエンドポイント設定を選択し、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順
に選択します。

• モデル。
1.

[推論] で、[モデル] を選択します。

2.

サンプルで作成したモデルを選択し、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選択しま
す。

• ノートブックインスタンス。ノートブックインスタンスを削除する前に、停止します。
1.

[ノートブック] で、[ノートブックインスタンス] を選択します。

2.

サンプルで作成したノートブックインスタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Stop] (停止)
の順に選択します。ノートブックインスタンスが停止するまでには数分かかります。[Status] (ス
テータス) が [Stopped] (停止) に変わったら、次の手順に進みます。

3.

[Actions] (アクション) を選択してから、[Delete] (削除) をクリックします。

2. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開き、モデルアーティファクトとト
レーニングデータセットを保存するために作成したバケットを削除します。
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3. Amazon CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開き、名前が /aws/
sagemaker/ で始まるロググループをすべて削除します。
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アマゾン SageMaker 機械学習環境
アマゾン SageMaker では、次の機械学習環境がサポートされています。
• アマゾン SageMaker スタジオ: 機械学習モデルを構築、トレーニング、デバッグ、デプロイ、モニタリ
ングできます。
• RStudio on Amazon SageMaker: RStudioはのIDEですRコンソール、コードの直接実行をサポートする
構文強調表示エディタ、およびプロット、履歴、デバッグ、ワークスペース管理のためのツールを備え
ています。
これらの機械学習環境を使うには、Amazon を作成する必要があります SageMaker ドメイン
トピック
• アマゾン SageMaker ドメイン (p. 92)
• アマゾン SageMaker スタジオ (p. 94)
• RStudio on Amazon SageMaker (p. 160)

アマゾン SageMaker ドメイン
アマゾン SageMaker ドメインは SageMaker 機械学習環境。 SageMaker ドメインは次のエンティティを
作成します。ドメインを作成するためのオンボーディング手順については、「Amazon SageMaker ドメイ
ンにオンボードする (p. 35)」を参照してください。
• ドメイン: アマゾン SageMaker ドメインは、関連付けられた Amazon Elastic File System (Amazon
EFS) ボリューム、承認されたユーザーのリスト、さまざまなセキュリティ、アプリケーション、ポリ
シー、さまざまなセキュリティ、アプリケーション、ポリシー、および Amazon Virtual Private Cloud
VPC (Amazon VPC) 設定で構成されます。AWS アカウントは、リージョンごとに 1 つのドメインに制
限されます。ドメイン内のユーザーは、ノートブックファイルやその他のアーティファクトを互いに共
有できます。
• UserProfile: ユーザープロファイルは、ドメイン内の 1 人のユーザーを表し、共有、レポート、レポー
ト、レポート、およびその他のユーザー指向機能でユーザーを参照する主な方法です。このエンティ
ティは、ユーザーが Amazon にオンボードするときに作成されます。 SageMaker ドメイン。
• アプリケーション: アプリは、ユーザーのノートブック、ターミナル、コンソールの読み取りと実行
をサポートするアプリケーションを表します。アプリの種類は次のようになります。 JupyterServer,
KernelGateway、RStudioServerPro、またはRSession。ユーザーは、複数のアプリを同時にアクティブ
にできます。
以下の表は、ドメインのステータス値を示しています。 UserProfile、およびアプリエンティティ。該当す
る場合は、トラブルシューティングのステップも記載しています。

Domain ステータス値
値

説明

保留中

ドメイン作成中。

InService

ドメインの作成成功。

更新中

ドメインの更新中。
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値

説明

[Deleting] (削除中)

ドメインの削除中。

[Failed] (失敗)

ドメインの作成失敗。DescribeDomain API
を呼び出して、ドメイン作成の失敗の理由
を確認します。障害のあるドメインを削除
し、FailureReason に記載されているエラーを
修正した後、Domain を再作成します。

Update_Failed

ドメインの更新失敗。DescribeDomain API呼
び出して、ドメイン更新の失敗の理由を確認しま
す。FailureReason に記載されているエラーを
修正した後、UpdateDomain API を呼び出しま
す。

Delete_Failed

ドメインの削除失敗。DescribeDomain API呼
び出して、ドメイン削除の失敗の理由を確認しま
す。削除に失敗したため、まだ実行されているリ
ソースがいくつかある可能性がありますが、ドメ
インを使用したり更新したりすることはできませ
ん。FailureReason に記載されているエラーを
修正した後、DeleteDomain API を再度呼び出し
ます。

UserProfile ステータス値
値

説明

保留中

作成中 UserProfile。

InService

の作成成功 UserProfile。

更新中

の更新中 UserProfile。

[Deleting] (削除中)

の削除中 UserProfile。

[Failed] (失敗)

の作成失敗 UserProfile。の作成失敗 UserProfile。
を呼び出しますDescribeUserProfile失敗の
理由を確認する API UserProfile 作成。失敗の削除
UserProfile に記載されているエラーを修正した後
に再作成しますFailureReason。

Update_Failed

の更新失敗 UserProfile。を呼び出しま
すDescribeUserProfile失敗の理由を確認
する API UserProfile 更新。FailureReason
に記載されているエラーを修正した
後、UpdateUserProfile API を再度呼び出しま
す。

Delete_Failed

の削除失敗 UserProfile。を呼び出しま
すDescribeUserProfile失敗の理由を
確認する API UserProfile 削除。削除に失
敗したため、まだ実行されているリソー
スがいくつかある可能性がありますが、
UserProfile。FailureReason に記載されている
エラーを修正した後、DeleteUserProfile API
を再度呼び出します。
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アプリのステータス値
値

説明

保留中

アプリの作成中。

InService

アプリの作成成功。

[Deleting] (削除中)

アプリの削除中。

[Failed] (失敗)

アプリの作成失敗。DescribeApp API を呼び
出して、アプリ作成の失敗の理由を確認しま
す。FailureReason に記載されているエラーを
修正した後、CreateApp API を再度呼び出しま
す。

[Deleted] (削除済み)

App の削除成功。

アマゾン SageMaker スタジオ
アマゾン SageMaker Studio は、Web ベースの機械学習用の統合開発環境 (IDE) です。この IDE を使う
と、機械学習モデルを構築、トレーニング、トレーニング、トレーニング、デバッグ、デバッグ、デプロ
イ、モニタリングできます。 SageMaker Studio には、データの準備から実験、本稼働までの必要なすべ
てのツールが用意されており、生産性の向上にも役立ちます。1 つの統合されたビジュアルインターフェ
イスで、次のタスクを行えます。
• Jupyter ノートブックでのコードの記述と実行
• 機械学習用データの準備
• 機械学習モデルの構築とトレーニング
• モデルのデプロイとモデルによる予測のパフォーマンスの監視
• 機械学習実験の追跡とデバッグ
サインオンするためのオンボーディング手順については SageMaker スタジオ、見るAmazon SageMaker
ドメインにオンボードする (p. 35)。
向けのAWSのサポート対象リージョン SageMaker スタジオ、見るサポートされているリージョンおよび
クォータ (p. 32)。
トピック
• Studio の機能 (p. 94)
• アマゾン SageMaker Studio UI の概要 (p. 95)
• JupyterLab バージョニング (p. 97)
• 使用アイテム Amazon の使用 SageMaker Studio ランチャー (p. 104)
• Amazon を使用する SageMaker Studio のノートブック (p. 106)
•
•
•
•

Amazon をカスタマイズする SageMaker スタジオ (p. 130)
Amazon で基本的なタスクを実行する SageMaker スタジオ (p. 153)
アマゾン SageMaker Studio (p. 159)
Amazon のトラブルシューティング SageMaker スタジオ (p. 160)

Studio の機能
Studio には以下の機能があります。
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• SageMaker Autopilot
• SageMaker Clarify
• SageMaker Data Wrangler
• SageMaker デバッガー
• SageMaker 実験
• SageMaker Feature Store
• SageMaker JumpStart
• アマゾン SageMaker モデル構築パイプライン
• SageMaker モデルレジストリ
• SageMaker プロジェクト
• SageMaker Studio Notebooks
• SageMaker Studio ユニバーサルノートブック

アマゾン SageMaker Studio UI の概要
アマゾン SageMaker スタジオは JupyterLab インターフェイス。以前のユーザー JupyterLab ワークス
ペースを含むユーザーインターフェイスの類似性に気付くでしょう。Studio では、このインターフェイス
に多くの追加機能が追加されています。最も主要な追加機能については、以降のセクションで詳しく説明
します。基本の概要については JupyterLab インタフェース、を参照してください- JupyterLab インター
フェイス。
以下の図では SageMaker Studio でファイルブラウザを開き、Studio Launcher を表示した状態。

画面の上部には、メニューバーがあります。画面の左側には左サイドバーがあり、ファイルブラウザ、リ
ソースブラウザ、ツールを開くためのアイコンが表示されています。画面の右側には、[Settings] (設定) ア
イコン ( ) が表示された右サイドバーがあり、開くとコンテキストプロパティの設定が表示されます。画
面の下部には、ステータスバーがあります。
の上部設定アイコン、の例をいくつか示します SageMaker Studio
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[Feedback] (フィードバック) ボタンの左側には [Notification] (通知) アイコンがあります。アイコンを選
択すると、Studio の新しいバージョンや新しいバージョンなど、Studio からの通知を表示できます。
SageMaker 機能。新しいバージョンの Studio にアップデートする方法については、「シャットダウンと
アップデート SageMaker Studio と Studio アプリ (p. 157)」を参照してください。
主な作業領域は、水平に 2 つのペインに分割されています。左側のペインは、ファイルおよびリソースブ
ラウザです。右のペインには、ノートブック、端末、メトリクス、グラフなどのリソースのタブが 1 つ以
上あります。
トピック
• 左サイドバー (p. 96)
• ファイルおよびリソースブラウザ (p. 97)
• メインワークエリア (p. 97)
• 設定 (p. 97)

左サイドバー
左側のサイドバーには、次のアイコンがあります。アイコンにカーソルを合わせると、ツールチップにア
イコン名が表示されます。アイコンを選択すると、ファイルおよびリソースブラウザに機能の説明が表示
されます。階層エントリの場合、ブラウザの上部にある選択可能なパンくずリストに、階層内の場所が表
示されます。
アイコン

説明
ファイルブラウザを使用して
[ファイルのアップロード] アイコン (
加します。

) を選択して、Studio にファイルを追

ファイルをダブルクリックして、新しいタブでファイルを開きます。
隣接するファイルを開くには、ノートブック、Python、またはテキストファ
イルを含むタブを選択し、[ファイルの新規ビュー] を選択します。
ファイルブラウザの上部にあるメニューでプラス ([+]) 記号を選択し
て、Studio Launcher を開きます。
ターミナルとカーネルの実行
詳細については、「リソースのシャットダウン (p. 122)」を参照してくださ
い。
Git
Git リポジトリに接続して、Git のあらゆるツールやオペレーションにアクセ
スできます。詳細については、「で Git リポジトリを複製する SageMaker ス
タジオ (p. 154)」を参照してください。
コマンド ([Ctrl] + [Shift] + [C])
メニューコマンドのほとんどは、ここで使用できます。
ノートブックツール
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アイコン

説明
ノートブックのメタデータには、[高度なツール] セクションからアクセスで
きます。このアイコンは、ノートブックが開いている場合にのみ表示されま
す。
開いているタブ
開いているタブのリストが表示されます。これは、開いているタブが複数あ
る場合に便利です。
SageMaker Jumpstart
で作成されたソリューション、モデルエンドポイント、またはトレーニング
ジョブをリスト表示します SageMaker JumpStart。
SageMaker コンポーネントとレジストリ
プロジェクト、Data Wrangler フロー、パイプライン、実験、トライアル、モ
デル、エンドポイントのリスト、Feature Store へのアクセスを提供します。

ファイルおよびリソースブラウザ
ファイルおよびリソースブラウザには、ノートブック、実験、トライアル、トライアルコンポーネント、
エンドポイント、およびローコードソリューションのリストが表示されます。ファイルブラウザの上部に
あるメニューで、プラス ([+]) 記号を選択して Studio Launcher を開きます。Launcher では、ノートブッ
クの作成、Python 対話型シェルの起動、ターミナルの起動、ローコードソリューションの作成を行うこと
ができます。

メインワークエリア
メインワークエリアは、開いているノートブックやターミナル、実験やエンドポイントに関する詳細
情報、およびローコードソリューションを含む複数のタブで構成されています。よく使用されるタブ
は、[Trial Component List] (トライアルコンポーネントリスト) です。このリストでは実験とトライアル
を比較できるため、リーダーボードとも呼ばれます。詳細については、「Amazon を表示して比較する
SageMaker 実験、トライアル (p. 2097)」を参照してください。

設定
設定ペインでは、表とグラフのプロパティを調整できます。デフォルトでは、ペインは画面の右端で非表
示になっています。ペインを開くには、画面の右上にある [設定] アイコン (

) を選択します。

JupyterLab バージョニング
アマゾン SageMaker Studio のインターフェイスは、 JupyterLabは、ノートブック、コード、データ用
の Web ベースのインタラクティブな開発環境です。Studio が両方の使用をサポートするようになりまし
た JupyterLab 1 と JupyterLab 3. のデフォルトバージョン JupyterLab in Studio JupyterLab 3. 2022 年 8
月 31 日以前にドメインとユーザープロファイルを作成した場合、Studio インスタンスはデフォルトで
JupyterLab 1. 2022年8月31日以降、 JupyterLab Amazon のバージョン 1 SageMaker Studio はセキュリ
ティ修正プログラムのみを受け取ります。実行するバージョンを選択できます。ただし、実行できるイン
スタンスは 1 つだけです JupyterLab 一度限りインストールする の複数のバージョンを実行することはで
きません JupyterLab同時に。
トピック
• JupyterLab 3 (p. 98)
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• デフォルトを制限する JupyterLab IAM ポリシー条件キーを使用するバージョン (p. 98)
• デフォルトを設定する JupyterLab版 (p. 99)
• 表示と更新 JupyterLab コンソールからのアプリのバージョン (p. 102)
• のインストール JupyterLab および Jupyter Server の拡張 (p. 103)

JupyterLab 3
JupyterLab 3 には、以前のバージョンでは利用できなかった次の機能が含まれています。これらの機能の
詳細については、JupyterLab 3.0がリリースされました！。
• Base Python 2.0 カーネルとデータサイエンス 2.0 カーネルを使用する場合のビジュアルデバッガー。
• ファイルブラウザのフィルター
• 目次 (TOC)
• 多言語サポート
• シンプルモード
• シングルインターフェイスモード

の重要な変更点 JupyterLab 3
を使用する際は、次について検討します JupyterLab 3:
• 設定する場合 JupyterLab を使用するバージョンAWS CLI、お住まいの地域に対応する画像を選択し、
JupyterLab の画像リストのバージョン開始元AWS CLI (p. 99)。
• In (イン) JupyterLab 3、アクティブにする必要がありますstudio拡張機能をインストールする前の
conda環境。詳細については、「のインストール JupyterLab および Jupyter Server の拡張 (p. 103)」
を参照してください。
• Debugger は次のイメージを使用する場合にのみサポートされます。
• ベースPython 2.0
• データサイエンス 2.0

デフォルトを制限する JupyterLab IAM ポリシー条件キーを使用
するバージョン
IAM ポリシー条件キーを使用して、のバージョンを制限できます JupyterLab ユーザーが起動できること
次のポリシーは、 JupyterLab ドメインレベルのバージョン。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Block users from creating JupyterLab 3 apps at the domain level",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sagemaker:CreateDomain",
"sagemaker:UpdateDomain"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"sagemaker:ImageArns": "*image/jupyter-server-3"
}
}
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}

]

}

次のポリシーは、 JupyterLab ユーザープロファイルレベルのバージョン。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Block users from creating JupyterLab 3 apps at the user profile level",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sagemaker:CreateUserProfile",
"sagemaker:UpdateUserProfile"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"sagemaker:ImageArns": "*image/jupyter-server-3"
}
}
}
]

次のポリシーは、 JupyterLab アプリケーションレベルのバージョン
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Block users from creating JupyterLab 3 apps at the application level",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateApp",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"sagemaker:ImageArns": "*image/jupyter-server-3"
}
}
}
]

デフォルトを設定する JupyterLab版
次のセクションでは、デフォルトを設定する方法を示します。 JupyterLab コンソールまたはを使用する
Studio 用バージョンAWS CLI。

コンソールから
デフォルトを選択できます JupyterLab リソース作成時にドメインまたはユーザープロファイルレベルで使
用するバージョン。デフォルトを設定するには JupyterLab コンソールを使用するバージョン、「」を参照
してくださいAmazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)。

開始元AWS CLI
デフォルトを選択できます JupyterLab ドメインレベルまたはユーザープロファイルレベルで使用するバー
ジョンAWS CLI。
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デフォルトを設定するには JupyterLab を使用するバージョンAWS CLI、必要なデフォルトの ARN を含め
る必要があります JupyterLab の一部としてのバージョンAWS CLIコマンド。この ARN は、バージョンと
リージョンによって異なります SageMaker ドメイン。
次の表には、利用できるの ARN の一覧を示します。 JupyterLab 各地域のバージョン:
リージョン

JL1

JL3

us-east-1

arn: aws: sagemaker: useast-1:081325390199: 画像/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: useast-1:081325390199: 画像/
jupyter-server-3

us-east-2

arn: aws: sagemaker: useast-2:429704687514: image/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: useast-2:429704687514: image/
jupyter-server-3

us-west-1

arn: aws: sagemaker: uswest-1:742091327244: 画像/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: uswest-1:742091327244: 画像/
jupyter-server-3

us-west-2

arn: aws: sagemaker: uswest-2:236514542706: image/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: uswest-2:236514542706: image/
jupyter-server-3

af-south-1

arn: aws: sagemaker: afsouth-1:559312083959: 画像/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: afsouth-1:559312083959: 画像/
jupyter-server-3

ap-east-1

arn: aws: sagemaker: apeast-1:493642496378: 画像/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: apeast-1:493642496378: 画像/
jupyter-server-3

ap-south-1

arn: aws: sagemaker: apsouth-1:394103062818: 画像/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: apsouth-1:394103062818: 画像/
jupyter-server-3

ap-northeast-2

arn: aws: sagemaker: apnorth-2:806072073708: image/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: apnorth-2:806072073708: image/
jupyter-server-3

ap-southeast-1

arn: aws: sagemaker: apsoutheast-1:492261229750: 画
像/jupyter-server

arn: aws: sagemaker: apsoutheast-1:492261229750: 画
像/jupyter-server-3

ap-southeast-2

arn: aws: sagemaker: apsoutheast-2:452832661640: 画
像/jupyter-server

arn: aws: sagemaker: apsoutheast-2:452832661640: 画
像/jupyter-server-3

ap-northeast-1

arn: aws: sagemaker: apnorth-1:102112518831: 画像/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: apnorth-1:102112518831: 画像/
jupyter-server-3

ca-central-1

arn: aws: sagemaker: cacentral-1:310906938811: 画像/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: cacentral-1:310906938811: 画像/
jupyter-server-3

eu-central-1

arn: aws: sagemaker: eucentral-1:936697816551: image/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: eucentral-1:936697816551: image/
jupyter-server-3
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eu-west-1

arn: aws: sagemaker: euwest-1:470317259841: image/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: euwest-1:470317259841: image/
jupyter-server-3

eu-west-2

arn: aws: sagemaker: euwest-2:712779665605: image/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: euwest-2:712779665605: image/
jupyter-server-3

eu-west-3

arn: aws: sagemaker: euwest-3:615547856133: image/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: euwest-3:615547856133: image/
jupyter-server-3

eu-north-1

arn: aws: sagemaker: eunorth-1:243637512696: image/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: eunorth-1:243637512696: image/
jupyter-server-3

eu-south-1

arn: aws: sagemaker: eusouth-1:592751261982: 画像/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: eusouth-1:592751261982: 画像/
jupyter-server-3

sa-east-1

arn: aws: sagemaker: saeast-1:782484402741: image/
jupyter-server

arn: aws: sagemaker: saeast-1:782484402741: image/
jupyter-server-3

ドメインの作成または更新
デフォルトを設定できます JupyterServer 呼び出すことによるドメ
インレベルのバージョンCreateDomainまたはUpdateDomainと合
格UserSettings.JupyterServerAppSettings.DefaultResourceSpec.SageMakerImageArn。
以下は、を使用してドメインを作成する方法を示しています JupyterLab デフォルトは 3 で、AWS CLI:
aws --region <REGION> \
sagemaker create-domain \
--domain-name <NEW_DOMAIN_NAME> \
--auth-mode <AUTHENTICATION_MODE> \
--subnet-ids <SUBNET-IDS> \
--vpc-id <VPC-ID> \
--default-user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyterserver-3",
"InstanceType": "system"
}
}
}'

次に、使用するドメインを更新する方法を示します。 JupyterLab デフォルトは 3 で、AWS CLI:
aws --region <REGION> \
sagemaker update-domain \
--domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
--default-user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyterserver-3",
"InstanceType": "system"
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}

}

}'

ユーザープロファイルの作成または更新
デフォルトを設定できます JupyterServer を呼び出してユーザープロファイル
レベルでのバージョンCreateUserProfileまたはUpdateUserProfileそして合格す
るUserSettings.JupyterServerAppSettings.DefaultResourceSpec.SageMakerImageArn。
次に、を使用してユーザープロファイルを作成する方法を示します。 JupyterLab 3 を既存のドメインのデ
フォルトとして、AWS CLI:

aws --region <REGION> \
sagemaker create-user-profile \
--domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
--user-profile-name <NEW_USERPROFILE_NAME> \
--query UserProfileArn --output text \
--user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyterserver-3",
"InstanceType": "system"
}
}
}'

次に、使用するユーザープロファイルを更新する方法を示します。 JupyterLab デフォルトは 3 で、AWS
CLI:
aws --region <REGION> \
sagemaker update-user-profile \
--domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
--user-profile-name <EXISTING_USERPROFILE_NAME> \
--user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyterserver-3",
"InstanceType": "system"
}
}
}'

表示と更新 JupyterLab コンソールからのアプリのバージョン
以下は、を表示および更新する方法を示しています JupyterLab アプリケーションのバージョン。
1.

に移動します。 SageMaker コントロールパネル

2.

ユーザーを選択すると、そのユーザーのアプリが表示されます。

3.

表示するには JupyterLab アプリのバージョンで、アプリの名前を選択します。

4.

更新内容 JupyterLab バージョン、選択アクション。

5.

ドロップダウンメニューから [] を選択します。変更 JupyterLab 版。

6.

開始元Studio 設定ページを選択し、 JupyterLab ドロップダウンメニューから [バージョン] を選択し
ます。
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7.

変更後 JupyterLab ユーザープロファイルのバージョンが正常に更新されました。再起動してください
JupyterServer バージョン変更を有効にするアプリ。

のインストール JupyterLab および Jupyter Server の拡張
インストールプロセス JupyterLab そして Jupyter Server の拡張は JupyterLab Studio インスタンスのバー
ジョン In (イン) JupyterLab 1、conda環境をアクティブにせずにターミナルを開いて拡張機能をインス
トールできます。In (イン) JupyterLab 3、アクティブにする必要がありますstudio拡張機能をインストー
ルする前のconda環境。この方法は、拡張機能をStudio内からインストールする場合とライフサイクル設定
スクリプトを使用する場合によって異なります。

Studio 内からの拡張機能のインストール
Studio 内から拡張機能をインストールするには、studio拡張機能をインストールする前の環境。
# Before installing extensions
conda activate studio
# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>
# After installing extensions
conda deactivate

ライフサイクル設定スクリプトを使用して拡張機能をインストールする
をインストールする場合 JupyterLab ライフサイクル設定スクリプトの Jupyter Server 拡張機能について
は、スクリプトが動作するように変更する必要があります JupyterLab 3. 以下のセクションでは、既存の
ライフサイクル設定スクリプトと新しいライフサイクル設定スクリプトに必要なコードを示します。

既存のライフサイクル設定スクリプト
両方のバージョンで動作する必要がある既存のライフサイクル設定スクリプトを再利用する場合
JupyterLabでは、スクリプトで次のコードを使用します。
# Before installing extension
export AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE="${AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE:-'jupyterserver'}"
if [ "$AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE" = "jupyter-server-3" ] ; then
eval "$(conda shell.bash hook)"
conda activate studio
fi;
# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>
# After installing extension
if [ "$AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE" = "jupyter-server-3" ]; then
conda deactivate
fi;

新しいライフサイクル設定スクリプト
以下だけを使用する新しいライフサイクル設定スクリプトを作成する場合 JupyterLab 3、スクリプトで次
のコードを使用できます。
# Before installing extension
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eval "$(conda shell.bash hook)"
conda activate studio
# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>
conda deactivate

使用アイテム Amazon の使用 SageMaker Studio ラン
チャー
アマゾンを使える SageMaker Studio Launcher では、ノートブックとテキストファイルを作成し、ターミ
ナルとインタラクティブな Python シェルを起動できます。
Studio Launcher は、次のいずれかの方法で開くことができます。
• 選択してくださいアマゾン SageMaker スタジオStudio の左上にある
• キーボードショートカット Ctrl + Shift + L を使用します。
• Studio メニューで [File] (ファイル) を選択してから、[New Launcher] (新しいランチャー) を選択しま
す。
• Studio ファイルブラウザが開いている場合、Studio ファイルブラウザメニューのプラス ([+]) 記号を選択
します。
Launcher が Studio の新しいタブで開きます。
Launcher には以下のセクションがあります。
• 使用開始— の使用を開始するための資料を提供します SageMaker 動画やチュートリアルなどの
Studio、機械学習の問題に対するワンクリックソリューションなど。
• ML tasks and components (ML タスクとコンポーネント) – 機械学習タスクや、新しい特徴グループ、
データフロー、プロジェクトなどのコンポーネントを作成します。
• Notebooks and compute resources (ノートブックとコンピューティングリソース) - ノートブックを作成
し、イメージターミナルまたは Python コンソールを開きます。
• Utilities and files (ユーティリティとファイル) - ノートブックからコンテキストに応じたヘルプを表示
し、ファイルを作成し、システムターミナルを開きます。
トピック
• ML タスクとコンポーネント (p. 104)
• ノートブックとコンピューティングリソース (p. 105)
• ユーティリティとファイル (p. 105)

ML タスクとコンポーネント
次のアイテムが利用できます。
• 新しいデータフロー
機械学習用のデータのインポート、探索、準備、処理に使用できる新しい Data Wrangler フローを起動
します。
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• 新しいコンピレーションJob
新しいコンパイルジョブを作成します。
• New Project
機械学習コンポーネントを整理し、MLOPを自動化するための組み込みおよびカスタムプロジェクトテ
ンプレート。
• 新機能グループ
フィーチャストアに新しい機能グループを作成して、フィーチャを論理的にグループ化し、管理しま
す。
• 新しいAutopilot 実験
数回のクリックでデータから予測モデルを作成します。

ノートブックとコンピューティングリソース
アイテムを作成または起動するには、 SageMaker アイテムを実行させたい画像からSageMaker 画像ド
ロップダウンメニュー。また、実行するライフサイクル設定スクリプトを選択できます。詳細について
は、「Amazon でライフサイクル設定を使う SageMaker スタジオ (p. 146)」を参照してください。次
に、アイテムを選択します。このセクションでアイテムを選択すると、追加の利用料金が発生する場合が
あります。詳細については、「使用状況の計測 (p. 124)」を参照してください。
次のアイテムが利用できます。
• ノート
選択したノードのカーネルセッションでノートブックを起動します SageMaker イメージ 詳細について
は、「カーネルを変更する (p. 121)」を参照してください。
ファイルブラウザの現在選択されているフォルダにノートブックが作成されます。ファイルブラウザを
表示するには、Studio の左サイドバーで [File Browser] (ファイルブラウザ) アイコン (
す。

) を選択しま

• コンソール
選択したのカーネルセッションでシェルを起動します SageMaker イメージ
ファイルブラウザの現在選択されているフォルダでシェルを開きます。
• イメージターミナル
選択した端末のターミナルセッションでターミナルを起動します SageMaker イメージ
ユーザーのルートフォルダ (ファイルブラウザでは Home フォルダと表示される) でターミナルを開きま
す。

Note
CPU インスタンスは ml.t3.medium インスタンス、GPU インスタンスは ml.g4dn.xlarge イ
ンスタンスで起動されます。

ユーティリティとファイル
このセクションのアイテムは、次のコンテキストで実行されます。 SageMaker Studio を使用すると利用
料金は発生しません。
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次のアイテムが利用できます。
• コンテキストに応じたヘルプを表示
新しいタブを開き、Studio ノートブックの機能に関するコンテキストに応じたヘルプを表示します。ヘ
ルプを表示するには、アクティブなノートブックで機能を選択します。コンテキストのヘルプを見やす
くするには、[Help] (ヘルプ) タブをドラッグして [Notebook] (ノートブック) タブの隣に移動します。
ノートブック内から [Help] (ヘルプ) タブを開くには、Ctrl + I を押します。
次のスクリーンショットは、Experiment.create メソッドのコンテキストヘルプを表示しています。

• システムターミナル
ユーザーのルートフォルダ (ファイルブラウザでは Home フォルダと表示される) で bash シェルを開き
ます。
• テキストファイルと Markdown ファイル
ファイルブラウザの現在選択されているフォルダに関連するタイプのノートブックが作成されます。
ファイルブラウザを表示するには、左サイドバーで [File Browser] (ファイルブラウザ) アイコン (
を選択します。

)

Amazon を使用する SageMaker Studio のノートブッ
ク
アマゾン SageMaker Studio ノートブックは、すぐに起動できる共同編集ノートブックです。コンピュー
ティングインスタンスとファイルストレージを事前にセットアップする必要はありません。高速起動タイ
プと呼ばれる一連のインスタンスタイプは、2 分以内に起動するように設計されています。 SageMaker
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Studio ノートブックには永続的なストレージが用意されているため、ノートブックを実行しているインス
タンスがシャットダウンされている場合でも、ノートブックを表示および共有できます。
モデルの構築やデータの探索中に簡単に結果を再現し、共同作業を行うことができるよう、ノートブック
を他のユーザーと共有します。セキュア URL を使用して、ノートブックの読み取り専用コピーへのアクセ
スを提供します。ノートブックの依存関係は、ノートブックのメタデータに含まれています。同僚がノー
トブックをコピーすると、元のノートブックと同じ環境で開きます。
ある SageMaker Studio ノートブックは、次のように定義されている環境で動作します。
• EC2 インスタンスタイプ – ノートブックが実行されるハードウェアの構成。構成には、プロセッサの数
とタイプ (vCPU と vGPU)、およびメモリの容量とタイプが含まれます。インスタンスタイプによって
料金レートが決まります。
• SageMaker イメージ — と互換性のあるコンテナイメージ SageMaker Studio このイメージは、Studio
でノートブックを実行するために必要なカーネル、言語パッケージ、およびその他のファイルで構成
されています。インスタンスにはイメージが複数存在する場合があります。詳細については、「Bring
Yourwn SageMaker 画像 (p. 131)」を参照してください。
• KernelGateway アプリケーション SageMaker 画像は次のように実行されます KernelGateway アプリ。
このアプリは、イメージ内のカーネルへのアクセスを提供します。あります one-to-one aとのコレスポ
ンデンス SageMaker画像と SageMaker アプリ。
• カーネル – ノートブックに含まれるコードを調査し、実行するプロセス。カーネルはイメージのカーネ
ル仕様によって定義されます。イメージにはカーネルが複数存在する場合があります。
これらのリソースは、ノートブック内から変更できます。
次の図は、と関連させてノートブックカーネルが実行される方法を示しています。 KernelGatewayアプ
リ、ユーザー、 SageMaker Studio ドメイン

例 SageMaker スタジオノートブックはaws_sagemaker_studioのフォルダアマゾン SageMaker 例 GitHub
倉庫。各ノートには必要なものが付属しています SageMaker 適切なカーネルを含むノートブックを開く
画像。
慣れ親しんでおくことをお勧めします SageMaker Studio ノートブックを作成または使用する前の Studio
インターフェイスと Studio ノートブックのツールバー。詳細については、アマゾン SageMaker Studio UI
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の概要 (p. 95) および を使用する SageMaker Studio ノートブックツールバー (p. 112) を参照してく
ださい。
トピック
• アマゾンはどうですか SageMaker Studio ノートブックとノートブックインスタンスは違
う? (p. 108)
• 開始方法 (p. 109)
• アマゾン SageMaker Studio Tour (p. 109)
• Amazon を作成する、または開く SageMaker Studio ノートブック (p. 110)
• を使用する SageMaker Studio ノートブックツールバー (p. 112)
• Amazon に外部ライブラリとカーネルをインストール SageMaker スタジオ (p. 114)
• Amazon を共有、使用する SageMaker Studio ノートブック (p. 116)
• ノートブックとアプリのメタデータの取得 (p. 117)
• ノートブックの相違点を取得する (p. 119)
• リソースを管理する (p. 119)
• 使用状況の計測 (p. 124)
• 利用可能なリソース (p. 125)

アマゾンはどうですか SageMaker Studio ノートブックとノート
ブックインスタンスは違う?
新しいノートブックを作成する場合は、Amazon でノートブックを作成することをお勧めします。
SageMakerAmazon からノートブックインスタンスを起動する代わりに Studio SageMaker コンソール。
を使用することには多くのメリットがあります SageMaker スタジオノートブック、以下を含む:
• Studio ノートブックのほうが、インスタンスベースのノートブックを起動するよりも高速です。通常、
インスタンスベースのノートブックの起動速度の 5～10 倍になります。
• ノートブックの共有は、 SageMaker Studio ユーザーは、ノートブックのコードを再現する共有可能な
リンクを生成できます。 SageMaker 数回クリックするだけで実行するには画像が必要です。
• SageMaker Studio ノートブックには最新のものがプリインストールされていますアマゾン SageMaker
Python SDK。
• SageMaker Studio ノートブックには Studio 内からアクセスします。これにより、Studio を終了するこ
となく、モデルの構築、トレーニング、デバッグ、追跡、監視を行うことができます。
• Studio チームの各メンバーは、ノートブックやその他のファイルを保存する独自のホームディレクトリ
を取得します。ディレクトリは、起動時にすべてのインスタンスとカーネルに自動的にマウントされる
ため、ノートブックやその他のファイルは常に利用できます。ホームディレクトリは Amazon Elastic
File System (Amazon EFS) に保存されているため、他のサービスからアクセスできます。
• IAM Identity Center を使用する場合、独自の URL から IAM Identity Center 認証情報を使用して直接アク
セスします。 SageMaker Studio ノートブックを実行するために AWS Management Console と対話す
る必要はありません。
• Studio ノートブックには、あらかじめ定義されたセットが装備されています SageMaker イメージ設定
により、より早く開始できます。

Note
Studioノートブックはローカルモードをサポートしていません。ただし、ノートブックインスタ
ンスを使用してデータセットのサンプルをローカルでトレーニングし、Studio ノートブックで同
じコードを使用してデータセット全体をトレーニングすることはできます。
でノートブックを開くと SageMaker スタジオ、ビューはの延長です JupyterLabインターフェイス。主な
機能は同じなので、Jupyterノートブックの典型的な機能と JupyterLab。SMTP インターフェイスの詳細に
ついては、「アマゾン SageMaker Studio UI の概要 (p. 95)」を参照してください。
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開始方法
始めるには、管理者または組織の管理者がAmazonに記入する必要があります SageMakerStudio オンボー
ディングプロセス 詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)」を参照し
てください。
にアクセスできます SageMaker Studio ノートブックは次のいずれかの方法で使用します。
• 組織の IAM Identity Center から Studio にアクセスするための招待メールが届きます。この招待メールに
は、Amazon を使用せずに Studio にログインするための直接リンクが含まれています。 SageMaker コ
ンソール。the section called “次のステップ” (p. 109) に進むことができます。
• 共有 Studio ノートブックへのリンクが表示されます。このリンクには、Studio ノートブックを使用せ
ずに Studio にログインするための直接リンクが含まれています SageMaker コンソール。the section
called “次のステップ” (p. 109) に進むことができます。
• Studio にオンボードして、にログインします SageMaker コンソール。詳細については、「Amazon
SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)」を参照してください。

Amazon からログイン SageMaker コンソール
からログインするには SageMaker コンソール
1.
2.

Amazon にオンボードする SageMaker の指示に従ってStudioAmazon SageMaker ドメインにオン
ボードする (p. 35)。すでにオンボードしている場合は、次の手順に進みます。
Open the SageMaker コンソール。

3.
4.
5.

[Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。
-コントロールパネル開いたユーザー
の中にコントロールパネルで、ユーザー名のリストが表示されます。
ユーザー名の横にある [Open Studio (Studio を開く)] を選択します。

次のステップ
これで Studio が起動したので、以下の任意のオプションを試すことができます。
• の作成 SageMaker Studio ノートブック — 次のセクションに進みます。
• に慣れておいてください SageMaker Studio インターフェイス —「」を参照アマゾン SageMaker Studio
UI の概要 (p. 95)。
• Studio dition end-to-end チュートリアルノートブック —「」を参照アマゾン SageMaker Studio
Tour (p. 109)。

アマゾン SageMaker Studio Tour
Amazon の主な特徴を定めるウォークスルーとして SageMaker スタジオ、見
るxgboost_customer_churn_studio.ipynbからのサンプルノートブックaws/amazon-sagemakerexamplesrepository。ノートブックのコードは、複数のモデルをトレーニングし、 SageMaker デバッガー
SageMaker Model Monitor) このチュートリアルでは、トライアルの表示、結果のモデルの比較、デバッ
ガーの結果の表示、最適なモデルのデプロイ方法について説明します。 SageMaker Studio UI このチュー
トリアルを実行するためにコードを理解する必要はありません。
前提条件
このツアーのノートブックを実行するには、次のものが必要です。
• Studio にサインインするための IAM アカウント 詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオ
ンボードする (p. 35)」を参照してください。
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• Studio ユーザーインターフェイスと Jupyter ノートブックに関する基本的な知識。詳細については、
「アマゾン SageMaker Studio UI の概要 (p. 95)」を参照してください。
• のコピーaws/amazon-sagemaker-examplesStudio 環境のリポジトリ。

リポジトリを複製するには
1.

にサインインします。 SageMaker Studio IAM Identity Center のユーザーの場合は、招待メールの
URL を使用してサインインします。IAM ユーザーの場合、次のステップを実行します。
a.
b.

SageMaker コンソールにサインインします。
選択してくださいコントロールパネル左側のナビゲーションペインで。

c.

選択してくださいアプリを起動ユーザー名の横の行にあります。

d.

選択してくださいスタジオドロップダウンメニューから。

2.

トップメニューで、[ファイル]、[新規]、[ターミナル] の順に選択します。

3.

コマンドプロンプトで、次のコマンドを実行してクローンを作成しますaws/amazon-sagemakerexamplesrepository。
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git

サンプルノートブックに移動するには
1.
2.

開始元ファイルブラウザ左のメニューでamazon-sagemaker-examples。
次のパスでサンプルノートブックに移動します。
~/amazon-sagemaker-examples/aws_sagemaker_studio/getting_started/
xgboost_customer_churn_studio.ipynb

Note
リポジトリのクローンを作成してからしばらく経っている時点で、サンプルノートブックの実行
時にエラーが発生した場合、リモートリポジトリにあるノートブックに更新がないかどうかを確
認します。

Amazon を作成する、または開く SageMaker Studio ノートブッ
ク
Amazon でノートブックを作成する場合 SageMaker Studio で非共有ノートブックを初めて開く場合は、
SageMaker ノートブックのイメージとカーネル。 SageMaker 選択したタイプに基づくデフォルトのイン
スタンスでノートブックを起動します SageMaker イメージ CPU ベースのイメージの場合、デフォルトの
インスタンスタイプは ml.t3.medium です (AWS 無料利用枠の一部として利用できます)。GPU ベース
のイメージの場合、デフォルトのインスタンスタイプは ml.g4dn.xlarge です。
同じインスタンスタイプを使用するノートブックを作成または開いた場合、ノートブックが同じカーネル
を使用するかどうかにかかわらず、ノートブックはそのインスタンスタイプの同じインスタンスで実行さ
れます。
ノートブックを起動すると、インスタンスタイプを変更できます。 SageMaker ノートブック内のイ
メージとカーネル。詳細については、インスタンスタイプの変更 (p. 120) および カーネルを変更す
る (p. 121) を参照してください。
作成できるインスタンスは、各インスタンスタイプに 1 つのみです。各インスタンスは複数持つことがで
きます SageMakerその上で画像が走っています。each SageMaker image は複数のカーネルまたはターミ
ナルインスタンスを実行できます。
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請求はインスタンスごとに発生し、特定のインスタンスタイプの最初のインスタンスが起動されたときに
開始されます。料金が発生するリスクなくノートブックを作成または開く場合、[File] (ファイル) メニュー
からノートブックを開き、[Select Kernel] (カーネルの選択) ダイアログで [No Kernel] (カーネルなし) を選
択します。実行中のカーネルなしでノートブックを読み込んで編集することはできますが、セルを実行す
ることはできません。
請求は次の時点で終了します SageMaker インスタンスのイメージがシャットダウンされます。詳細につ
いては、「使用状況の計測 (p. 124)」を参照してください。
ノートブックのシャットダウンについては、「リソースのシャットダウン (p. 122)」を参照してくださ
い。
トピック
• Studio ノートブックを開く (p. 111)
• [ファイル] メニューからノートブックを作成する (p. 111)
• ランチャーからノートブックを作成する (p. 111)

Studio ノートブックを開く
SageMaker Studio では、Studio ファイルブラウザにリストされているノートブックのみを開くことがで
きます。ノートブックをブラウザにアップロードする手順については、「にファイルをアップロードする
SageMaker スタジオ (p. 154)」または「で Git リポジトリを複製する SageMaker スタジオ (p. 154)」
を参照してください。

ノートブックを開くには
1.
2.

左側のサイドバーで、ファイルブラウザアイコン (

) を選択してファイルブラウザを表示します。

ノートブックファイルを参照してダブルクリックすると、ノートブックが新しいタブで開きます。

[ファイル] メニューからノートブックを作成する
[ファイル] メニューからノートブックを作成するには
1.

Studio のメニューから、[File] (ファイル)、[New] (新規作成)、[Notebook] (ノートブック) の順に選択
します。

2.

[Select Kernel (カーネルの選択)] ダイアログで、デフォルトのカーネル、[Python 3 (Data Science)]
を使用するには、[選択] を選択します。それ以外の場合は、ドロップダウンメニューを使用して別の
カーネルを選択します。

使用可能なカーネルのリストについては、「利用可能な Amazon SageMaker Kernel (p. 129)」を参照し
てください。

ランチャーからノートブックを作成する
ランチャーからノートブックを作成するには
1.

ランチャーは、キーボードショートカット Ctrl + Shift + L を使用して開きます。
または、ファイルブラウザのメニューの左側にあるプラス ([+]) 記号を選択します。

2.

ランチャーで、デフォルトのまま SageMaker イメージデータサイエンス、またはドロップダウンメ
ニューを使用して別のイメージを選択します。

3.

[ノートブック] で [Python3] を選択します。
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使用可能なイメージのリストについては、「利用可能な Amazon SageMaker イメージ (p. 127)」を参照
してください。
カーネルまたはイメージを選択すると、新しい [Studio] タブで新しいノートブックが起動し、開きます。
ノートブックのカーネルセッションを表示するには、左側のサイドバーで、[ターミナル、カーネル、およ
びイメージの実行] アイコン (
停止できます。

) を選択します。このビューからノートブックのカーネルセッションを

を使用する SageMaker Studio ノートブックツールバー
アマゾン SageMaker Studio のノートブックでは JupyterLab インターフェイス。基本の概要については
JupyterLabインタフェース、を参照してください- JupyterLabインターフェイス。
次の画像は、ツールバーと a の空のセルを示しています SageMaker Studio のノートブック

アイコンにカーソルを合わせると、ツールチップにツールバーアイコンの機能が表示されます。追加
のノートブックコマンドは、Studio のメインメニューにあります。使用可能なノートブックコマンド
とショートカットのリストについては、Studio の左サイドバーで、[Commands] (コマンド) アイコン
(
) を選択し、[NOTEBOOK CELL OPERATIONS] (ノートブックセルオペレーション) セクションと
[NOTEBOOK OPERATIONS] (ノートブックオペレーション) セクションまでスクロールします。ツール
バーには、次のアイコンがあります。
アイコン

説明
保存とチェックポイント
ノートブックを保存し、チェックポイントファイルを更新します。詳細につ
いては、「最後のチェックポイントとの相違点を取得する (p. 119)」を参照
してください。
セルの挿入
現在のセルの下にコードセルを挿入します。現在のセルは、左余白に青い垂
直マーカーで示されます。
セルの切り取り、コピー、貼り付け
選択済みセルを切り取り、コピーして貼り付けます。
セルの実行
選択済みセルを実行し、最後の選択済みセルの次のセルを新しい選択済みセ
ルにします。
カーネルの割り込み処理
現在実行中のオペレーションをキャンセルするカーネルを割り込み処理しま
す。カーネルはアクティブなままです。
カーネルの再起動
カーネルを再起動します。変数はリセットされます。保存されていない情報
は影響を受けません。
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アイコン

説明
セルタイプ
現在のセルタイプを表示または変更します。セルタイプは次のとおりです。
• Code (コード) - カーネルが実行するコード。
• Markdown (マークダウン) - マークダウンとしてレンダリングされるテキス
ト。
• Raw (未加工) - テキストとして表示されるコンテンツ (マークダウンマーク
アップを含む)。
ターミナルの起動
でターミナルを起動します SageMaker ノートブックをホストしている画像。
例については、アプリのメタデータを取得する (p. 118)を参照してくださ
い。
チェックポイント差分
ノートブックとチェックポイントファイルの違いを表示する新しいタブを開
きます。詳細については、「最後のチェックポイントとの相違点を取得す
る (p. 119)」を参照してください。
Git 差分
ノートブックが Git リポジトリから開いている場合にのみ有効になります。
ノートブックと最後の Git コミットの違いを表示する新しいタブを開きま
す。詳細については、「最後のコミットとの相違点を取得する (p. 119)」を
参照してください。

2 vCPU + 4 GiB

インスタンスタイプ
ノートブックが実行されるインスタンスタイプを表示または変更します。形
式は次のとおりです。
number of vCPUs + amount of memory + number of GPUs
Unknown は、カーネルを指定せずにノートブックが開かれたことを示しま
す。ノートブックは SageMaker Studio インスタンスであり、ランタイム料
金は発生しません。ノートブックをインスタンスタイプに割り当てることは
できません。カーネルを指定する必要があります。その後、Studio はノート
ブックをデフォルトタイプに割り当てます。
詳細については、Amazon を作成する、または開く SageMaker Studio ノート
ブック (p. 110) および インスタンスタイプの変更 (p. 120) を参照してく
ださい。

Python 3 (データサイエ
ンス)

カーネルおよび SageMaker イメージ
ノートブック内のセルを処理するカーネルを表示または変更します。形式は
次のとおりです。
Kernel (SageMaker Image)
No Kernel は、カーネルを指定せずにノートブックが開かれたことを示しま
す。ノートブックは編集できますが、セルは実行できません。
詳細については、「カーネルを変更する (p. 121)」を参照してください。
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アイコン

説明
カーネルビジーステータス
カーネルのビジーステータスを表示します。円の縁とその内部が同じ色であ
る場合、カーネルはビジーです。カーネルは、起動中およびセルを処理して
いるときはビジーです。カーネルのその他のステータスは、の左下にあるス
テータスバーに表示されます。 SageMaker Studio
ノートブックの共有
ノートブックを共有します。詳細については、「Amazon を共有、使用する
SageMaker Studio ノートブック (p. 116)」を参照してください。

複数のセルを選択するには、セルの外側の左余白をクリックします。Shift キーを押しながら、K または
Up キーを押して前のセルを選択するか、J または Down キーを押して次のセルを選択します。

Amazon に外部ライブラリとカーネルをインストール
SageMaker スタジオ
アマゾン SageMaker Studio ノートブックには、複数のイメージが既にインストールされています。こ
れらの画像には、scikit、Pandas、などのカーネルと Python パッケージが含まれています。 NumPy,
TensorFlow、と MXNet。また、選択したパッケージとカーネルを含む独自のイメージをインストール
することもできます。独自のイメージのインストールの詳細については、Bring Yourwn SageMaker 画
像 (p. 131)。
Amazon 内の異なる Jupyter カーネル SageMaker スタジオノートブックは独立した環境です。Conda 環
境の詳細については、環境を管理する。

パッケージインストールツール
ターミナルから Python パッケージをインストールするために使用する方法は、イメージによって異なり
ます。Studio では、次のパッケージインストールツールをサポートしています。
• ノートブック— 次のコマンドがサポートされています。次のいずれかが画像に合わない場合は、他の方
法を試してください。
• %conda install
• %pip install
• Jupter ターミナル— pip と conda を使用してパッケージを直接インストールできます。を使用すること
もできますapt-get installターミナルからシステムパッケージをインストールします。

Note
の使用はお勧めしませんpip install -uまたはpip install --user、これらのコマンドは
ユーザーの Amazon EFS ボリュームにパッケージをインストールし、ブロックする可能性がある
ためです JupyterServer アプリが再起動します。代わりに、ライフサイクル設定を使用してアプ
リケーションの再起動時に必要なパッケージを再インストールします（を参照）。ライフサイク
ル設定を使用してパッケージをインストールする (p. 116)。
推奨される文字は%pipそして%conda使用されている環境やインタプリタが正しく考慮されるため、ノー
トブック内からパッケージをインストールすること。詳細については、「%pip and %conda マジック関
数を追加する」を参照してください。システムコマンド構文 (! で始まる行) を使用することもできます。
パッケージをインストールする 例えば、!pip install と !conda install です。
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Conda
Conda は、オープンソースのパッケージ管理システムおよび環境管理システムおよび環境管理システム
であり、パッケージとその依存関係をインストールできます。 SageMaker は、デフォルトチャネルまた
は conda-forge チャネルの 2 つのメインチャネルでの conda の使用をサポートしています。詳細について
は、「Conda チャネル」を参照してください。conda-forge チャネルは、コントリビューターがパッケー
ジをアップロードできるコミュニティチャネルです。

Note
conda-forge からパッケージをインストールするには、最大で 10 分かかることがあります。タイ
ミングは、conda がどのようにディペンデンシーグラフを解決するかに関係します。
すべての SageMaker 提供された環境は機能しています。ユーザーがインストールしたパッケージは正し
く機能しない可能性があります。
Conda には環境をアクティブ化する方法が 2 つあります。conda activate、およびsource
activate。詳細については、次を参照してください。環境を管理する。

サポートされているconda オペレーション
• conda install単一環境でのパッケージの
• conda installすべての環境でのパッケージの
• メイン conda リポジトリからのパッケージのインストール
• conda-forge からのパッケージのインストール
• Amazon EBS を使用する conda install の場所の変更
• 両方をサポートconda activateそしてsource activate

Pip
Pip は Python パッケージをインストールして管理するためのツールです。Pip は、デフォルトで Python
パッケージインデックス (PyPI) 上のパッケージを検索します。condaとは異なり、pipには環境サポート
が組み込まれていません。そのため、ネイティブライブラリやシステムライブラリの依存関係を持つパッ
ケージに関しては、pip は conda ほどの完全性を持ちません。Pip は conda 環境にパッケージをインス
トールする際に使用できます。PyPI の代わりに pip で代替パッケージリポジトリを使用できます。

サポートされている pip オペレーション
• pip を使用した、アクティブな conda 環境のないパッケージのインストール
• pip を使用した、conda 環境へのパッケージのインストール
• pip を使用した、すべての conda 環境へのパッケージのインストール
• Amazon EBS を使用する pip install の場所の変更
• 代替リポジトリを使用した、pip によるパッケージのインストール

サポートされていません
SageMaker できるだけ多くのパッケージインストールオペレーションをサポートすることを目指していま
す。ただし、パッケージがによってインストールされた場合 SageMaker また、これらのパッケージで次
の操作を実行すると、環境が不安定になる場合があります。
• アンインストール
• ダウングレード
• アップグレード

115

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Studio ノートブックを使用する

ネットワークの状態や設定、conda の可用性などの潜在的な問題があるため PyPiでは、パッケージは一定
の時間内または確定的な時間内にインストールされない場合があります。

Note
互換性のない依存関係を持つ環境にパッケージをインストールしようとすると、インストールが
失敗する可能性があります。問題が発生した場合は、ライブラリの管理者にパッケージの依存関
係の更新について問い合わせてください。既存のパッケージの削除や更新など、環境を変更する
と、その環境が不安定になる可能性があります。

ライフサイクル設定を使用してパッケージをインストールする
Studio インスタンスの Amazon EBS ボリュームにカスタムイメージとカーネルをインストールします。
これにより、ノートブックを停止して再起動した場合でもそれらが維持され、インストールした外部ライ
ブラリが更新されないようになります。 SageMaker。そのためには、ノートブックの作成時に実行される
スクリプト () の両方を含むライフサイクル設定を使用します (on-create)ノートブックを再起動するた
びに実行されるスクリプト (on-start). Studio でのライフサイクル設定の使用方法の詳細については、
「Amazon でライフサイクル設定を使う SageMaker スタジオ (p. 146)。ライフサイクル設定スクリプト
の例については、SageMakerStudio のライフサイクル設定サンプル。

Amazon を共有、使用する SageMaker Studio ノートブック
アマゾンをシェアできます SageMaker 同僚と一緒にスタジオノートブック。共有ノートブックはコピー
です。ノートブックを共有した後、元のノートブックに加えた変更は共有ノートブックには反映されず、
同僚のノートブックの共有コピーに加えた変更は元のノートブックには反映されません。最新バージョン
を共有する場合は、新しいスナップショットを作成して共有する必要があります。
トピック
• ノートブックの共有 (p. 116)
• 共有ノートブックを使用する (p. 117)

ノートブックの共有
次のスクリーンショットは、Studio ノートブックのメニューを示しています。

ノートブックを共有するには
1.
2.

ノートブックの右上隅にある [共有] を選択します。
(オプション) [Create Shareable Snapshot (共有可能なスナップショットの作成)] で、次のいずれかの
項目を選択します。
• [Include Git repo information] (Git リポジトリ情報を含める) – ノートブックがある Git リポジトリへ
のリンクを含めます。これを共有すると、同僚とのコラボレーションにより、同じ Git リポジトリ
に貢献できます。
• [Include output] (出力を含める) – 保存済みのノートブック出力をすべて含めます。

Note
IAM アイデンティティセンターのユーザーで、これらのオプションが表示されない場合
は、IAM アイデンティティセンターの管理者が機能を無効にした可能性があります。管理者
に問い合わせてください。
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3.

[作成] を選択します。

4.

スナップショットが作成されたら、[リンクのコピー] を選択し、[閉じる] を選択します。

5.

同僚とリンクを共有します。

共有オプションを選択すると、URL が表示されます。このリンクは、Amazon にアクセスできるユーザー
と共有できます SageMaker Studio ユーザーが URL を開くと、IAM ID Center または IAM 認証を使ってロ
グインすることを求められます。この共有ノートブックはコピーになるため、受信者が行った変更は元の
ノートブックには反映されません。

共有ノートブックを使用する
共有ノートブックは、自分で作成したノートブックと同じように使用します。まずアカウントにログイン
してから、共有リンクを開く必要があります。アクティブなセッションがない場合は、エラーが発生しま
す。
共有ノートブックへのリンクを初めてクリックすると、読み取り専用バージョンのノートブックが開きま
す。共有ノートブックを編集するには、[Create a Copy (コピーを作成)] を選択します。これにより、共有
ノートブックが個人用ストレージにコピーされます。
コピーしたノートブックは、そのインスタンスタイプのインスタンスで起動し、 SageMaker 送信者が共
有したときにノートブックが使用していた画像。インスタンスタイプのインスタンスを現在実行していな
い場合は、新しいインスタンスが開始されます。へのカスタマイズ SageMaker 画像は共有されません。
[Snapshot Details (スナップショットの詳細)] を選択して、ノートブックのスナップショットを調べること
もできます。
共有と認証に関する重要な考慮事項を次に示します。
• アクティブなセッションがある場合は、[Create a Copy (コピーを作成)] を選択するまで、ノートブック
の読み取り専用ビューが表示されます。
• アクティブなセッションがない場合は、ログインする必要があります。
• IAM を使用してログインする場合は、ログイン後にユーザープロファイルを選択してオープン
SageMaker スタジオ。次に、送信したリンクを選択する必要があります。
• IAM Identity Center を使用してログインすると、ログイン後に共有ノートブックが Studio で自動的に開
きます。

ノートブックとアプリのメタデータの取得
Amazon を使用して、ノートブックメタデータとアプリメタデータにアクセスできます SageMaker UI。
トピック
• ノートブックメタデータの取得 (p. 117)
• アプリのメタデータを取得する (p. 118)

ノートブックメタデータの取得
Jupyter ノートブックには、Amazon からアクセスできるオプションのメタデータが含まれています。
SageMakerUI。

ノートブックメタデータを表示するには
1.

左側のサイドバーで、[ノートブックツール] アイコン (
にノートブックがある場合にのみ表示されます。
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2.

[高度なツール] セクションを開きます。

メタデータは、次のようになります。
{

"instance_type": "ml.t3.medium",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (Data Science)",
"language": "python",
"name": "python3__SAGEMAKER_INTERNAL__arn:aws:sagemaker:us-west-2:<acct-id>:image/
datascience-1.0"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.7.6"
}
}

アプリのメタデータを取得する
Amazon でノートブックを作成する場合 SageMaker Studio では、アプリのメタデータはという名前の
ファイルに書き込まれますresource-metadata.jsonフォルダの中/opt/ml/metadata/。ノートブッ
ク内からイメージターミナルを開くと、アプリのメタデータを取得できます。メタデータから、の例をい
くつか示します。 SageMaker ノートブックを実行するイメージとインスタンスタイプ:
• AppType – KernelGateway
• DomainId— StudioID と同じ
• UserProfileName— 現在のユーザーのプロファイル名
• ResourceArn— アプリの Amazon リソースネーム (ARN) (インスタンスタイプを含む)
• ResourceName— の名前 SageMaker 画像
追加のメタデータは Studio で内部的に使用され、変更される場合があります。

アプリのメタデータを取得するには
1.
2.

ノートブックメニューの中央で、[ターミナルの起動] アイコン (
が開き、 SageMaker ノートブックが使われている画像。

次のコマンドを実行して、resource-metadata.json ファイルの内容を表示します。
cd /opt/ml/metadata/
cat resource-metadata.json

ファイルは次のようになります。
{

) を選択します。これでターミナル

"AppType": "KernelGateway",
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"DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
"UserProfileName": "profile-name",
"ResourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:account-id:app/d-xxxxxxxxxxxx/profile-name/
KernelGateway/datascience--1-0-ml-t3-medium",
"ResourceName": "datascience--1-0-ml"
}

ノートブックの相違点を取得する
Amazon を使って、現在のノートブックと最後のチェックポイントまたは最後の Git コミットの相違点を
表示できます。 SageMaker UI。
次のスクリーンショットは、Studio ノートブックのメニューを示しています。

トピック
• 最後のチェックポイントとの相違点を取得する (p. 119)
• 最後のコミットとの相違点を取得する (p. 119)

最後のチェックポイントとの相違点を取得する
ノートブックを作成すると、ノートブックに一致する隠しチェックポイントファイルが作成されます。
ノートブックとチェックポイントファイルの間の変更点を表示したり、ノートブックをチェックポイント
ファイルに一致させたりることができます。
デフォルトでは、ノートブックは 120 秒ごとに自動保存され、ノートブックを閉じるときにも保存され
ます。ただし、チェックポイントファイルはノートブックと一致するように更新されません。ノートブッ
クを保存し、チェックポイントファイルを更新して一致させるには、ノートブックメニューの左側にある
[ノートブックを保存してチェックポイントを作成] アイコン (
ショートカットを使用する必要があります。

) を選択するか、Ctrl + S キーボード

ノートブックとチェックポイントファイルの間の変更点を表示するには、ノートブックメニューの中央に
ある [チェックポイント差分] アイコン (

) を選択します。

ノートブックをチェックポイントファイルに戻すには、Studio のメインメニューから [ファイル]、[ノート
ブックをチェックポイントに戻す] の順に選択します。

最後のコミットとの相違点を取得する
ノートブックが Git リポジトリから開いている場合は、ノートブックと最後の Git コミットの相違点を表
示できます。
最後の Git コミットからのノートブックの変更点を表示するには、ノートブックメニューの中央にある
[Git の差分] アイコン (

) を選択します。

リソースを管理する
インスタンスタイプを変更することができます。 SageMaker Amazon 内のイメージとカーネル
SageMakerStudio のノートブック ノートブックで使うカスタムカーネルを作成する方法については、
「Bring Yourwn SageMaker 画像 (p. 131)」を参照してください。
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トピック
• インスタンスタイプの変更 (p. 120)
• カーネルを変更する (p. 121)
• リソースのシャットダウン (p. 122)

インスタンスタイプの変更
新しい Studio ノートブックを初めて開くと、ノートブックを実行するためのデフォルトの Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスタイプが割り当てられます。同じインスタンスタイプで追加
のノートブックを開くと、ノートブックが異なるカーネルを使用している場合でも、ノートブックは最初
のノートブックと同じインスタンスで実行されます。
Studio ノートブックを実行するインスタンスタイプをノートブック内で変更できます。
以下の情報は Studio ノートブックにのみ適用されます。Amazon のインスタンスタイプを変更する方法に
ついては、の例をいくつか示します。 SageMaker ノートブックインスタンス、を参照してくださいノー
トブックインスタンスを更新する (p. 200)。

Important
インスタンスタイプを変更すると、ノートブックの保存されていない情報および既存の設定が失
われ、インストールしたパッケージを再インストールする必要があります。
以前のインスタンスタイプは、アクティブなカーネルセッションまたはアプリケーションがない
場合でも実行され続けます。料金の発生を止めるには、インスタンスを明示的に停止する必要が
あります。インスタンスを停止する方法については、「リソースのシャットダウン (p. 122)」を
参照してください。
次のスクリーンショットは、Studio ノートブックのメニューを示しています。ノートブックの動力を供給
するインスタンスタイプのプロセッサとメモリは、2 vCPU + 4 GiB として表示されます。

インスタンスタイプを変更するには
1.

インスタンスタイプを選択します。

2.

[Select instance (インスタンスの選択)] で、一覧表示されている高速起動インスタンスタイプの 1 つ
を選択します。または、すべてのインスタンスタイプを表示するには、[Fast launch only (高速起動の
み)] をオフにします。リストは任意の列でソートすることができます。
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3.

タイプを選択したら、[Save and continue (保存して続行)] を選択します。

4.

新しいインスタンスが有効になるまで待機すると、新しいインスタンスタイプ情報が表示されます。

使用可能なインスタンスタイプのリストについては、「使用可能 SageMaker Studio インスタンスタイ
プ (p. 125)」を参照してください。

カーネルを変更する
アマゾンで SageMaker Studio ノートブックでは、ノートブック内からノートブックのカーネルを変更で
きます。
次のスクリーンショットは、Studio ノートブックのメニューを示しています。現在の SageMakerカー
ネルとイメージは次のように表示されますPython 3 (データサイエンス)、、パラメータは次のとおりで
すPython 3はカーネルを表し、Data Scienceは SageMaker カーネルを含む画像。右側の円の色は、
カーネルがアイドルまたはビジーであることを示します。円の縁とその内部が同じ色である場合、カーネ
ルはビジーです。
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ノートブックのカーネルを変更するには
1.

カーネル名を選択します。

2.
3.

ドロップダウンリストからカーネルを 1 つ選択します。
カーネルを選択したら、[Select] (選択) を選択します。

4.

カーネルのステータスがアイドルになる (カーネルが始動したことを示す) のを待ちます。

利用可能なリストについて SageMaker カーネル、を参照してください利用可能な Amazon SageMaker
Kernel (p. 129)。

リソースのシャットダウン
ノートブック、ターミナル、カーネル、アプリケーション、インスタンスなどのリソースを個別にシャッ
トダウンできます。また、これらのいずれかのカテゴリにあるリソースをすべて同時にシャットダウンで
きます。

Note
アマゾン SageMaker Studio は、ノートブック内からのリソースのシャットダウンをサポートし
ていません。
トピック
• 開いているノートブックのシャットダウン (p. 122)
• リソースのシャットダウン (p. 122)

開いているノートブックのシャットダウン
開いているノートブックは Amazon からシャットダウンできます SageMaker スタジオファイルメニュー
または「実行中のターミナルとカーネル」ペインから。

Note
ノートブックをシャットダウンすると、ノートブックに保存されていない情報は失われます。
ノートブックは削除されません。

開いているノートブックを [ファイル] メニューからシャットダウンするには
1.

(任意) ノートブックメニューの左側にある [Disk] (ディスク) アイコンを選択して、ノートブックの内
容を保存します。

2.

[ファイル]、[Close and Shutdown Notebook (ノートブックを閉じてシャットダウン)] の順に選択しま
す。
[OK] を選択します。

3.

リソースのシャットダウン
到達できますターミナルとカーネルの実行Amazon の左側にあるペイン SageMaker Studio with

the

アイコン。[Running Terminals and Kernels] (ターミナルとカーネルの実行) ペインは 4 つのセ
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クションで構成されています。各セクションには、そのタイプのリソースがすべてリスト表示されます。
各リソースを個別にシャットダウンすることも、セクション内のすべてのリソースを同時にシャットダウ
ンすることもできます。

セクション内のすべてのリソースをシャットダウンすると、以下のようになります。
• RUNNING INSTANCES/RUNNING APPS (実行中のインスタンス/実行中のアプリケーション) - すべて
のインスタンス、アプリケーション、ノートブック、カーネルセッション、コンソール/シェル、イメー
ジターミナルがシャットダウンされます。システムターミナルはシャットダウンされません。

Note
Studio ノートブックインスタンスをシャットダウンすると、次のような追加リソース
SageMaker Studio から作成されたエンドポイント、Amazon EMR クラスター、Amazon S3 バ
ケットは削除されません。これらのリソースを削除して料金の発生を停止します。
• KERNEL SESSIONS (カーネルセッション) - すべてのカーネル、ノートブック、コンソール/シェルが
シャットダウンされます。
• TERMINAL SESSIONS (ターミナルセッション) - すべてのイメージターミナルとシステム端末がシャッ
トダウンされます。

リソースをシャットダウンするには
1.
2.

左サイドバーで、[Running Terminals and Kernels] (実行中のターミナルとカーネル) アイコン (
選択します。

)を

次のいずれかを実行します。
• 特定のリソースをシャットダウンするには、リソースと同じ行にある [SHUT DOWN] (シャットダウ
ン) アイコン (

) を選択します。
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実行中のインスタンスの場合、確認のダイアログにシャットダウンするすべてのリソースがリスト
表示されます。実行中のアプリケーションの場合、確認のダイアログが表示されます。[Shut down
all (すべてシャットダウン)] を選択して続行します。

Note
カーネルセッションまたはターミナルセッションの場合は、確認のダイアログは表示され
ません。
• セクション内のすべてのリソースをシャットダウンするには、セクションラベルの右側にある [X]
をクリックします。確認のダイアログが表示されます。[Shut down all (すべてシャットダウン)] を
選択して続行します。

使用状況の計測
Amazon は追加料金なしで使用できます。 SageMaker Studio Amazon の運営にかかる費用 SageMaker
Studio ノートブック、インタラクティブシェル、コンソール、ターミナルは、Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) インスタンスの使用状況に基づいています。
次のリソースを実行する際には、 SageMaker イメージとカーネル:

Studio Launcher から
• ノートブック
• インタラクティブシェル
• イメージターミナル

[ファイル] メニューから
• ノートブック
• コンソール
起動すると、リソースは、選択したインスタンスタイプの Amazon EC2 インスタンスで実行されます
SageMaker イメージとカーネル。そのタイプのインスタンスが以前に起動され、使用可能な場合、リソー
スはそのインスタンスで実行されます。
CPU ベースのイメージの場合、デフォルトのインスタンスタイプは ml.t3.medium です。GPU ベースの
イメージの場合、デフォルトのインスタンスタイプは ml.g4dn.xlarge です。
発生する費用は、インスタンスタイプに基づきます。インスタンスごとに個別に課金されます。
計測は、インスタンスの作成時に開始されます。計測は、インスタンスのすべてのアプリケーション、ま
たはインスタンスがシャットダウンされると終了します。インスタンスをシャットダウンする方法につい
ては、「」を参照してください。リソースのシャットダウン (p. 122)。

Important
料金の発生を停止するには、インスタンスをシャットダウンする必要があります。インスタンス
で実行されているノートブックをシャットダウンしても、インスタンスをシャットダウンしてい
ない場合は、引き続き料金が発生します。Studio ノートブックインスタンスをシャットダウン
すると、次のような追加リソース SageMaker Studio から作成されたエンドポイント、Amazon
EMR クラスター、Amazon S3 バケットは削除されません。これらのリソースを削除して料金の
発生を停止します。
同じインスタンスタイプで複数のノートブックを開くと、異なるカーネルを使用している場合でも、ノー
トブックは同じインスタンスで実行されます。その 1 つのインスタンスが実行されている時間に対しての
み課金されます。
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インスタンスタイプは、ノートブックを開いた後にノートブック内から変更できます。詳細については、
「インスタンスタイプの変更 (p. 120)」を参照してください。
請求および料金例については、アマゾン SageMaker 料金。

利用可能なリソース
次のセクションでは、Amazon で使用できるリソースのリストを示します。 SageMaker Studio のノート
ブック。
トピック
• 使用可能 SageMaker Studio インスタンスタイプ (p. 125)
• 利用可能な Amazon SageMaker イメージ (p. 127)
• 利用可能な Amazon SageMaker Kernel (p. 129)

使用可能 SageMaker Studio インスタンスタイプ
次の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスタイプをで使用できます SageMaker
Studio のノートブック。
使用事例に適合するインスタンスタイプとそのパフォーマンス性能については、「Amazon Elastic
Compute Cloud インスタンスタイプ」を参照してください。
利用可能な Amazon の詳細については SageMaker ノートブックインスタンスタイプについては、を参照
してください。CreateNotebookInstance。

Note
ほとんどの使用事例では、ml.t3.medium を使用します。これは CPU ベースのデフォルトのイン
スタンスタイプです SageMaker 画像、およびの一部として使用できますAWS無料利用枠。
>> 高速起動インスタンスタイプは、2 分以内に起動するように最適化されています。

デフォルトのインスタンスタイプ
• CPU ベースのイメージ: ml.t3.medium >> 高速起動
• GPU ベースのイメージ: ml.g4dn.xlarge >> 高速起動

汎用 (GPU なし)
• ml.t3.medium >> 高速起動
• ml.t3.large
• ml.t3.xlarge
• ml.t3.2xlarge
• ml.m5.large >> 高速起動
• ml.m5.xlarge
• ml.m5.2xlarge
• ml.m5.4xlarge
• ml.m5.8xlarge
• ml.m5.12xlarge
• ml.m5.16xlarge
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• ml.m5.24xlarge
• ml.m5d.large
• ml.m5d.xlarge
• ml.m5d.2xlarge
• ml.m5d.4xlarge
• ml.m5d.8xlarge
• ml.m5d.12xlarge
• ml.m5d.16xlarge
• ml.m5d.24xlarge

コンピューティング最適化 (GPU なし)
• ml.c5.large >> 高速起動
• ml.c5.xlarge
• ml.c5.2xlarge
• ml.c5.4xlarge
• ml.c5.9xlarge
• ml.c5.12xlarge
• ml.c5.18xlarge
• ml.c5.24xlarge

メモリ最適化 (GPU なし)
• ml.r5.large
• ml.r5.xlarge
• ml.r5.2xlarge
• ml.r5.4xlarge
• ml.r5.8xlarge
• ml.r5.12xlarge
• ml.r5.16xlarge
• ml.r5.24xlarge

高速コンピューティング (GPU 1 つ以上)
• ml.p3.2xlarge
• ml.p3.8xlarge
• ml.p3.16xlarge
• ml.p3dn.24xlarge
• ml.g4dn.xlarge >> 高速起動
• ml.g4dn.2xlarge
• ml.g4dn.4xlarge
• ml.g4dn.8xlarge
• ml.g4dn.12xlarge
• ml.g4dn.16xlarge
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• ml.g5.xlarge
• ml.g5.2xlarge
• ml.g5.4xlarge
• ml.g5.8xlarge
• ml.g5.12xlarge
• ml.g5.24xlarge
• ml.g5.48xlarge

利用可能な Amazon SageMaker イメージ
以下 SageMaker イメージは Amazon で入手できます SageMaker Studio SageMaker 画像には最新のもの
が含まれていますアマゾン SageMaker Python SDKそしてカーネルの最新バージョン。括弧内の名前 ([])
は、 SageMaker の Amazon リソースネーム (ARN) で指定された画像 SageMaker イメージ 詳細について
は、「Deep Learning Containers イメージ」を参照してください。
• ベースパイソン [python-3.6]
Python 3.6 からの公式イメージ DockerHub boto3とAWS CLI含まれる。
• ベースPython 2.0 [sagemaker-base-python-38]
Python 3.8 からの公式イメージ DockerHub boto3とAWS CLI含まれる。
• データサイエンス [データサイエンス-1.0]
Data SciencePython 3.7condaイメージには、最も一般的に使用される Python パッケージとライブラ
リが含まれます。 NumPy そして SciKit学習
• データサイエンス 2.0 [sagemaker-datascience-38]
Data Science 2.0Python 3.8condaイメージには、最も一般的に使用される Python パッケージとラ
イブラリが含まれます。 NumPy そして SciKit学習
• SparkMagic [sagemaker-sparkmagic]
アナコンダ個人版付き PySpark と Spark カーネル。詳細については、次を参照してくださ
い。sparkmagic。
• MXNet 1.6 Python 3.6 (CPU に最適化) [mxnet-1.6-cpu-py36]
-AWSDeep Learning ContainersAWSApache MXNet 1.6を搭載したMXには、パフォーマンスとスケール
オン向けに最適化されたCPUトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を
参照してください。AWSMXNet 1.6.0 用Deep Learning Containers。
• MXNet 1.6 Python 3.6 (GPU に最適化) [mxnet-1.6-gpu-py36]
-AWSDeep Learning ContainersAWSCUDA 10.1を搭載したApache MXNet 1.6を搭載したMXには、パ
フォーマンスとスケールオン向けに最適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれています
AWS。詳細については、次を参照してください。AWSMXNet 1.6.0 用Deep Learning Containers。
• MXNet 1.8 Python 3.7 (CPU に最適化) [mxnet-v1]
-AWSDeep Learning ContainersAWSApache MXNet 1.8を搭載したMXには、パフォーマンスとスケール
オン向けに最適化されたCPUトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を
参照してください。AWSDeep Learning ContainersAWSMAX のセクション。
• MXNet 1.8 Python 3.7 (GPU に最適化) [mbuntu16.04-v1]
-AWSDeep Learning ContainersAWSApache MXNet 1.8とCUDA 11.0を搭載したMXには、パフォーマン
スとスケールオン向けに最適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細
については、次を参照してください。AWSDeep Learning ContainersAWSMAX のセクション。
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• MXNet 1.9 Python 3.8 (CPU 用に最適化) [mxnet-1.9-cpu-py38-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0]
-AWSDeep Learning ContainersAWSApache MXNet 1.9を搭載したMXには、パフォーマンスとスケール
オン向けに最適化されたCPUトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を
参照してください。AWSMX 1.9.0 on 用Deep Learning Containers SageMaker 。
• MXNet 1.9 Python 3.8 (GPU 用に最適化) [mxnet-1.9-gpu-py38-cu112-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0]
-AWSDeep Learning ContainersAWSApache MXNet 1.9とCUDA 11.2を搭載したMXには、パフォーマン
スとスケールオン向けに最適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細
については、次を参照してください。AWSMX 1.9.0 on 用Deep Learning Containers SageMaker 。
• PyTorch 1.10 Python 3.8 (CPU に最適化) [pytorch-1.10-cpu-py38]
-AWSDeep Learning Containers PyTorch 1.10 CPUトレーニング用のコンテナを組み込み、パフォーマ
ンスとスケールオンを重視して最適化したAWS。詳細については、次を参照してください。AWSDeep
Learning Containers PyTorch 1.10.2 SageMaker 。
• PyTorch 1.10 Python 3.8 (GPU に最適化) [pytorch-1.10-gpu-py38]
-AWSDeep Learning Containers PyTorch CUDA 11.3の1.10には、パフォーマンスとスケールオン向けに
最適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を参照し
てください。AWSDeep Learning Containers PyTorch 1.10.2 SageMaker 。
• PyTorch 1.4 Python 3.6 (CPU に最適化) [pytorch-1.4-cpu-py36]
-AWSDeep Learning Containers PyTorch 1.4 CPUトレーニング用のコンテナを組み込み、パフォーマ
ンスとスケールオンを重視して最適化したAWS。詳細については、次を参照してください。AWSDeep
Learning Containers v3.2 for PyTorch 。
• PyTorch 1.4 Python 3.6 (GPU に最適化) [pytorch-1.4-gpu-py36]
-AWSDeep Learning Containers PyTorch 1.4 CUDA 10.1には、パフォーマンスとスケールオン向けに最
適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を参照して
ください。AWSDeep Learning Containers v3.2 for PyTorch 。
• PyTorch 1.6 Python 3.6 (CPU に最適化) [pytorch-1.6-cpu-v1]
-AWSDeep Learning Containers PyTorch 1.6 CPUトレーニング用のコンテナを組み込み、パフォーマ
ンスとスケールオンを重視して最適化したAWS。詳細については、次を参照してください。AWSDeep
Learning Containers PyTorch 1.6.0。
• PyTorch 1.6 Python 3.6 (GPU に最適化) [pybuntu18.04-v3]
-AWSDeep Learning Containers PyTorch 1.6 CUDA 11.0には、パフォーマンスとスケールオン向けに最
適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を参照して
ください。AWSDeep Learning Containers PyTorch キャンバスで1.6.0。
• PyTorch 1.8 Python 3.6 (CPU に最適化) [1.8.1-cpu-py36]
-AWSDeep Learning Containers PyTorch 1.8 CPUトレーニング用のコンテナを組み込み、パフォーマ
ンスとスケールオンを重視して最適化したAWS。詳細については、次を参照してください。AWSDeep
Learning Containers PyTorch 1.8.0。
• PyTorch 1.8 Python 3.6 (GPU に最適化) [pytorch-1.8-gpu-py36]
-AWSDeep Learning Containers PyTorch CUDA 11.1の1.8には、パフォーマンスとスケールオン向けに
最適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を参照し
てください。AWSDeep Learning Containers PyTorch 1.8.0。
• TensorFlow 1.15 Python 3.6 (CPU に最適化) [tensorflow-1.15-cpu-py36]
-AWSDeep Learning Containers TensorFlow 1.15 CPUトレーニング用のコンテナを含めて、パフォーマ
ンスとスケールオンを重視して最適化したAWS。詳細については、次を参照してください。AWSDeep
Learning Containers TensorFlow 1.15.3。
• TensorFlow 1.15 Python 3.6 (GPU に最適化) [tensorflow-1.15-gpu-py36]
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-AWSDeep Learning Containers TensorFlow CUDA 10.0の1.15には、GPUでのトレーニング用のコンテ
ナが含まれ、パフォーマンスとスケールオンが最適化されていますAWS。詳細については、次を参照し
てください。AWSDeep Learning Containers TensorFlow 1.15.3。
• TensorFlow 1.15 Python 3.7 (CPU に最適化) [tensorflow-v7]
-AWSDeep Learning Containers TensorFlow 1.15 CPUトレーニング用のコンテナを含めて、パフォーマ
ンスとスケールオンを重視して最適化したAWS。詳細については、次を参照してください。AWSDeep
Learning Containers v7.0 for TensorFlow 。
• TensorFlow 1.15 Python 3.7 (GPU 用に最適化) [テンソルフロー-1.15-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04-v8]
-AWSDeep Learning Containers TensorFlow CUDA 11.0の1.15には、パフォーマンスとスケールオン向
けに最適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を参
照してください。AWSDeep Learning Containers v7.0 for TensorFlow 。
• TensorFlow 2.1 Python 3.6 (CPU に最適化) [tensorflow-2.1-cpu-py36]
-AWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.1 パフォーマンスとスケールオンを重視して最適
化された CPU トレーニング用のコンテナを含めるAWS。詳細については、次を参照してくださ
い。AWSTensorflow 用Deep Learning Containers v6.2。
• TensorFlow 2.1 Python 3.6 (GPU に最適化) [tensorflow-2.1-gpu-py36]
-AWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.1 CUDA 10.1には、パフォーマンスとスケールオン向け
に最適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を参照
してください。AWSTensorflow 用Deep Learning Containers v6.2。
• TensorFlow 2.3 Python 3.7 (CPU に最適化) [tensorflow-v1]
-AWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.3 パフォーマンスとスケールオンを重視して最適化され
た CPU トレーニング用のコンテナを含めるAWS。詳細については、次を参照してください。AWSDeep
Learning Containers TensorFlow 2.3.0。
• TensorFlow 2.3 Python 3.7 (GPU に最適化) [tenbuntu18.04-v3]
-AWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.3 CUDA 11.0には、パフォーマンスとスケールオン向け
に最適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を参照
してください。AWSDeep Learning Containers TensorFlow キャンバス11.0と2.3.1。
• TensorFlow 2.6 Python 3.8 (CPU に最適化) [tensorflow-v1]
-AWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.6 GPU でのトレーニング用コンテナを含めて、パ
フォーマンスとスケールオンを重視して最適化したAWS。詳細については、次を参照してくださ
い。AWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.6。
• TensorFlow 2.6 Python 3.8 (GPU に最適化) [tenbuntu20.04-v1]
-AWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.6 CUDA 11.2には、パフォーマンスとスケールオン向け
に最適化されたGPUでのトレーニング用のコンテナが含まれていますAWS。詳細については、次を参照
してください。AWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.6。

利用可能な Amazon SageMaker Kernel
次のアマゾン SageMaker カーネルは次の場所で利用できます SageMaker Studio 括弧内の名前は
SageMaker カーネルをホストするイメージ。
Data Scienceはcondaイメージには、最も一般的に使用される Python パッケージとライブラリが含まれ
ます。 NumPy そして scikit-learn。
• パイソン 3 (ベースパイソン) とパイソン 3.6
• パイソン 3 (ベースパイソン 2.0) とパイソン 3.8
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• Python 3 (データサイエンス) と Python 3.7
• Python 3 (データサイエンス 2.0) と Python 3.8
• PySpark (SparkMagic) Python 3.7 で
• スparkSparkMagic) Python 3.7
• Python 3 (MXNet 1.6 Python 3.6 CPU 最適化)
• Python 3 (MXNet 1.6 Python 3.6 GPU 最適化)
• Python 3 (MXNet 1.8 Python 3.7 CPU 最適化)
• Python 3 (MXNet 1.8 Python 3.7 GPU 最適化)
• Python 3 (MXNet 1.8 Python 1.8 Python 3.8 CPU 最適化)
• Python 3 (MXNet 1.8 Python 1.8 Python 3.8 GPU 最適化)
• Python 3 のプロパティPyTorch 1.10 Python 3.8 CPU 最適化)
• Python 3 のプロパティPyTorch 1.10 Python 3.8 GPU 最適化)
• Python 3 のプロパティPyTorch 1.4 Python 3.6 CPU 最適化)
• Python 3 のプロパティPyTorch 1.4 Python 3.6 GPU 最適化)
• Python 3 のプロパティPyTorch 1.6 Python 3.6 CPU 最適化)
• Python 3 のプロパティPyTorch 1.6 Python 3.6 GPU 最適化)
• Python 3 のプロパティPyTorch 1.8 Python 3.6 CPU 最適化)
• Python 3 のプロパティPyTorch 1.8 Python 3.6 GPU 最適化)
• Python 3 のプロパティSageMaker JumpStart Python 3.7 のデータサイエンス 1.0)
• Python 3 のプロパティSageMaker JumpStart MXNet 1.0) と Python 3.7
• Python 3 のプロパティSageMaker JumpStart PyTorch 1.0) Python 3.7
• Python 3 のプロパティSageMaker JumpStart TensorFlow 1.0) Python 3.7
• Python 3 のプロパティTensorFlow 1.15 Python 3.6 CPU 最適化)
• Python 3 のプロパティTensorFlow 1.15 Python 3.6 GPU 最適化)
• Python 3 のプロパティTensorFlow 1.15 Python 3.7 CPU 最適化)
• Python 3 のプロパティTensorFlow 1.15 Python 3.7 GPU 最適化)
• Python 3 のプロパティTensorFlow 2.1 Python 3.6 CPU 最適化)
• Python 3 のプロパティTensorFlow 2.1 Python 3.6 GPU 最適化)
• Python 3 のプロパティTensorFlow 2.3 Python 3.7 (CPU 最適化)
• Python 3 のプロパティTensorFlow 2.3 Python 3.7 GPU 最適化)
• Python 3 のプロパティTensorFlow 2.6 Python 3.8 (Python 3.8 CPU 最適化
• Python 3 のプロパティTensorFlow 2.6 Python 3.8 GPU 最適化)

Amazon をカスタマイズする SageMaker スタジオ
Amazon をカスタマイズする場合は 2 つのオプションがあります SageMaker スタジオ環境。Bring Your
Own SageMaker イメージを作成するか、ライフサイクル設定スクリプトを使用してください。この 2 つ
のオプションは、個別にまたは一緒に使用できます。
• Bring Yourwn SageMaker イメージ ある SageMaker イメージとは、Amazon で Jupyter ノートブックを
実行するために必要なカーネル、言語パッケージなどの依存関係を識別するファイルです SageMaker
Studio アマゾン SageMaker には使用可能な多くの組み込みイメージがあります。その他の機能が必要
な場合、独自のカスタムイメージを Studio に取り込みます。
• Amazon でライフサイクル設定を使う SageMaker Studio ライフサイクル設定は Amazon によってトリ
ガーされるシェルスクリプトです SageMaker 新しい Studio ノートブックの開始などの、Studio ライフ
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サイクルイベント。ライフサイクル設定を使うと、Studio 環境のカスタマイズを自動化できます。例え
ば、カスタムパッケージのインストール、ノートブック拡張機能の設定、データセットのプリロード、
ソースコードリポジトリの設定ができます。
次のトピックでは、これらの 2 つのオプションを使って Amazon をカスタマイズする方法を説明します。
SageMaker スタジオ環境。
トピック
• Bring Yourwn SageMaker 画像 (p. 131)
• Amazon でライフサイクル設定を使う SageMaker スタジオ (p. 146)

Bring Yourwn SageMaker 画像
ある SageMaker イメージとは、Amazon で Jupyter ノートブックを実行するために必要なカーネル、言
語パッケージなどの依存関係を識別するファイルです SageMaker Studio イメージは、Jupyter Notebook
を実行する環境を作成するために使用されます。アマゾン SageMaker には使用可能な多くの組み込み
イメージがあります。組み込みイメージのリストについては、「利用可能な Amazon SageMaker イメー
ジ (p. 127)」を参照してください。
その他の機能が必要な場合、独自のカスタムイメージを Studio に取り込みます。を使用して、イメージと
イメージバージョンを作成し、イメージバージョンをドメインにアタッチできます。 SageMakerコント
ロールパネル、AWS SDK for Python (Boto3)、およびAWS Command Line Interface(AWS CLI)。を使用し
てイメージとイメージバージョンを作成することもできます。 SageMaker コンソールをオンボードして
いない場合も SageMaker ドメイン。 SageMaker カスタムの開始点として使用するサンプル Dockerfile が
提供されています SageMaker の画像SageMaker Studio カスタムイメージサンプルrepository。
次のトピックでは、の例をいくつか示します。 SageMaker コンソールAWS CLIをクリックし、Studio
でイメージを起動します。同様のブログ記事については、Amazon への独自のR環境の導入 SageMaker
スタジオ。独自の画像をトレーニングや推論に使用する方法を示すノートブックについては、アマゾン
SageMaker スタジオコンテナビルド CLI。

主な用語
次のセクションでは、独自のイメージを Studio で使用するための主な用語を定義します。
• Dockerfile: Dockerfile は、Docker イメージの言語パッケージやその他の依存関係を識別するファイルで
す。
• Docker イメージ: Docker イメージはビルドされた Dockerfile です。この画像は Amazon ECR にチェッ
クインされ、その基礎となります SageMakerイメージ
• SageMaker イメージ ある SageMaker 画像はセット用のホルダーです SageMakerDocker イメージに基
づくイメージバージョン。イメージバージョンはすべてイミュータブルです。
• 画像バージョン: のイメージバージョン SageMaker イメージは Docker イメージを表し、Amazon ECR
リポジトリに保存されます。イメージバージョンはすべてイミュータブルです。これらのイメージバー
ジョンはドメインにアタッチして Studio で使用できます。
トピック
• Custom SageMaker イメージの仕様 (p. 132)
• 前提条件 (p. 133)
• スタジオと互換性のある Docker イメージを Amazon ECR に追加 (p. 133)
• カスタムを作成する SageMaker 画像 (p. 134)
• カスタムを添付 SageMaker 画像 (p. 137)
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• カスタムを起動する SageMaker Amazon のイメージ SageMaker スタジオ (p. 142)
• リソースをクリーンアップする (p. 144)

Custom SageMaker イメージの仕様
次の仕様は、で表されるコンテナイメージに適用されます。 SageMakerイメージバージョン。
イメージを実行する
ENTRYPOINTそしてCMD命令は上書きされ、イメージを KernelGateway アプリ。
画像のポート 8888 は、 KernelGateway ウェブサーバー。
イメージを停止する
DeleteApp API は docker stop コマンドに相当するコマンドを発行します。コンテナ内の他のプ
ロセスは SIGKILL/SIGTERM シグナルを受信しません。
カーネル検出
SageMaker Jupyter が定義したカーネルを認識するカーネルの仕様。
イメージを実行する前に、表示するカーネルのリストを指定できます。指定しない場合、python3 と
表示されます。を使用するDescribeAppImageConfigカーネルのリストを表示するための API。
デフォルトで、Conda 環境はカーネル仕様として認識されます。
ファイルシステム
/opt/.sagemakerinternal ディレクトリと /opt/ml ディレクトリは予約されています。これら
のディレクトリにあるデータは、実行時には表示されない場合があります。
ユーザーデータ
ドメイン内の各ユーザーは、イメージの共有 Amazon Elastic File System ボリュームにユーザーディ
レクトリを得ます。現在のユーザーの Amazon EFS ボリュームのディレクトリの場所は設定できま
す。デフォルトのディレクトリは /home/sagemaker-user です。
SageMaker イメージとホストの間の POSIX UID/GID マッピングを設定します。デフォルトでは、
ルートユーザーの UID/GID (0/0) はホストの UID/GID にマッピングされます。
以下を使用して、これらの値を指定できます。CreateAppImageConfigAPI。
GID/UID の制限
アマゾン SageMaker Studio は以下のみをサポートしますDefaultUIDそしてDefaultGID組み合わ
せ:
• defaultId: 1000、defaultGid: 100。これは権限のないユーザーに対応します。
• DefaultUID: 0 と DefaultGID: 0。これはルートアクセスに対応します。
メタデータ
メタデータファイルは /opt/ml/metadata/resource-metadata.json にあります。イメージで
定義されている変数には、その他の環境変数は追加されません。詳細については、「アプリのメタ
データを取得する (p. 118)」を参照してください。
GPU
GPU インスタンスでは、イメージは --gpus オプションを付けて実行されます。イメージには
NVIDIA ドライバーを含めず、CUDA ツールキットのみを含めます。詳細については、「NVIDIA ユー
ザーガイド」を参照してください。
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メトリクスとログ記録
のログ KernelGateway プロセスが Amazon に送信されます CloudWatch お客様のアカウントにありま
す。ロググループの名前は /aws/sagemaker/studio です。ログストリームの名前は $domainID/
$userProfileName/KernelGateway/$appName です。
イメージのサイズ
25 GB の制限があります。画像のサイズを確認するには、docker image ls。

サンプル Dockerfile
次のサンプル Dockerfile は、イメージベースの Amazon Linux 2 を作成し、サードパーティのパッケージ
をインストールし、python3kernel に設定し、権限のないユーザーにスコープを設定します。
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2
ARG NB_USER="sagemaker-user"
ARG NB_UID="1000"
ARG NB_GID="100"
RUN \
yum install --assumeyes python3 shadow-utils && \
useradd --create-home --shell /bin/bash --gid "${NB_GID}" --uid ${NB_UID} ${NB_USER} &&
\
yum clean all && \
python3 -m pip install ipykernel && \
python3 -m ipykernel install
USER ${NB_UID}

前提条件
Amazonで使用するコンテナを持参するには、次の前提条件を満たす必要があります SageMaker Studio
• Docker アプリケーション。Docker の設定については、「オリエンテーションと設定」を参照してくだ
さい。
• をインストールするAWS CLIの手順を行いますを使用したの開始方法AWS CLI。
• Studio 互換イメージを作成するための任意の Dockerfile のローカルコピー。カスタム画像のサンプルに
ついては、SageMakerStudio カスタムイメージサンプルrepository。
• Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) サービスへのアクセス許可。詳細については、
「Amazon ECR マネージドポリシー」を参照してください。
• AnAWS Identity and Access Managementを持つ実行ロールAmazonSageMakerFullAccessポリシーのア
タッチ。Amazon にオンボーディングした場合 SageMakerドメイン、ロールは以下から取得できますド
メイン概要のセクション SageMaker コントロールパネル
• Studio イメージビルド CLI をインストールするには、の手順に従います。SageMaker Docker ビルド。
この CLI を使うと、AWS CodeBuild を使って Dockerfile を作成できます。

スタジオと互換性のある Docker イメージを Amazon ECR に追加
Amazon ECR にコンテナイメージを追加するには、次の手順を実行します。
• Amazon ECR リポジトリを作成します。
• Amazon ECR に認証します。
• Studio と互換性のある Docker イメージを構築します。
• Amazon ECR リポジトリにイメージをプッシュします
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Note
Amazon ECR リポジトリは同じにある必要がありますAWS リージョンスタジオとして

コンテナイメージを構築して Amazon ECR に追加するには
1.

AWS CLI コマンドを使って、Amazon ECR リポジトリを作成します。Amazon ECR コンソールを
使ってリポジトリを作成するには、「リポジトリを作成する」を参照してください。
aws ecr create-repository \
--repository-name smstudio-custom \
--image-scanning-configuration scanOnPush=true

応答は以下のようになります。
{

}

2.

"repository": {
"repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-2:acct-id:repository/smstudio-custom",
"registryId": "acct-id",
"repositoryName": "smstudio-custom",
"repositoryUri": "acct-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/smstudio-custom",
...
}

ビルドDockerfileStudio イメージビルド CLI を使用します。ピリオド (.) は、Dockerfile がビルドコ
マンドのコンテキスト内にあることを指定します。このコマンドは、イメージを構築し、構築された
イメージを ECR リポジトリにアップロードします。その後、イメージ URI を出力します。
sm-docker build . -t smstudio-custom -t <acct-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
smstudio-custom:custom

応答は以下のようになります。
Image URI: <acct-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<image_name>

カスタムを作成する SageMaker 画像
このトピックでは、カスタムを作成する方法について説明します。 SageMaker を使用してイメージを使
用する SageMaker コンソールAWS CLI。
コンソールからイメージを作成すると、 SageMaker 初期イメージバージョンも作成します。各イメージ
バージョンは、Amazon Elastic Container Registry (ECR) に保存されているコンテナイメージを表しま
す。コンテナイメージを使用するには、Amazon の要件を満たす必要があります SageMaker Studio 詳細
については、「Custom SageMaker イメージの仕様 (p. 132)」を参照してください。イメージをローカ
ルでテストし、一般的な問題を解決する方法については、SageMaker Studio カスタム画像サンプルリポジ
トリ。
カスタムを作成したら SageMaker イメージ。Studio で使用するには、そのイメージをドメインにアタッ
チする必要があります。詳細については、「カスタムを添付 SageMaker 画像 (p. 137)」を参照してくだ
さい。

の作成 SageMaker コンソールからのイメージ
次のセクションでは、カスタムの作成方法を説明します。 SageMaker からの画像 SageMakerコンソー
ル。
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イメージを作成するには
1.

Amazon を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左側のナビゲーションペインで、[Images] (イメージ) を選択します。

3.

[Custom images] (カスタムイメージ) ページで [Create image] (イメージの作成) を選択します。

4.

[Image source] (イメージソース) には、Amazon ECR のコンテナイメージへのレジストリパスを入力
します。パスの形式は以下のとおりです。
acct-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repo-name[:tag] or [@digest]

5.

[Next] (次へ) を選択します。

6.

[Image properties] (イメージプロパティ) に、次を入力します。
• イメージ名 — この名前は、現在のアカウントで一意である必要がありますAWS リージョン。
• (オプション) Display name (表示名) - Studio のユーザーインターフェイスに表示される名前。入力
されない場合、Image name が表示されます。
• (オプション) Description (説明) – イメージの説明。
• IAM role) IAM role) — ロールにはAmazonSageMakerFullAccessポリシーのアタッチ。ドロップダウ
ンメニューから次のいずれかのオプションを選択します。
• Create a new role (新しいロールの作成) - ノートブックのユーザーがアクセスできる追加の
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを指定します (ある場合)。アクセスを許
可するバケットを追加しない場合は[None] (なし) を選択します。
SageMaker アタッチするAmazonSageMakerFullAccessロールへのポリシーの付与 このロー
ルは、チェックマークの横に表示される S3 バケットにノートブックのユーザーがアクセスする
ことを許可します。
• Enter a custom IAM role ARN (カスタム IAM ロールの ARN の入力) - IAM ロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を入力します。
• Use existing role (既存のロールの使用) - リストから既存のロールの 1 つを選択します。
• (オプション) Image tags (イメージタグ) - [Add new tag] (新しいタグの追加) を選択します。最大 50
個のタグを追加できます。タグは Studio のユーザーインターフェイスを使用して検索できます。
SageMakerコンソール、または SageMaker SearchAPI。

7.

[Submit] (送信) を選択します。

新しいイメージは、[Custom images] (カスタムイメージ) リストで一時的に強調表示されます。イメージ
が正常に作成されたら、イメージ名を選択してそのプロパティを表示するか、[Create version] (バージョ
ンの作成) をクリックして、別のバージョンを作成します。

別のイメージバージョンを作成するには
1.

イメージと同じ行にある [Create version] (バージョンを作成) を選択します。

2.

にとって画像ソースで、Amazon ECR のコンテナイメージへのレジストリパスを入力します。以前の
バージョンで使用されていたイメージと同じコンテナイメージは指定できません SageMaker イメー
ジ

の作成 SageMaker からの画像AWS CLI
を作成するには、次の手順を実行します。 SageMaker を使用してコンテナイメージからのイメージAWS
CLI。
• Image を作成します。
• ImageVersion を作成します。
• 設定ファイルを作成します。
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• AppImageConfig を作成します。

を作成するには SageMaker イメージエンティティ
1.

の作成 SageMaker イメージ
aws sagemaker create-image \
--image-name custom-image \
--role-arn arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<execution-role>

応答は以下のようになります。
{
}

2.

"ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image/custom-image"

の作成 SageMaker コンテナイメージからのイメージバージョン。
aws sagemaker create-image-version \
--image-name custom-image \
--base-image <acct-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/smstudio-custom:custom-image

応答は以下のようになります。
{

"ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/customimage/1"
}

3.

イメージバージョンが正常に作成されたことを確認します。
aws sagemaker describe-image-version \
--image-name custom-image \
--version 1

応答は以下のようになります。
{

"ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/customimage/1",
"ImageVersionStatus": "CREATED"
}

Note
レスポンスが "ImageVersionStatus": "CREATED_FAILED" である場合、レスポン
スにはその失敗の理由も記載されています。失敗の一般的な原因の 1 つは許可の問題で
す。Amazon でも確認できます CloudWatch の起動時または実行時に障害が発生した場
合のログ KernelGateway カスタムイメージ用のアプリ。ロググループの名前は /aws/
sagemaker/studio です。ログストリームの名前は $domainID/$userProfileName/
KernelGateway/$appName です。
4.

app-image-config-input.json という名前の設定ファイルを作成します。KernelSpecs
の Name 値は、この AppImageConfig に関連付けられたイメージの KernelSpec の名前と一
致している必要があります。この値は大文字と小文字が区別されます。イメージで使用できる
KernelSpec は、コンテナ内のシェルから jupyter-kernelspec list を実行することで確認でき
ます。MountPath は Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ホームディレクトリをマウントする
136

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Studio をカスタマイズする

ための、イメージ内のパスです。このパスは、Amazon EFS ホームディレクトリがマウントされる際
に上書きされるため、コンテナ内で使うパスとは異なるパスにする必要があります。

Note
DefaultUID と DefaultGID の値は、以下の組み合わせのみが許容されます。
• DefaultUID: 1000 と DefaultGID: 100
• DefaultUID: 0 と DefaultGID: 0

{

}

5.

"AppImageConfigName": "custom-image-config",
"KernelGatewayImageConfig": {
"KernelSpecs": [
{
"Name": "python3",
"DisplayName": "Python 3 (ipykernel)"
}
],
"FileSystemConfig": {
"MountPath": "/home/sagemaker-user",
"DefaultUid": 1000,
"DefaultGid": 100
}
}

の作成 AppImageConfig 前のステップで作成したファイルを使います。
aws sagemaker create-app-image-config \
--cli-input-json file://app-image-config-input.json

応答は以下のようになります。
{

"AppImageConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:app-image-config/customimage-config"
}

カスタムを添付 SageMaker 画像
カスタムを使用するには。 SageMaker image の場合、ドメインにイメージバージョンをアタッチする必
要があります。イメージバージョンを添付すると、 SageMaker Studio Launcherとで利用可能画像を選
択ドロップダウンリスト。アクティビティの起動やノートブックで使用されるイメージの変更に使用しま
す。
カスタムを作るには SageMaker ドメイン内のすべてのユーザーがイメージを使用できる場合は、ドメイ
ンにイメージをアタッチします。1 人のユーザーがイメージを使用できるようにするには、そのユーザー
のプロファイルにイメージをアタッチします。画像を添付すると、 SageMaker デフォルトで最新のイ
メージバージョンを使用します。特定のイメージバージョンもアタッチできます。バージョンをアタッチ
すると、の例をいくつか示します。 SageMaker ノートブックを起動するときのランチャーまたはイメー
ジセレクター。
所定の時間にアタッチできるイメージバージョンの数には制限があります。制限に達した場合、別のイ
メージバージョンをアタッチするには、バージョンをデタッチする必要があります。
次のセクションでは、カスタムをアタッチする方法を示します。 SageMaker 以下のいずれかを使用して
ドメインにイメージする SageMaker コンソールまたはAWS CLI。
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をアタッチする SageMaker コンソールを使用したイメージ
このトピックでは、既存のカスタムをアタッチする方法について説明します。 SageMaker ドメインへの
イメージバージョン SageMaker コントロールパネル カスタムを作成することもできます SageMaker イ
メージとイメージバージョンを作成し、そのバージョンをドメインにアタッチします。イメージおよびイ
メージバージョンを作成する手順については、「カスタムを作成する SageMaker 画像 (p. 134)」を参照
してください。

既存のイメージをアタッチするには
1.

Amazon を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左のナビゲーションペインで、コントロールパネル。

3.

上にコントロールパネル、、Custom SageMaker ドメインに添付されたスタジオ画像、選択してくだ
さいイメージをアタッチする。

4.

[Image source] (イメージソース) には [Existing image] (既存のイメージ) を選択します。

5.

リストから既存のイメージを 1 つ選択します。

6.

リストからイメージバージョンを選択します。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

8.

次の値を入力してくださいイメージ名,イメージの表示名、および説明。

9.

IAM ロールを選択します。詳細については、「カスタムを作成する SageMaker 画像 (p. 134)」を参
照してください。

10. (オプション) 画像にタグを追加します。
11. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Studio configuration] (Studio の設定) で、次の設定を入力または変更します。イメージからカーネル
情報を取得する方法については、「」を参照してください。開発() SageMaker Studio カスタムイメー
ジサンプルリポジトリ。詳細については、「Custom SageMaker イメージの仕様 (p. 132)」のカー
ネルの検出セクションとユーザーデータセクションを参照してください。
• EFS mount path (EFS マウントパス) - ユーザーのAmazon Elastic File System (EFS) ホームディレ
クトリにマウントするための、イメージ内のパス。
• カーネル
• [Kernel name] (カーネル名) には、イメージにある既存のカーネルの名前を入力します。
• (オプション) [Kernel display name] (カーネル表示名) には、カーネルの表示名を入力します。
• [Add kernel] (カーネルの追加) を選択します。
• (オプション) [Configuration tags] (設定タグ) - [Add new tag] (新しいタグの追加) を選択して設定タ
グを追加します。
13. [Submit] (送信) を選択します。
•

イメージバージョンがドメインにアタッチされるのを待ちます。アタッチが完了すると、その
バージョンは [Custom images] (カスタムイメージ) リストで一時的に強調表示されます。

をアタッチする SageMaker を使用してイメージを使用するAWS CLI
次のセクションでは、カスタムをアタッチする方法を示します。 SageMaker を使用して新しいドメイン
を作成したり、既存のドメインを更新したりするときの画像AWS CLI。

をアタッチする SageMaker 新しいドメインへのイメージ
次のセクションでは、バージョンがアタッチされた新しいドメインを作成する方法を示します。これら
のステップでは、ドメインの作成に必要な Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 情報と実行ロールを指定
する必要があります。ドメインを作成し、カスタムをアタッチするには、次のステップを実行します。
SageMaker イメージ
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• デフォルトの VPC ID とサブネット ID を取得します。
• イメージを指定するドメインの設定ファイルを作成します。
• 設定ファイルを使ってドメインを作成します。

カスタムを追加するには SageMaker イメージをドメインにアタッチする
1.

デフォルトの VPC ID を取得します。
aws ec2 describe-vpcs \
--filters Name=isDefault,Values=true \
--query "Vpcs[0].VpcId" --output text

応答は以下のようになります。
vpc-xxxxxxxx

2.

前のステップで取得した VPC ID を使って、デフォルトのサブネット ID を取得します。
aws ec2 describe-subnets \
--filters Name=vpc-id,Values=<vpc-id> \
--query "Subnets[*].SubnetId" --output json

応答は以下のようになります。
[

]

3.

create-domain-input.json という名前の設定ファイルを作成します。前のステップ
で取得した VPC ID、サブネット ID、ImageName、AppImageConfigName を挿入しま
す。ImageVersionNumber が指定されていないため、イメージの最新バージョンが使用されます
(今回は、これが唯一存在するバージョンです)。
{

}

4.

"subnet-b55171dd",
"subnet-8a5f99c6",
"subnet-e88d1392"

"DomainName": "domain-with-custom-image",
"VpcId": "<vpc-id>",
"SubnetIds": [
"<subnet-ids>"
],
"DefaultUserSettings": {
"ExecutionRole": "<execution-role>",
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
{
"ImageName": "custom-image",
"AppImageConfigName": "custom-image-config"
}
]
}
},
"AuthMode": "IAM"

アタッチされたカスタムでドメインを作成 SageMaker イメージ
aws sagemaker create-domain \
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--cli-input-json file://create-domain-input.json

応答は以下のようになります。
{
}

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx",
"Url": "https://d-xxxxxxxxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/..."

をアタッチする SageMaker 現在のドメインへの画像
にオンボーディングした場合 SageMaker domain の場合、現在のドメインにカスタムイメージをアタッチ
できます。へのオンボーディングの詳細については SageMaker ドメイン、を参照してくださいAmazon
SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)。カスタムイメージを現在のドメインにアタッチする場
合、VPC 情報と実行ロールを指定する必要はありません。バージョンのアタッチ後は、ドメイン内のす
べてのアプリケーションを削除し、Studio を再度開く必要があります。アプリケーションの削除について
は、「Amazon SageMaker ドメインを削除する (p. 44)」を参照してください。

Note
持つことができるドメインは 1 つのみです。オンボーディングしたことがある場合 SageMaker
ドメインの場合、この方法を実行する前に現在のドメインを削除する必要があります。詳細につ
いては、「Amazon SageMaker ドメインを削除する (p. 44)」を参照してください。
を追加するには、次の手順を実行します。 SageMaker イメージを現在のドメインに。
• Grom の出力DomainIDから SageMaker コントロールパネル
• DomainID を使ってドメインの DefaultUserSettings を取得します。
• ImageName と AppImageConfig を CustomImage として DefaultUserSettings に追加します。
• ドメインを更新して、カスタムイメージを含めます。

カスタムを追加するには SageMaker イメージをドメインにアタッチする
1.

Amazon を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

ナビゲーションペインの左上で、コントロールパネル。

3.

開始元コントロールパネル、、ドメイン、findDomainId。ID の形式は d-xxxxxxxxxxxx です。
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4.

このドメイン ID を使って、ドメインの説明を取得します。
aws sagemaker describe-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>

応答は以下のようになります。
{

}

"DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
"DefaultUserSettings": {
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
],
...
}
}

5.

default-user-settings.json という名前のファイルに、レスポンスのデフォルトのユーザー設
定セクションを保存します。

6.

前の手順で取得した ImageName と AppImageConfigName をカスタムイメージとして挿入しま
す。ImageVersionNumber が指定されていないため、イメージの最新バージョンが使用されます
(今回は、これが唯一存在するバージョンです)。
{

}

7.

"DefaultUserSettings": {
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
{
"ImageName": "string",
"AppImageConfigName": "string"
}
],
...
}
}

ドメイン ID とデフォルトのユーザー設定ファイルを使って、ドメインを更新します。
aws sagemaker update-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
--cli-input-json file://default-user-settings.json

応答は以下のようになります。
{
}

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"

でアタッチされたイメージを表示する SageMaker コントロールパネル
カスタムを作成したら SageMaker イメージを作成してドメインにアタッチすると、そのイメージがコン
トロールパネルのカスタムイメージリストに表示されます。
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カスタムを起動する SageMaker Amazon のイメージ SageMaker スタジオ
カスタムを作成したら SageMaker イメージを作成してドメインにアタッチすると、Studio Launcher の
[イメージセレクター] ダイアログボックスにイメージが表示され、カーネルセレクターのダイアログボッ
クスにカーネルが表示されます。

カスタムイメージを起動して選択するには
1.

Amazon を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

キーボードショートカット Ctrl + Shift + L を使って、Studio Launcher を開きます。

3.

Open the Aelect の出力 SageMaker 画像ドロップダウンメニュー。
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4.

カスタムイメージを選択します。

5.

カスタムイメージでノートブックまたはインタラクティブシェルを起動します。

6.

開いているノートブックでは、[Select Kernel] (カーネルの選択) ダイアログボックスで別のカーネル
を選択することで、カスタムカーネルに切り替えることができます。
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Note
イメージの起動時にエラーが発生した場合、Amazon を確認してください CloudWatch ロ
グ。ロググループの名前は /aws/sagemaker/studio です。ログストリームの名前は
$domainID/$userProfileName/KernelGateway/$appName です。

リソースをクリーンアップする
以下のセクションでは、前のセクションで作成したリソースを SageMaker コンソール、またはAWS
CLI。リソースをクリーンアップするには、次の手順を実行します。
• ドメインからイメージとイメージバージョンをデタッチします。
• イメージ、イメージバージョン、およびアプリケーションイメージ構成を削除します。
• Amazon ECR からコンテナイメージとリポジトリを削除します。詳細については、「リポジトリを作成
する」を参照してください。

のリソースをクリーンアップする SageMaker コンソール
次のセクションでは、からリソースをクリーンアップする方法について説明します。 SageMaker コン
ソール。
ドメインからイメージをデタッチすると、イメージバージョンがすべてデタッチされます。イメージがデ
タッチされると、ドメインのすべてのユーザーがイメージバージョンにアクセスできなくなります。バー
ジョンをデタッチしたときに、イメージバージョンにカーネルセッションを持つノートブックが実行中の
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場合は、引き続き実行されます。ノートブックが停止するか、カーネルがシャットダウンされると、その
イメージバージョンは使用できなくなります。

イメージをデタッチするには
1.

の中にコントロールパネル、、Custom SageMaker ドメインに添付されたスタジオ画像、画像を選ん
でからデタッチ。

2.

(オプション) イメージとすべてのバージョンを削除するには SageMaker、SELE選択した画像も削
除...。これにより、関連付けられたコンテナイメージが Amazon ECR から削除されることはありませ
ん。

3.

[Detach] (デタッチ) を選択します。

のリソースをクリーンアップするAWS CLI
次のセクションでは、からリソースをクリーンアップする方法について説明します。 SageMaker コン
ソール。

リソースをクリーンアップするには
1.

ドメインに空のカスタムイメージリストを渡して、ドメインからイメージとイメージバージョンをデ
タッチします。??? (p. 140)で作成した default-user-settings.json ファイルを開きます。

2.

カスタムイメージを削除して、ファイルを保存します。
"DefaultUserSettings": {
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
],
...
},
...
}

3.

ドメイン ID とデフォルトのユーザー設定ファイルを使って、ドメインを更新します。
aws sagemaker update-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
--cli-input-json file://default-user-settings.json

応答は以下のようになります。
{
}

4.

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"

アプリケーションイメージ構成を削除します。
aws sagemaker delete-app-image-config \
--app-image-config-name custom-image-config

5.

を削除する SageMaker image。これにより、すべてのイメージバージョンも削除されます。イメージ
バージョンによって表される、 ECR 内のコンテナイメージは削除されません。
aws sagemaker delete-image \
--image-name custom-image
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Amazon でライフサイクル設定を使う SageMaker スタジオ
ライフサイクル設定は Amazon によってトリガーされるシェルスクリプトです SageMaker 新しい Studio
ノートブックの開始などの、Studio ライフサイクルイベント。ライフサイクル設定を使うと、Studio 環境
のカスタマイズを自動化できます。このカスタマイズには、カスタムパッケージのインストール、ノート
ブック拡張機能の構成、データセットのプリロード、ソースコードリポジトリの設定が含まれます。
ライフサイクル設定を使うと柔軟性が生まれ、ニーズに合わせて Studio の設定をコントロールできるよう
になります。例えば、最も一般的に使用されるパッケージとライブラリを含んだベースコンテナイメージ
の最小セットを作成してから、ライフサイクル設定を使ってデータサイエンスチームと機械学習チームに
またがる特定のユースケース用に追加パッケージをインストールできます。
ライフサイクル設定スクリプトの例については、「Studio ライフサイクル設定サンプルリポジトリ」を参
照してください。ライフサイクル設定の実装に関するブログは、Amazon をカスタマイズする SageMaker
ライフサイクル設定を使う Studio。

Note
各スクリプトは 16384 文字に制限されています。
トピック
• ライフサイクル設定を作成して関連付ける (p. 146)
• デフォルトのライフサイクル設定を設定する (p. 150)
• ライフサイクル設定をデバッグする (p. 152)
• ライフサイクル設定を更新、削除する (p. 153)

ライフサイクル設定を作成して関連付ける
アマゾン SageMaker Studio には、Studio のビジュアルインターフェイスを提供し、コードの作成、実行
を可能にするインタラクティブなアプリケーションを提供します。このシリーズでは、ライフサイクル設
定を作成してAmazonに関連付ける方法を説明します。 SageMaker Studio
アプリケーションタイプには次のいずれかがありますJupyterServerまたはKernelGateway。
• JupyterServerアプリケーション: このアプリケーションタイプでは、Studio のビジュアルインター
フェイスにアクセスできます。Studio のすべてのユーザーは、それぞれ Jupyter Server アプリケーショ
ンを取得します。
• KernelGatewayアプリケーション: このアプリケーションタイプを使うと、Studio ノートブックとター
ミナルのコード実行環境とカーネルにアクセスできます。詳細については、「Jupyter カーネルゲート
ウェイ」を参照してください。
Studio のアーキテクチャと Studio アプリケーションの詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon の使用 SageMaker Studio のノートブック。
トピック
• からライフサイクル設定の作成AWS CLI (p. 146)
• からライフサイクル設定の作成 SageMakerコンソール (p. 148)

からライフサイクル設定の作成AWS CLI
次のトピックでは、を使用してライフサイクル設定を作成する方法を示します。AWS CLIStudio 環境のカ
スタマイズを自動化します。

前提条件
開始する前に、次の前提条件を完了します。
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• 更新するAWS CLIの手順を行います最新のをインストールAWSCLI バージョン。
• ローカルマシンで aws configure を実行し、AWS 認証情報を提供します。詳細情報の内容AWS認証
情報、を参照してください理解と取得AWS資格情報。
• Amazon にオンボードする SageMaker Studio 詳細については、次を参照してください。Amazon にオ
ンボードする SageMaker スタジオ。

ステップ 1: ライフサイクル設定の作成
次の手順では、印刷するライフサイクル設定スクリプトを作成する方法を示します。Hello World。
1.

ローカルマシンで、次の内容の my-script.sh というファイルを作成します。
#!/bin/bash
set -eux
echo 'Hello World!'

2.

変換するmy-script.shファイルを base64 フォーマットに変換します。この要件により、スペース
や改行のエンコードによるエラーを防ぐことができます。
LCC_CONTENT=`openssl base64 -A -in my-script.sh`

3.

Studio のライフサイクル設定を作成します。次のコマンドは、関連するものを起動したときに実行さ
れるライフサイクル設定を作成します。KernelGatewayアプリケーション。
aws sagemaker create-studio-lifecycle-config \
--region <your-region> \
--studio-lifecycle-config-name my-studio-lcc \
--studio-lifecycle-config-content $LCC_CONTENT \
--studio-lifecycle-config-app-type KernelGateway

レスポンスに記載された、新しく作成されたライフサイクル設定の ARN を書き留めておきます。こ
の ARN は、アプリへのライフサイクル設定のアタッチに必要です。

ステップ 2: Studio ドメインまたはユーザープロファイルにライフサイクル設定をアタッチする
ライフサイクル設定をアタッチするには、UserSettingsStudio ドメインまたは個人ユーザープロファイ
ル用。ドメインレベルで関連付けられているライフサイクル設定スクリプトは、すべてのユーザーに継承
されます。ただし、ユーザープロファイルレベルで関連付けられているスクリプトは、特定のユーザーに
限定されます。
次の例は、ライフサイクル設定がアタッチされた新しいユーザープロファイルを作成する方法を示してい
ます。既存のユーザープロファイルを更新するには、update-user-profileコマンド。
前の手順で取得したライフサイクル設定の ARN を適切な設定に追加します。AppType。例えば、ユー
ザーの JupyterServerAppSettings に挿入します。ライフサイクル設定のリストを使うことで、同時
に複数のライフサイクル設定を追加できます。
# Create a new UserProfile
aws sagemaker create-user-profile --domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER-PROFILE-NAME> \
--region <REGION> \
--user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
"LifecycleConfigArns":
["<LIFECYCLE-CONFIGURATION-ARN-LIST>"]
}
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ステップ 3: ライフサイクル設定でアプリケーションを起動
ライフサイクル設定をユーザープロファイルにアタッチすると、アプリケーションの起動時にその設定を
選択できますAWS CLI。このセクションでは、ライフサイクル設定がアタッチされたアプリケーションを
起動する方法について説明します。
アプリケーションを起動し、ライフサイクル設定の ARN をResourceSpecの引数CreateAppAPI。
• 次の例は、を作成する方法を示していますJupyterServerアプリケーション。作成時app-type
JupyterServer、app-nameを指定してくださいdefault。
aws sagemaker create-app --domain-id <DOMAIN-ID> \
--region <YOUR-REGION> \
--user-profile-name <USERPROFILE-NAME> \
--app-type JupyterServer \
--resource-spec LifecycleConfigArn=<LIFECYCLE-CONFIGURATION-ARN> \
--app-name default

• 次の例は、を作成する方法を示していますKernelGatewayアプリケーション。
aws sagemaker create-app --domain-id <DOMAIN-ID> \
--region <YOUR-REGION> \
--user-profile-name <USERPROFILE-NAME> \
--app-type KernelGateway \
--resource-spec LifecycleConfigArn=<LIFECYCLE-CONFIGURATIONARN>,SageMakerImageArn=<SAGEMAKER-IMAGE-ARN>,InstanceType=<INSTANCE-TYPE> \
--app-name <APP-NAME>

からライフサイクル設定の作成 SageMakerコンソール
次のトピックでは、Amazon からライフサイクル設定を作成する方法を示します。 SageMakerコンソール
で、Studio 環境のカスタマイズを自動化します。

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、次の前提条件を完了してください。
• Amazon にオンボードする SageMaker Studio 詳細については、次を参照してください。Amazon にオ
ンボードする SageMaker スタジオ。

ステップ 1: 新しいライフサイクル設定の作成
Amazon からのスクリプトを入力してライフサイクル設定を作成できます。 SageMakerコンソール。
次の手順では、印刷するライフサイクル設定スクリプトを作成する方法を示します。Hello World。
1.

Amazon を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

ナビゲーションパネルで、SageMaker ダッシュボード、選択してくださいライフサイクル設定。

3.

選択してくださいスタジオのタブ

4.

[Create configuration] (設定を作成) をクリックします。

5.

[]構成タイプを選択します。で、ライフサイクル設定をアタッチするアプリケーションのタイプを選択
します。

6.

[Next] (次へ) を選択します。
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7.

というセクションで設定に、ライフサイクル設定の名前を入力します。

8.

の中にスクリプトセクションで、次の内容を入力します。
#!/bin/bash
set -eux
echo 'Hello World!'

9.

(オプション) ライフサイクル設定のタグを作成します。

10. [Create Configuration (設定の作成)] を選択します。

ステップ 2: Studio ドメインまたはユーザープロファイルにライフサイクル設定をアタッチする
ドメインレベルで関連付けられたライフサイクル設定スクリプトは、すべてのユーザーに継承されます。
ただし、ユーザープロファイルレベルで関連付けられているスクリプトは、特定のユーザーに限定されま
す。
以下のセクションでは、ライフサイクル設定をドメインとユーザープロファイルにアタッチする方法を示
します。

Studio ドメインにアタッチ
以下は、Studioの既存のドメインにライフサイクル設定をアタッチする方法を示しています。
1.

Amazon を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左のナビゲーションメニューから、コントロールパネル。

3.

開始元コントロールパネル、選択してくださいライフサイクル設定のタブ

4.

[Attach] (添付) を選択します。

5.

[]ソース、選択してください既存の設定。

6.

[]Studio ライフサイクル設定で、前のステップで作成したライフサイクル設定を選択します。

7.

選択ドメインに添付。

ユーザープロファイルに添付
以下は、既存のユーザープロファイルにライフサイクル設定を添付する方法を示しています。
1.

Amazon を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左のナビゲーションメニューから、コントロールパネル。

3.

[]Usersで、ユーザープロファイルを選択します。

4.

開始元ユーザー詳細ページ、選択編集。

5.

左のナビゲーションで、[] を選択します。Studio 設定。

6.

[]ユーザーに添付されたライフサイクル設定、選択してください添付。

7.

[]ソース、選択してください既存の設定。

8.

[]Studio ライフサイクル設定で、前のステップで作成したライフサイクル設定を選択します。

9.

選択してくださいユーザープロファイルにアタッチする。

ステップ 3: ライフサイクル設定でアプリケーションを起動する
ライフサイクル設定をユーザープロファイルにアタッチすると、Studio Launcher を使用してアプリケー
ションを起動するときにその設定を選択できます。以下のセクションでは、ライフサイクル設定がアタッ
チされたアプリケーションを起動する方法について説明します。
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1.

Amazon を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

Studio ドメインを起動します。詳細については、「使用アイテム Amazon の使用 SageMaker Studio
ランチャー (p. 104)」を参照してください。

3.

ランチャーで、ノートブックとコンピューティングリソースセクション。

4.

Aelect の出力 SageMaker イメージ

5.

スタートアップスクリプトを選択します。デフォルトのライフサイクル設定がない場合、この値はデ
フォルト値になりますNo script。設定されている場合、この値はデフォルトのライフサイクル設定
と同じものになります。ライフサイクル設定を選択すると、スクリプト全体を表示できます。

6.

選択してくださいノート選択したイメージとライフサイクル設定を使って新しいノートブックカーネ
ルを起動します。

ステップ 4: ライフサイクル設定のログを表示する
ライフサイクル設定のログは、Studio ドメインまたはユーザープロファイルにアタッチした後に確認でき
ます。
1.

まず、アクセスを提供します CloudWatch あなたのためにAWS Identity and Access
Management(IAM) ロール。次のロググループに読み取り権限を追加します/aws/sagemaker/
studioそして次のログストリームについて<Domain>/<UserProfile>/<AppType>/<AppName>/
LifecycleConfigOnStart。権限の追加については、特定のからのログの記録を有効にするAWS
サービス。

2.

Studio 内から、Running instances

3.

実行中のアプリケーションのリストからアプリケーションを選択します。ライフサイクル設定が添付
されたアプリケーションには、インジケーターアイコンが付いています 。

4.

アプリケーションのインジケーターアイコンを選択します。新しいパネルが開き、ライフサイクル設
定のリストが表示されます。

5.

新しいパネルで、[View logs] (コードの表示) を選択します。新しいタブが開き、ログが表示されま
す。

タブでライフサイクル設定を監視します。

デフォルトのライフサイクル設定を設定する
ライフサイクル設定をドメインのデフォルトとして設定するには、 UserProfileプログラムによって、新し
いリソースを作成したり、既存のリソースを更新したりできます。ライフサイクル設定をデフォルトとし
て関連付けるには、ライフサイクル設定を作成して関連付ける (p. 146)の手順に従って、最初にライフサ
イクル設定を作成する必要があります。ドメインレベルで設定されたデフォルトのライフサイクル設定は
すべてのユーザーに継承され、ユーザーレベルで設定された設定は特定のユーザーが対象となります。

Note
ユーザーレベルのデフォルトは、ドメインレベルで設定されたデフォルトを上書きします。
デフォルトのライフサイクル設定を設定するには、該当するアプリタイプの DefaultResourceSpec に
そのライフサイクル設定を追加する必要があります。ライフサイクル設定の動作は、にライフサイクル
設定が追加されているかどうかによって異なります。DefaultResourceSpecの JupyterServer または
KernelGateway アプリ。
• JupyterServer アプリ: に追加するとDefaultResourceSpecの JupyterServer アプリの場合、Studio に
初めてログインするか、Studio を再起動すると、デフォルトのライフサイクル設定スクリプトが自動的
に実行されます。これにより、Studio デベロッパー環境の 1 回限りのセットアップ作業を自動化できま
す。たとえば、ノートブック拡張機能のインストールや GitHub repo。この例については、Amazon をカ
スタマイズする SageMaker ライフサイクル設定を使う Studio。
• KernelGateway アプリ: に追加するとDefaultResourceSpecの KernelGateway アプリの場合、Studio
は Studio Launcher のライフサイクル設定スクリプトをデフォルトで選択します。ユーザーは、デフォ
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ルトのスクリプトを選択して、またはライフサイクル設定のリストから別のスクリプトを選択して、
ノートブックまたはターミナルを起動できます。

Note
デフォルト KernelGateway ライフサイクル設定はで指定されていま
すDefaultResourceSpecすべてに適用 KernelGateway Studio Launcher に表示されるリストか
ら別のスクリプトを選択しない場合は、Studio ドメイン内のイメージが表示されます。デフォル
トのスクリプトは、ユーザーが [No Script] (スクリプトなし) を選択した場合にも実行されま
す。スクリプトの選択については、「ステップ 3: ライフサイクル設定でアプリケーションを起動
する (p. 149)」を参照してください。
新しいドメインの作成時にデフォルトのライフサイクル設定を関連付ける、または UserProfile
新しい Studio ドメインの作成時にライフサイクル設定を関連付けるには UserProfileでは、作成したライフ
サイクル設定の ARN が必要です。この ARN は、次の API コールのいずれかに渡されます。
• create-user-profile
• ドメインの作成
例えば、次の API コールでは、新しい UserProfile と関連するライフサイクル設定
aws sagemaker create-user-profile --domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER-PROFILE-NAME> \
--region <REGION> \
--user-settings '{
"KernelGatewayAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"InstanceType": "ml.t3.medium",
"LifecycleConfigArn": "<LIFECYCLE-CONFIGURATION-ARN>"
}
}
}'

ドメインの更新時にデフォルトのライフサイクル設定を関連付けるか UserProfile
既存の Studio ドメインの更新時にライフサイクル設定を関連付けるには UserProfileでは、作成したライフ
サイクル設定の ARN が必要です。この ARN は、次の API コールのいずれかに渡されます。
• update-user-profile
• update-domain
ライフサイクル設定の ARN は、KernelGatewayAppSettings の DefaultResourceSpec と
LifecycleConfigArns リストの 2 か所に挿入する必要があります。例えば、次の API コールでは
UserProfile と関連するライフサイクル設定
aws sagemaker update-user-profile --domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER-PROFILE-NAME> \
--region <REGION> \
--user-settings '{
"KernelGatewayAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"InstanceType": "ml.t3.medium",
"LifecycleConfigArn": "<LIFECYCLE-CONFIGURATION-ARN>"
}
}
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ライフサイクル設定をデバッグする
次のトピックでは、ライフサイクル設定に関する情報を取得してデバッグする方法を説明します。
トピック
• Amazon からライフサイクル設定プロセスを検証する CloudWatch ログ (p. 152)
• JupyterServer App の障害 (p. 152)
• KernelGateway App の障害 (p. 153)
• ライフサイクル設定のタイムアウト (p. 153)

Amazon からライフサイクル設定プロセスを検証する CloudWatch ログ
ライフサイクル設定は STDOUT と STDERR のみを記録します。bash スクリプトのデフォルトの出力は
STDOUT ですが、>&2 を bash コマンドの最後に追加することで STDERR を書き込めます。例: echo
'hello'>&2。ライフサイクル設定のログは、AWSアカウントアクセス CloudWatch。これらのログは、/
aws/sagemaker/studioからのログストリームAWS CloudWatchコンソール。
1.

Open the CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

2.

左側から [Logs] (ログ) を選択します。ドロップダウンメニューで [Log Groups] (ロググループ) を選
択します。

3.

[Log Groups] (ロググループ) 画面で aws/sagemaker/studio を検索します。 ロググループを選択
します。

4.

aws/sagemaker/studio Log Group 画面で [Log Streams] (ログストリーム) タブに移動します。

5.

特定のアプリのログを検索するには、次の形式を使用して Log Streams を検索します。
<DomainId>/<UserProfileName>/<AppType>/<AppName>

たとえば、ドメインのライフサイクル設定ログを検索するにはd-m85lcu8vbqmz, UserProfile isonic-js、ApptypeJupyterServerそして AppName test-lcc-echoで、次の検索文字列を使用
してください。
d-m85lcu8vbqmz/i-sonic-js/JupyterServer/test-lcc-echo

6.

LifecycleConfigOnStart で追加されたログストリームを選択して、スクリプト実行ログを表示し
ます。

JupyterServer App の障害
もしあなたの JupyterServer アタッチされたライフサイクル設定の問題により、アプリがクラッシュする
と、Studio の起動画面に次のエラーメッセージが表示されます。
Failed to create SageMaker Studio due to start-up script failure

をクリックしますView script logsリンクして表示する CloudWatch のログ JupyterServer アプリ。
問題のあるライフサイクル設定がDefaultResourceSpecスタジオドメインの、または UserProfileで
は、Studio を再起動した後も Studio はライフサイクル設定を引き続き使用します。
このエラーを解決するには、デフォルトのライフサイクル設定を設定する (p. 150)の手順に従って
DefaultResourceSpec からライフサイクル設定スクリプトを削除するか、AWS CLI を使って別のスク
リプトを選択します。その後、新しい JupyterServer アプリ。
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KernelGateway App の障害
もしあなたの KernelGateway アタッチされたライフサイクル設定の問題により、アプリがクラッシュする
と、Studio ノートブックにエラーメッセージが表示されます。
をクリックしますView script logsリンクして表示する CloudWatch のログ KernelGateway アプリ。
この場合、新しい Studio ノートブックを起動するときに、Studio Launcher でライフサイクル設定が指定
されます。
このエラーを解決するには、Studio Launcher を使って別のライフサイクル構成を選択するか、[No
script] (スクリプトなし) を選択します。

Note
デフォルト KernelGateway ライフサイクル設定はで指定されていま
すDefaultResourceSpecすべてに適用 KernelGateway Studio Launcher に表示されるリストか
ら別のスクリプトを選択しない場合は、Studio ドメイン内のイメージが表示されます。デフォル
トのスクリプトは、ユーザーが [No Script] (スクリプトなし) を選択した場合にも実行されま
す。スクリプトの選択については、「ステップ 3: ライフサイクル設定でアプリケーションを起動
する (p. 149)」を参照してください。

ライフサイクル設定のタイムアウト
ライフサイクル設定のタイムアウトの制限は 5 分です。ライフサイクル設定スクリプトの実行に 5 分以上
かかる場合、Studio はエラーをスローします。
このエラーを解決するには、ライフサイクル設定スクリプトが 5 分以内に完了するようにします。
スクリプトの実行時間を短縮できるように、次のことを試してください。
• 必要なステップを削減します。たとえば、大きなパッケージをインストールする conda 環境を制限しま
す。
• 並列プロセスでタスクを実行します。
• スクリプトで nohup コマンドを使用します。

ライフサイクル設定を更新、削除する
ライフサイクル設定スクリプトは、作成後に変更できません。スクリプトを更新するには、新しいライフ
サイクル設定スクリプトを作成し、ドメイン更新そしてupdate-user-profileライフサイクル設定スクリプト
をそれぞれのドメインにアタッチするための API または UserProfile。詳細については、「ライフサイクル
設定を作成して関連付ける (p. 146)」を参照してください。
既存のライフサイクル設定を削除するには、DeleteStudioLifecycleConfigAPI。実行中のアプリがライフサ
イクル設定を使っていると、そのライフサイクル設定を正常に削除できません。

Amazon で基本的なタスクを実行する SageMaker ス
タジオ
次のセクションでは、Amazon で基本タスクを実行する方法を説明します。 SageMaker Studio Studio イ
ンターフェイスの概要については、「アマゾン SageMaker Studio UI の概要 (p. 95)」を参照してくださ
い。
トピック
• にファイルをアップロードする SageMaker スタジオ (p. 154)
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• で Git リポジトリを複製する SageMaker スタジオ (p. 154)
• でトレーニングJob を停止する SageMaker スタジオ (p. 155)
• 使用アイテム TensorBoard アマゾンで SageMaker スタジオ (p. 155)
• で EFS ストレージボリュームを管理する SageMaker スタジオ (p. 156)
• にフィードバックを送信する SageMaker スタジオ (p. 157)
• シャットダウンとアップデート SageMaker Studio と Studio アプリ (p. 157)

にファイルをアップロードする SageMaker スタジオ
アマゾンにオンボーディングするとき SageMaker Studio の場合、チーム用に作成された Amazon Elastic
File System (Amazon EFS) ボリュームにホームディレクトリが作成されます。Studio で開けるのは、ディ
レクトリにアップロードされたファイルのみです。Studio ファイルブラウザはホームディレクトリにマッ
プされます。

Note
Studio はフォルダーのアップロードをサポートしていません。アップロードできるのは個々の
ファイルのみです。

ホームディレクトリにファイルをアップロードするには
1.
2.

左側のサイドバーで、[File Browser (ファイルブラウザ)] のアイコン (

) を選択します。

ファイルブラウザで、[Upload Files] (ファイルのアップロード) アイコン (

) を選択します。

3.

アップロードするファイルを選択し、[Open] (開く) を選択します。

4.

ファイルをダブルクリックして、Studio の新しいタブでファイルを開きます。

で Git リポジトリを複製する SageMaker スタジオ
アマゾン SageMaker Studio は、ローカルリポジトリにのみ接続できます。この例では、クローンを作成
しますaws/amazon-sagemaker-examplesリポジトリ (レポ)。

リポジトリを複製するには
1.
2.
3.

左側のサイドバーで、[File Browser (ファイルブラウザ)] のアイコン (

) を選択します。

リポジトリのクローンを追加するルートフォルダまたはフォルダを選択します。
左側のサイドバーで、Git アイコン (

) を選択します。

4.

[Clone a Repository] (リポジトリの複製) を選択します。

5.

の URI を入力してください SageMaker 例リポジトリhttps://github.com/aws/amazonsagemaker-examples.git。

6.

[クローン] を選択します。

7.

リポジトリに認証情報が必要な場合、ユーザーネームと個人用のアクセストークンの入力を求められ
ます。

8.

ダウンロードが完了するまで待ちます。レポジトリが複製されるとファイルブラウザが開き、複製さ
れたリポジトリが表示されます。

9.

リポジトリをダブルクリックして開きます。

10. [Git] アイコンをクリックすると、Git ユーザーインターフェイスが表示され、サンプルリポジトリを
追跡するようになります。
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11. 別のリポジトリを追跡するには、ファイルブラウザでリポジトリを開き、[Git] アイコンを選択しま
す。

でトレーニングJob を停止する SageMaker スタジオ
Amazonでトレーニングジョブを停止できます SageMaker Studio UI。トレーニングジョブを停止すると、
ステータスが Stopping に変わり、時間に対する請求が停止します。モデルのアーティファクトを保存す
るために、アルゴリズムによって終了が遅れることがあります。その後、ジョブのステータスが Stopped
に変わります。詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の stop_training_job メソッドを参照してく
ださい。

トレーニングジョブを停止するには
1.

[Describe Trial Component] (トライアルコンポーネントの説明) タブを開くまで、この実験、トライア
ル、トライアルコンポーネントを表示、比較する (p. 2097)ページの手順を実行します。

2.

タブの右上で、[Stop training job (トレーニングジョブの停止)] を選択します。タブの左上の [ステータ
ス] が [停止] に変わります。

3.

トレーニング時間と請求時間を表示するには、[AWS 設定] ヘッダーを選択します。

使用アイテム TensorBoard アマゾンで SageMaker スタジオ
次のドキュメントで、インストール方法と実行方法について説明します。 TensorBoard アマゾンで
SageMaker Studio

前提条件
このチュートリアルには Amazon が必要です SageMaker Studio ドメイン

TensorBoardCallback のセットアップ
1.
2.

Studio を起動します。

3.

ノートブックを起動して、次の手順のコマンドを実行します。これらのコマンドは、ノートブックの
セル内から実行します。

4.

必須パッケージをインポートします。

アマゾンで SageMaker Studio Launcher underNotebooks and compute resources、を選択しま
すTensorFlow 2.3 Python 3.7(optimized for CPU)スタジオイメージ

import os
import datetime
import tensorflow as tf

5.

Keras モデルを作成します。
mnist = tf.keras.datasets.mnist
(x_train, y_train),(x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
def create_model():
return tf.keras.models.Sequential([
tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
tf.keras.layers.Dense(512, activation='relu'),
tf.keras.layers.Dropout(0.2),
tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])
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6.

用の新しいディレクトリを作成します。 TensorBoard ログ
LOG_DIR = os.path.join(os.getcwd(), "logs/fit/" + datetime.datetime.now().strftime("%Y
%m%d-%H%M%S"))

7.

を使ってトレーニングを実行します TensorBoard。
model = create_model()
model.compile(optimizer='adam',
loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
tensorboard_callback = tf.keras.callbacks.TensorBoard(log_dir=LOG_DIR,
histogram_freq=1)
model.fit(x=x_train,
y=y_train,
epochs=5,
validation_data=(x_test, y_test),
callbacks=[tensorboard_callback])

8.

用に EFS パスを生成する TensorBoard ログ。ターミナルで、このパスを使ってログを設定します。
EFS_PATH_LOG_DIR = "/".join(LOG_DIR.strip("/").split('/')[1:-1])
print (EFS_PATH_LOG_DIR)

のインストール TensorBoard
1.

をクリックしますAmazon SageMaker StudioStudio の左上隅にあるボタンをクリックし、Amazon
を開きます SageMaker Studio Launcher。この Launcher は、ルートディレクトリから開く必要があ
ります。

2.

Launcher の [Utilities and files] (ユーティリティとファイル) で、[System terminal] (シス
テムターミナル) をクリックします。

3.

ターミナルで次のコマンドを実行します。Jupyter ノートブックから EFS_PATH_LOG_DIR をコピー
します。これは、/home/sagemaker-user のルートディレクトリで実行する必要があります。
pip install tensorboard
tensorboard --logdir <EFS_PATH_LOG_DIR>

TensorBoard を起動する
1.

ローンチするには TensorBoard、スタジオのURLをコピーして置き換えてくださ
いlab?とproxy/6006/以下のように設定します。最後の / 文字も含める必要があります。
https://<YOUR_URL>.studio.region.sagemaker.aws/jupyter/default/proxy/6006/

2.

この URL に移動して、結果を調べます。

で EFS ストレージボリュームを管理する SageMaker スタジオ
チームのユーザーが初めて Amazon にオンボーディングしたとき SageMaker Studio dition SageMaker
チームの Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを作成します。このボリュームには、
チームの一員として Studio にオンボードするユーザーごとにホームディレクトリが作成されます。ノート
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ブックファイルとデータファイルは、これらのディレクトリに格納されます。ユーザーは、他のチームメ
ンバーのホームディレクトリにアクセスできません。

Important
Amazon EFS ボリュームを削除しないでください。削除すると、ドメインは機能しなくなり、す
べてのユーザーが作業を失うことになります。

Amazon EFS ボリュームを見つけるには
1.

を開きますSageMaker コンソール。

2.

ページの左上にある [Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。

3.

開始元コントロールパネル、、ドメイン、findドメイン ID。ID は、d-xxxxxxxxxxxx の形式になり
ます。

4.

describe_domain メソッドに、Domain ID を DomainId として渡します。

5.

describe_domain からのレスポンスの、HomeEfsFileSystemId キーの値を書き留めます。これ
が Amazon EFS のファイルシステム ID です。

6.

Amazon EFS コンソールを開きます。AWS リージョンが Studio が使うリージョンと同じことを確認
します。

7.

[File systems] (ファイルシステム) で、前のステップで取得したファイルシステム ID を選択します。

8.

正しいファイルシステムを選択したことを確認するには、見出し [Tags] (タグ) を選択しま
す。ManagedByAmazonSageMakerResource キーに対応する値が Studio ID と一致している必要
があります。

Amazon EFS ボリュームへのアクセス方法については、「Amazon EFS でファイルシステムを使用する」
を参照してください。
Amazon EFS ボリュームを削除するには、「Amazon EFS ファイルシステムを削除する」を参照してくだ
さい。

にフィードバックを送信する SageMaker スタジオ
アマゾン SageMaker フィードバックを重視しています。フィードバックをぜひお寄せください。

フィードバックを送信するには
1.

の右上 SageMaker スタジオ、選択フィードバック。

2.

スマイリー絵文字を選んで、満足度をお知らせください SageMaker スタジオを開いて、私たちと共
有したいフィードバックを追加してください。

3.

お客様の ID を当社と共有するかどうかを決定し、[送信] を選択します。

シャットダウンとアップデート SageMaker Studio と Studio アプ
リ
次のトピックでは、シャットダウンと更新の方法を示します。 SageMaker Studio と Studio アプリ。
アマゾン SageMaker Amazonは更新されません SageMaker サービス中のStudio アプリ
Studio には通知アイコンが表示されます (
) は、Studio UI の右上隅にあります。この通知アイコンに
は、未読の通知の数が表示されます。通知を読むには、このアイコンを選択します。
Studio には、次の 2 種類の通知があります。
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• アップグレード - Studio または Studio アプリのいずれかで新しいバージョンがリリースされたとき
に表示されます。更新するには、「シャットダウンとアップデート SageMaker Studio と Studio アプ
リ (p. 157)」を参照してください。
• 情報 - 新機能などの情報があるときに表示されます。
通知アイコンをリセットするには、各通知のリンクを選択する必要があります。既読通知がアイコンに表
示されたままになることがあります。これは、StudioおよびStudioアプリをアップデートした後もアップ
デートが必要であることを示すものではありません。
更新方法を確認するトピックアマゾン SageMaker Data Wrangler、「」を参照してくださいStudio アプリ
を終了して更新する (p. 159)。
最新のソフトウェア更新があることを確認するには、Amazon を更新してください。 SageMaker Studio
と Studio アプリは、次のトピックで説明する方法を使用します。
トピック
• シャットダウンして更新する SageMaker スタジオ (p. 158)
• Studio アプリを終了して更新する (p. 159)

シャットダウンして更新する SageMaker スタジオ
Amazon を更新するには SageMaker Studio を最新のリリースにするには、シャットダウンする必要があ
ります JupyterServer アプリ。シャットダウンできます JupyterServer からのアプリ SageMaker コンソー
ルまたは Studio 内から。変更後 JupyterServer アプリがシャットダウンされました。次の方法で Studio を
再度開く必要があります SageMaker の新しいバージョンを作成するコンソール JupyterServer アプリ。
保存されていないノートブック情報は、そのプロセスで失われます。Amazon EFS ボリューム内のユー
ザーデータには影響ありません。
Data Wrangler など、Studio 内の一部のサービスは独自のアプリで実行されます。これらのサービスを更
新するには、そのサービスのアプリを削除する必要があります。詳細については、Studio アプリを終了し
て更新する (p. 159) を参照してください。

Note
ある JupyterServer アプリは、1 人の Studio ユーザーに関連付けられます。あるユーザーのアプ
リを更新しても、他のユーザーには影響ありません。
次のトピックでは、の更新方法を示します。 JupyterServer からのアプリ SageMaker コンソールまたはス
タジオ内から。

更新を選択した場合 JupyterServer からのアプリ SageMaker コンソール
1.

に移動します。https://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.
3.

選択してくださいコントロールパネル。
[]Usersで、ユーザーネームを選択します。

4.
5.
6.

[]アプリケーション、表示中の行にJupyterServer、選択してくださいアプリを削除する。
[Yes, delete app] (はい、アプリを削除します) を選択します。

7.
8.

確認のボックスに「delete」と入力します。
[Delete] (削除) を選択します。
アプリを削除したら、新しい Studio アプリを起動して最新バージョンを入手します。

更新を選択した場合 JupyterServer Studio 内からのアプリ
1.

Studio を起動します。
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2.

トップメニューで、[ファイル]、[シャットダウン] の順に選択します。

3.

以下のオプションのいずれかを選択します。
• サーバーをシャットダウンする— をシャットダウンします JupyterServer アプリ。ターミナルセッ
ション、カーネルセッション、 SageMaker イメージとインスタンスはシャットダウンされませ
ん。これらのリソースは、引き続き料金が発生します。
• すべてシャットダウンする— すべてのアプリ、ターミナルセッション、カーネルセッション、
SageMaker 画像、インスタンス。これらのリソースは、料金が発生しなくなります。

4.

[] ウィンドウを閉じます。

5.

アプリを削除したら、新しいスタジオアプリを起動して最新バージョンを使用します。

Studio アプリを終了して更新する
アマゾンを更新するには SageMaker Studio アプリを最新リリースにするには、まず対応するアプリ
をシャットダウンする必要があります KernelGateway からのアプリ SageMaker コンソール。変更後
KernelGatewayアプリがシャットダウンされました。から再度開く必要があります SageMaker 新しいカー
ネルを実行してスタジオを作る。カーネルは自動的に更新されます。保存されていないノートブック情報
は、そのプロセスで失われます。Amazon EFS ボリューム内のユーザーデータには影響ありません。

Note
ある KernelGateway アプリは、1 人の Studio ユーザーに関連付けられます。あるユーザーのアプ
リを更新しても、他のユーザーには影響ありません。

更新を選択した場合 KernelGateway アプリ
1.

に移動します。https://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

選択してくださいコントロールパネル。

3.

[]Usersで、ユーザーネームを選択します。

4.

[Apps] (アプリケーション) の [App name] (アプリ名) と表示されている行で、[Delete app] (アプリを
削除) を選択します。
Data Wrangler を更新するには、次の文字で始まるアプリを削除しますsagemaker-data-wrang。

5.

[Yes, delete app] (はい、アプリを削除します) を選択します。

6.

確認のボックスに「delete」と入力します。

7.

[Delete] (削除) を選択します。

8.

アプリを削除したら、Studio内から新しいカーネルを起動して最新バージョンを使用します。

アマゾン SageMaker Studio
チームの最初のメンバーが Amazon にオンボーディングするとき SageMaker Studio dition SageMaker
チームの Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ボリュームを作成します。の中に SageMaker コント
ロールパネル、スタジオの場合ステータス次のように表示します。Readyでは、Amazon EFS ボリューム
が作成されました。
このメンバーまたはチームの別のメンバーが Studio を開くと、そのメンバーのボリュームにホームディレ
クトリが作成されます。このディレクトリにはストレージ料金が発生します。その後、メンバーのホーム
ディレクトリに保存されたノートブックおよびデータファイルに対して追加のストレージ料金が発生しま
す。Amazon EFS の料金情報については、「Amazon EFS の料金」を参照してください。
ノートブックの実行、トレーニングジョブの実行、モデルのホストなど、Studio 内で他のオペレーション
を実行した場合、追加コストが発生します。
159

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
トラブルシューティング

Studioノートブックの使用に伴うコストについては、使用状況の計測 (p. 124) を参照してください。
請求および料金例については、アマゾン SageMaker 料金。

Amazon のトラブルシューティング SageMaker スタ
ジオ
以下は、Amazon を使うときに発生する可能性がある一般的な問題です。 SageMaker Studio 各問題の後
に、問題の解決策が説明されています。
• SageMaker Studio のコア機能を使用できません。
Studio を開いたときにこのエラーメッセージが表示される場合、Python のパッケージバージョンの競
合が原因である可能性があります。これは、ノートブックまたはターミナルで次のコマンドを使って、
バージョンで競合がある Python パッケージをインストールした場合に発生します。 SageMaker パッ
ケージの依存関係。
!pip install

pip install --user

この問題を解決するには、次の手順を実行します。
1. 最近インストールした Python パッケージをアンインストールします。アンインストールするパッ
ケージがわからない場合、AWS Management Console の左下にある [feedback] (フィードバック) ボ
タンを使って問い合わせてください。
2. Studio を再起動します。
a. [File] (ファイル) メニューから Studio をシャットダウンします。
b. 1 分待ちます。
c. Studio を再度開くには、ページを更新するか、Studio を AWS Management Console から開きま
す。
競合の原因となったパッケージをアンインストールすると、問題は解決します。この問題を再度発生さ
せないようにパッケージをインストールするには、--user フラグを付けずに %pip install を実行
します。
問題が解決しない場合、新しいユーザープロファイルを作成し、そのユーザープロファイルを使って環
境を設定します。
これらのソリューションで問題が解決しない場合、AWS Management Console の左下にある [feedback]
(フィードバック) ボタンを使って問い合わせてください。
• から Studio を開くことができませんAWS Management Console。
Studio を開くことができず、すべてのデフォルト設定で実行中のインスタンスを作成できない場合
は、AWS Management Console。

RStudio on Amazon SageMaker
RStudio は R 向けの統合開発環境です。 アマゾン SageMaker RStudio Amazon と統合されたフルマネー
ジド統合開発環境 (IDE) として RStudio をサポートしています SageMaker ドメイン。
RStudio では、お客様が R 環境を使用してデータサイエンスのインサイトを作成できます。RStudio 統
合を使用すると、RStudio ワークフローを実行する RStudio 環境を起動して RStudio ワークフローを実
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行することができます SageMaker リソースの料金を見積もることができます。RStudio の詳細について
は、RStudio のウェブサイトを参照してください。
トピック
• RStudio コンポーネント (p. 161)
• RStudio ワークベンチとの違い (p. 162)
• RStudio on Amazon を管理する SageMaker (p. 162)
• RStudio on Amazon を使用する SageMaker (p. 189)
SageMaker RStudio の作成を通じて RStudio を統合RStudioServerPro App。
RStudio on Studio では、以下がサポートされています SageMaker。
• R デベロッパーは、RStudio IDE インターフェイスを使用し、R エコシステムの一般的なデベロッパー
ツールを利用できます。ユーザーは、新しい RStudio セッションの起動、R コードの記述、RStudio
Package Manager からの依存関係のインストール、RStudio Connect を使用した Shiny アプリの公開を
行えます。
• R デベロッパーは、基盤となるコンピューティングリソースを迅速に拡張して、大規模なデータ処理と
統計分析を実行できます。
• プラットフォーム管理者は、データサイエンスチームのユーザー ID、認可、ネットワーク、ストレー
ジ、セキュリティを AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) と AWS Identity and
Access Management の統合を介して設定できます。これには、プライベート Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) リソースと、AWS PrivateLink を使用した インターネットフリーモードへの接続
が含まれます。
• AWS License Manager との統合。
RStudio を有効にしてドメインを作成するためのオンボーディング手順の詳細については、「Amazon
SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)」を参照してください。
詳細情報のAWS リージョンRStudio on SageMaker はでサポートされています。を参照してくださいサ
ポートされているリージョンおよびクォータ (p. 32)。

RStudio コンポーネント
• RStudioServerPro: RStudioServerPro App は、ドメイン内のすべてのユーザープロファイル間の共有リ
ソースであるマルチユーザーアプリです。RStudio アプリをドメイン内に作成すると、管理者はドメイ
ン内のユーザーに権限を付与できます。
• RStudio ユーザー: RStudio ユーザーは、RStudio ライセンスの使用を許可されたドメイン内のユーザー
です。
• RStudio 管理者は、: RStudio on Amazon SageMaker 管理者は RStudio 管理ダッシュボードにアクセス
できます。RStudio on Amazon SageMaker 管理者は、「ストック」の RStudio Workbench 管理者とは
異なります。RStudio Workbench 管理者は、「ストック」の RStudio Workbench 管理者とは異なりま
す。StudioServerPro アプリをインストールし、RStudioの設定ファイルを変更することはできません。
• RStudio サーバー: RStudio サーバーインスタンスは RStudio UI をすべてのユーザーに提供する役目を担
います。このインスタンスは Amazon で起動されています SageMakerインスタンス。
• RSession: RSession は、Amazon Studio IDE へのブラウザベースのインターフェイスです。
SageMaker インスタンス。ユーザーは RSession を通じて、RStudio プロジェクトを作成して操作でき
ます。
• RSessionGateway: RSessionGateway App は RSession をサポートするために使用されます。
• RStudio の管理ダッシュボード: このダッシュボードには、Amazon の RStudio ユーザーに関する情報が
表示されます SageMaker ドメインとそのセッション。このダッシュボードには、RStudio 管理者権限を
持つユーザーのみがアクセスできます。
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RStudio ワークベンチとの違い
RStudio on Amazon SageMaker いくつかの大きな違いがありますRStudio ワークベンチ。
• RStudio on on を使用する SageMaker、ユーザーは RStudio 設定ファイルにアクセスできません。アマ
ゾン SageMaker 設定ファイルを管理し、デフォルトを設定します。RStudio 対応の Amazon を作成す
るときに、RStudio Connect と RStudio Package マネージャーの URL を変更できます。 SageMaker ド
メイン。
• RStudio on Amazon Studio を使用する場合、プロジェクト共有、リアルタイムコラボレーション、Job
Launcher は現在サポートされていません SageMaker。
• RStudio on on を使用する SageMaker、RStudio IDEはアマゾンで動いています SageMaker オンデマン
ドのコンテナ化されたコンピュートリソース用のインスタンス。
• RStudio on SageMaker RStudio IDE のみをサポートし、RStudio Workbench インストールでサポートさ
れている他の IDE はサポートしません。

RStudio on Amazon を管理する SageMaker
次のトピックでは、Amazon での RStudio の管理について説明します。 SageMaker。これには、RStudio
環境設定、ユーザーセッション、必要なリソースに関する情報が含まれます。RStudio on 次の
使用方法の詳細については SageMaker、を参照してください。RStudio on Amazon を使用する
SageMaker (p. 189)。
Amazon の作成については SageMaker RStudioが有効なドメイン。を参照してくださいAmazon
SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)。
詳細情報の内容AWSRStudio on. SageMaker はでサポートされています。を参照してくださいサポートさ
れているリージョンおよびクォータ (p. 32)。
トピック
• RStudio ライセンス (p. 162)
• ネットワークとストレージ (p. 163)
• RStudioServerPro インスタンスタイプ (p. 164)
• RStudio Connect URL (p. 164)
• RStudio Package Manager (p. 165)
• アマゾンを作成 SageMaker を使用して、RStudio を使用するドメインAWS CLI (p. 165)
• のRStudio で独自のイメージを取り込む SageMaker (p. 170)
• ユーザーの管理 (p. 183)
• RStudio の管理ダッシュボード (p. 185)
• RStudio をシャットダウンして再起動する (p. 186)
• 請求情報とコストを管理する (p. 187)
• 問題を診断してサポートを受ける (p. 188)

RStudio ライセンス
RStudio on Amazon RStu SageMaker は有料製品であり、各ユーザーに適切なライセンスが必要で
す。RStudio on Amazon RStudio ライセンス SageMaker RStudio PBCから直接、またはRStudio
Workbenchのサブスクリプションを購入して入手できますAWSMarketplace。RStudio Workbench
Enterplace をご利用の場合、ライセンスは追加料金なしで発行されます。
アマゾンで RStudio ライセンスを使用するには SageMaker、まず有効な RStudio ライセンスをに
登録しておく必要がありますAWS License Manager。RStudio ワークベンチのサブスクリプション
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AWSMarketplace は自動的にライセンス作成をトリガーしますAWS License Manager。Rstudio PBC
から直接購入したライセンスの場合、AWSアカウントを作成する必要があります。ライセンスの直接
購入、または既存のライセンスの有効化については、RStudioにお問い合わせくださいAWS License
Manager。AWS License Manager でのライセンスの登録の詳細については、「AWS License Manager の
販売者が発行したライセンス」を参照してください。
以下のトピックでは、RStudio PBC によって付与されたライセンスを取得および検証する方法を示しま
す。
RStudio ライセンスを取得する
1.

RStudio ライセンスをお持ちでない場合は、「RStudio の料金」で購入、またはsales@rstudio.com
にお問い合わせのうえ、購入してください。RStudio ライセンスを購入または更新する場合
は、AWSAmazon をホストするアカウント SageMaker ドメイン。
既存の RStudio ライセンスをお持ちの場合は、RStudio の営業担当者にお問い合わせいただく
か、sales@rstudio.comRStudio on Amazon RStudio on Amazon SageMaker 既存の RStudio
Workbench エンタープライズライセンスに変換するか、RStudio Workbench スタンダードライセンス
に変換してください。RStudio の営業担当者から適切な電子注文フォームをお送りします。

2.

RStudio は、米国東部 (バージニア北部) リージョンの AWS License Manager 経由で AWS アカウン
トに RStudio ワークベンチのライセンスを付与します。RStudio ライセンスは米国東部 (バージニア
北部) リージョンで付与されますが、ライセンスはどのリージョンでも使用できますAWSRStudio on
Amazonのリージョン SageMaker はでサポートされています。ライセンス付与プロセスは通常、AWS
RStudio のアカウント ID を共有後 3 営業日以内に完了します。

3.

このライセンスが付与されると、RStudio の営業担当者からライセンス付与の承認手順が記載された
メールが届きます。

Amazon RStudio ライセンスを SageMaker
1.

にログインしますAWS License ManagerAmazon Amazon と同じリージョンにある SageMaker ドメ
イン。AWS License Manager を初めて使用する場合は、AWS License Manager を使用する権限を付
与する必要があります。

2.

[Create Customer managed license] (カスタマー管理ライセンスを作成) を選択します。

3.

[I grant AWS License Manager the required permissions ] を選択し、[Grant
Permissions] (権限の付与) を選択します。

4.

左側のパネルの [Granted Licenses] (付与されたライセンス) に移動します。

5.

RSW-SageMaker (Product name) のライセンス承諾を選択し、[View] (表示) を選択します。

6.

ライセンスの詳細ページで、[Accept & activate license] (ライセンスの承認とアクティブ化) を選択し
ます。

RStudio の管理ダッシュボード
RStudio 管理ダッシュボードを使用して、RStudio の管理ダッシュボード (p. 185) の手順に従って、ライ
センスのユーザー数を確認できます。

ネットワークとストレージ
次のトピックでは、RStudio インスタンスのネットワークアクセスとデータストレージに関する考慮事項
について説明します。Amazon SAmazon Sedio Storage に関する一般的な情報については SageMaker、
「」を参照してくださいAmazon SageMaker におけるデータ保護 (p. 3259)。
暗号化
RStudio SageMaker 保管時の暗号化をサポートします。
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VPC 専用モードで RStudio を使用する
RStudio SageMaker サポートするAWS PrivateLink統合。この統合により、RStudioを SageMaker VPC
専用モードで、インターネットに直接アクセスすることはできません。VPC 専用モードで RStudio を
使用すると、セキュリティグループはサービスによって自動的に管理されます。これには、RServer と
RSessions 間の接続が含まれます。
VPC 専用モードで RStudio を使用するには、以下が必要です。VPC の選択については、「Choose a
VPC (p. 43)」を参照してください。
• インターネットにアクセスしてAmazonに電話をかけることができるプライベートサブネット
SageMaker & License Manager eeker、または Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイ
ント SageMaker & License Manager ewer
• ドメイン設定のドメインで使用するセキュリティグループ ID。これにより、すべてのアウトバウンドア
クセスが許可されます。
• Amazon VPC エンドポイントで使用するセキュリティグループ ID。このセキュリティグループにより、
ドメインセキュリティグループ ID からのインバウンドトラフィックが許可されます。
• sagemaker.api と AWS License Manager 用のAmazon VPC エンドポイント。プライベートサブネッ
トと同じ Amazon VPC に存在する必要があります。

RStudioServerPro インスタンスタイプ
R で使用する Amazon EC2 インスタンスタイプを決定する際に必要になります。StudioServerPro アプ
リ、考慮すべき主な要因は帯域幅です。帯域幅は重要です。なぜならRStudioServerPro インスタンスは
RStudio UI をすべてのユーザーに提供する役目を担います。これには、フィギュア、アニメーションの生
成、多数のデータ行の表示など、UI の重たいワークフローが含まれます。そのため、ワークロードによっ
ては、すべてのユーザーで UI のパフォーマンスが低下することがあります。R で使用できるインスタンス
タイプは以下のとおりです。StudioServerPro。これらのインスタンスの料金情報については、「アマゾン
SageMaker料金。
• ml.t3.medium: このインスタンスタイプは、UI の使用量が少ないドメインに推奨され、無料で使用で
きます。
• ml.c5.4xlarge: このインスタンスタイプは、UI の使用量が中程度のドメインに推奨されます。
• ml.c5.9xlarge: このインスタンスタイプは、UI の使用が多いドメインに推奨されます。
RStudio インスタンスタイプを変更する
R のインスタンスタイプを変更するにはStudioServerPro、新しいインスタンスタイプをupdatedomainCLI コマンド。次に、既存の R を削除する必要があります。StudioServerProを使用するアプ
リdelete-appCLIコマンドを実行して新しいRを作成するStudioServerPro を使用するアプリcreateappCLI コマンド。

RStudio Connect URL
RStudio Connect は、Shiny アプリケーション、R Markdown レポート、ダッシュボード、プロットなど
のためのパブリッシングプラットフォームです。RStudio Connect は、ホスティングコンテンツをシンプ
ルかつスケーラブルにすることで、機械学習とデータサイエンスのインサイトを簡単に表すことができま
す。RStudio Connect サーバーを使用している場合は、アプリが公開されるデフォルトの場所としてサー
バーを設定できます。 RStudio Connect の詳細については、「RStudio Connect」を参照してください。
アマゾンでRStudioにオンボーディングするとき SageMaker ドメイン、RStudio Connect サーバーは作成
されません。Amazon EC2 インスタンスに RStudio Connect サーバーを作成して、Amazon Connect を使
用できます SageMaker ドメイン。RStudio Connect サーバーをセットアップする方法については、「」を
参照してください。Amazon の RStudio で機械学習向けに RStudio Connect と Package Manager をホス
ト SageMaker。
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RStudio Connect URL を追加する
RStudio Connect URL がある場合は、デフォルトの URL を更新して、RStudio ユーザーが公開できるよう
にします。
1.

に移動します[コントロールパネル]。

2.

[Domain] (ドメイン) で、[Edit Settings] (設定の編集) を選択します。新しいページが開きます。

3.

新しいページで、左側にある [RStudio Settings] (RStudio の設定) を選択します。

4.

[RStudio Connect URL] に、追加する RStudio Connect URL を入力します。

5.

[Submit] (送信) を選択します。

CLI
Amazon を作成するときに、デフォルトの RStudio Connect URL を設定できます SageMaker ドメイ
ン。AWS CLI から RStudio Connect URL を更新する唯一の方法は、ドメインを削除し、更新された
RStudio Connect URL で新しいドメインを作成することです。

RStudio Package Manager
RStudio Package Manager は、組織全体のパッケージの整理と一元化に使用されるリポジトリ管理サー
バーです。RStudio Package Manager の詳細については、「RStudio Package Manager」を参照してくだ
さい。独自のPackage マネージャー URL を指定しない場合、Amazon SageMaker ドメインは、RStudio
をオンボードするときに、デフォルトのPackage Manager リポジトリを使用します。Amazon SageMaker
ドメインにオンボードする (p. 35)。詳細については、次を参照してください。機械学習向けに RStudio
Connect と Package Manager をホストする SageMaker。
パッケージマネージャーの URL を更新する
RStudio 対応ドメインで使用されるパッケージマネージャー URL は、次のように更新できます。
1.

に移動しますコントロールパネル。

2.

[Domain] (ドメイン) で、[Edit Settings] (設定の編集) を選択します。新しいページが開きます。

3.

新しいページで、左側にある [RStudio Settings] (RStudio の設定) を選択します。

4.

[RStudio Package Manager]で、RStudio Package Manager の URL を入力します。

5.

[Submit] (送信) を選択します。

CLI
AWS CLI から パッケージマネージャー URL を更新する唯一の方法は、ドメインを削除し、更新された
パッケージマネージャー URL で新しいドメインを作成することです。

アマゾンを作成 SageMaker を使用して、RStudio を使用するド
メインAWS CLI
次のトピックでは、Amazon にオンボードする方法を示します SageMaker を使用して、RStudio を有効
にしているドメインはAWS CLI。AWS Management Console を使用してオンボードするには「Amazon
SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)」を参照してください。

前提条件
• AWS CLIバージョン 2 のインストールおよび設定
• AWS CLIIAM 認証情報を設定する
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DomainExecution ロールを作成する
RStudio アプリを起動するには、DomainExecution ロール を指定する必要があります。このロー
ルは、RStudio を Amazon の一部として起動する必要があるかどうかを判断するために使用されます
SageMaker ドメインの作成。このロールは Amazon でも使用されています SageMaker RStudio ライセン
スにアクセスし、RStudio ログをプッシュします。

Note
-DomainExecutionロールには少なくともあるべきAWS License ManagerRStudioライセンスに
アクセスするための権限、および CloudWatch アカウントにログをプッシュするための権限。
以下の手順は、AWS CLI での DomainExecution ロールの作成方法を示しています。
1.

assume-role-policy.json という名前でファイルを作成し、次の内容を記述します。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "sts:AssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
}
}
]

DomainExecution ロールを作成します。<REGION> は、ドメインを起動する AWS リージョン に
なっている必要があります。
aws iam create-role --region <REGION> --role-name DomainExecution --assume-role-policydocument file://assume-role-policy.json

3.

domain-setting-policy.json という名前でファイルを作成し、次の内容を記述します。このポ
リシーにより、RStudioServerPro アプリを使用して必要なリソースにアクセスし、Amazonを許可し
ます SageMaker Rを自動的に起動するにはStudioServerPro 既存のRの場合はアプリStudioServerPro
アプリはDeletedまたはFailedステータス。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"license-manager:ExtendLicenseConsumption",
"license-manager:ListReceivedLicenses",
"license-manager:GetLicense",
"license-manager:CheckoutLicense",
"license-manager:CheckInLicense",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
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"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery",
"sagemaker:CreateApp"

}

4.

]

}

],
"Resource": "*"

DomainExecution ロールにアタッチされるドメイン設定ポリシーを作成します。応答からの
PolicyArn に注意してください。次の手順でその ARN を入力する必要があります。
aws iam create-policy --region <REGION> --policy-name domain-setting-policy --policydocument file://domain-setting-policy.json

5.

domain-setting-policy を DomainExecution ロールにアタッチします。前のステップで返され
た PolicyArn を使用します。
aws iam attach-role-policy --role-name DomainExecution --policy-arn <POLICY_ARN>

Amazon を作成する SageMaker RStudio アプリを含むドメイン
RStudioServerPro Amazon を作成すると、アプリが自動的に起動します SageMaker を使用するドメイ
ンcreate-domainを使用する CLI コマンドRStudioServerProDomainSettingsパラメータが指定
されました。Rを起動するときStudioServerPro アプリ、アマゾン SageMaker アカウント内の有効な
RStudio ライセンスをチェックし、ライセンスが見つからない場合はドメインの作成に失敗します。
アマゾンの創造 SageMaker ドメインは、認証方法とネットワーク型 これらのオプションは、1 つの認証
方法と 1 つのネットワーク接続タイプを選択して一緒に使用する必要があります。新しいドメインを作成
するための要件の詳細については、「」を参照してください。CreateDomain。
次の認証方法がサポートされています。
• IAM Auth
• SSO Auth
次のネットワーク接続タイプがサポートされています。
• PublicInternet
• VPCOnly

認証方法
IAM 認証モード
以下は、Amazonを作成する方法を説明しています SageMaker RStudioが有効になっているドメイン
とIAM Authネットワーク型。AWS Identity and Access Management の詳細については、「Amazon IAM
とは?」を参照してください。
• DomainExecutionRoleArn は、前のステップで作成したロールの ARN である必要があります。
• ExecutionRoleAmazon 内のユーザーに与えられるロールの ARN SageMaker ドメイン。
• vpc-id は、Amazon Virtual Private Cloud の ID である必要があります。subnet-ids は、サブネッ
ト ID のスペース区切りリストである必要があります。vpc-id と subnet-ids の詳細については、
「VPC とサブネット」を参照してください。
• RStudioPackageManagerUrl と RStudioConnectUrl は任意であり、RStudio Package Manager
と RStudio Connect サーバーの URL にそれぞれ設定する必要があります。
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• app-network-access-type は、PublicInternetOnly または VPCOnly のいずれかになっている
必要があります。

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
--auth-mode IAM \
--default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
--domain-settings
RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnectUrl=<<CO
\
--vpc-id <VPC_ID> \
--subnet-ids <SUBNET_IDS> \
--app-network-access-type <NETWORK_ACCESS_TYPE>

IAM Identity Center を使用した認証
以下は、Amazonを作成する方法を説明しています SageMaker RStudioが有効になっているドメイン
とSSO Authネットワーク型。AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ドメインが
起動されているリージョンで有効になっている必要があります。IAM Identity Center の詳細については、
「」を参照してください。とはAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)?。
• DomainExecutionRoleArn は、前のステップで作成したロールの ARN である必要があります。
• ExecutionRoleAmazon 内のユーザーに与えられるロールの ARN SageMaker ドメイン。
• vpc-id は、Amazon Virtual Private Cloud の ID である必要があります。subnet-ids は、サブネッ
ト ID のスペース区切りリストである必要があります。vpc-id と subnet-ids の詳細については、
「VPC とサブネット」を参照してください。
• RStudioPackageManagerUrl と RStudioConnectUrl は任意であり、RStudio Package Manager
と RStudio Connect サーバーの URL にそれぞれ設定する必要があります。
• app-network-access-type は、PublicInternetOnly または VPCOnly のいずれかになっている
必要があります。

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
--auth-mode SSO \
--default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
--domain-settings
RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnectUrl=<<CO
\
--vpc-id <VPC_ID> \
--subnet-ids <SUBNET_IDS> \
--app-network-access-type <NETWORK_ACCESS_TYPE>

接続タイプ
PublicInternet/直接インターネットネットワークの種類
以下は、Amazonを作成する方法を説明しています SageMaker RStudioが有効になっているドメイン
とPublicInternetネットワーク型。
• DomainExecutionRoleArn は、前のステップで作成したロールの ARN である必要があります。
• ExecutionRoleAmazon 内のユーザーに与えられるロールの ARN SageMaker ドメイン。
• vpc-id は、Amazon Virtual Private Cloud の ID である必要があります。subnet-ids は、サブネッ
ト ID のスペース区切りリストである必要があります。vpc-id と subnet-ids の詳細については、
「VPC とサブネット」を参照してください。
• RStudioPackageManagerUrl と RStudioConnectUrl は任意であり、RStudio Package Manager
と RStudio Connect サーバーの URL にそれぞれ設定する必要があります。
• auth-mode は、SSO または IAM のいずれかになっている必要があります。
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aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
--auth-mode <AUTH_MODE> \
--default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
--domain-settings
RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnectUrl=<<CO
\
--vpc-id <VPC_ID> \
--subnet-ids <SUBNET_IDS> \
--app-network-access-type PublicInternetOnly

VPConly モード
以下は、Amazonを立ち上げる方法を示しています SageMaker RStudioが有効になっているドメイン
とVPCOnlyネットワーク型。VPCOnly ネットワークアクセスタイプの使用方法の詳細については、
「VPC 内の SageMaker Studio ノートブックを外部リソースに接続する (p. 3399)」を参照してくださ
い。
• DomainExecutionRoleArn は、前のステップで作成したロールの ARN である必要があります。
• ExecutionRoleAmazon 内のユーザーに与えられるロールの ARN SageMaker ドメイン。
• vpc-id は、Amazon Virtual Private Cloud の ID である必要があります。subnet-ids は、サブネッ
ト ID のスペース区切りリストである必要があります。プライベートサブネットは、インターネットに
アクセスして Amazon およびを呼び出す SageMaker、およびAWS License Managerまたは Amazon
の両方の Amazon VPC エンドポイントを持つことができる Amazon SageMaker そしてAWS License
Manager。Amazon VPC エンドポイントの詳細については、「インターフェイス VPC エンドポイン
ト」を参照してください。vpc-id と subnet-ids の詳細については「VPC とサブネット」を参照し
てください。
• SecurityGroupsAmazon へのアウトバウンドアクセスを許可する必要があります SageMaker そして
AWS License Managerエンドポイント。
• auth-mode は、SSO または IAM のいずれかになっている必要があります。

Note
Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントを使用する場合、Amazon Virtual Private Cloud
エンドポイントにアタッチされたセキュリティグループで、create-domain CLI 呼び出しの
domain-setting パラメータの一部としてパスするセキュリティグループからのインバウンドト
ラフィックを許可する必要があります。
RStudioで、アマゾン SageMaker 自動的にセキュリティグループを管理します。つまり、Amazonは
SageMaker RSsessions が R にアクセスできるように、セキュリティグループルールを管理します
StudioServerPro Apps。アマゾン SageMaker ユーザープロファイルごとに 1 つのセキュリティグループ
ルールを作成します。

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
--auth-mode <AUTH_MODE> \
--default-user-settings
SecurityGroups=<USER_SECURITY_GROUP>,ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
--domain-settings
SecurityGroupIds=<DOMAIN_SECURITY_GROUP>,RStudioServerProDomainSettings={DomainExecutionRoleArn=<DOMAI
\
--vpc-id <VPC_ID> \
--subnet-ids "<SUBNET_IDS>" \
--app-network-access-type VPCOnly --app-security-group-management Service

[Note:] (メモ:) RStudioServerPro アプリは、という名前の特別なユーザープロファイルによって起動され
ますdomain-shared。その結果、このアプリは他のユーザープロファイルによる list-app API 呼び出
しの一部として返されることはありません。
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ユーザー数を増やすには、アカウントの Amazon VPC クォータを増やす必要がある場合があります。詳細
については、「Amazon VPC クォータ」を参照してください。

ドメインの作成を検証する
次のコマンドを使用して、ドメインが InService の Status で作成された
ことを確認します。domain-id がドメイン ARN に追加されます。たとえ
ば、arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:domain/<DOMAIN_ID> と指定します。
aws sagemaker describe-domain --domain-id <DOMAIN_ID> --region <REGION>

のRStudio で独自のイメージを取り込む SageMaker
ある SageMaker imageは、AmazonでRStudioを実行するために必要な言語パッケージやその他の依存関
係を識別するファイルです SageMaker。 SageMaker は、これらのイメージを使用して RStudio を実行す
る環境を作成します。アマゾン SageMaker には、使用可能な組み込みの RStudio イメージがあります。
その他の機能が必要な場合、独自のカスタムイメージを取り込みます。
RStudio で独自のイメージを取り込むプロセス SageMaker には、3つのステップがあります。
1.

Docker file からカスタムイメージを構築して Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) のリ
ポジトリにプッシュします。

2.

の作成 SageMaker Amazon ECR のコンテナイメージを指し示すイメージと、それを SageMaker ド
メイン。

3.

カスタムイメージを使用してRStudioで新しいセッションを起動します。

を使用して、イメージとイメージバージョンを作成し、イメージバージョンをドメインにアタッチで
きます。 SageMaker コントロールパネル、AWS SDK for Python (Boto3)、およびAWS Command Line
Interface(AWS CLI)。を使用してイメージとイメージバージョンを作成できます。 SageMaker コンソー
ル。ドメインにオンボードしていない場合も。
以下のトピックでは、独自のイメージを RStudio に取り込む方法を説明します。 SageMaker カスタムイ
メージを作成、添付、起動します。

主な用語
次のセクションでは、独自のイメージを RStudio on で使用するための重要な用語を定義します
SageMaker。
• Docker file: Dockerfile は、Docker イメージの言語パッケージやその他の依存関係を識別するファイルで
す。
• Docker イメージ: Docker イメージはビルドされた Dockerfile です。この画像は Amazon ECR にチェッ
クインされ、その基礎となります SageMakerイメージ。
• SageMaker イメージ: ある SageMaker 画像はセット用のホルダーです SageMaker Docker イメージに
基づくイメージバージョン
• 画像バージョン: のイメージバージョン SageMaker イメージは、Amazon ECR リポジトリに保存されて
いるDocker イメージで、RStudio と互換性があります。イメージバージョンはすべてイミュータブルで
す。これらのイメージバージョンはドメインにアタッチして RStudio on で使用できます SageMaker。

前提条件
Amazon の RStudio で独自のイメージを取り込むには、以下の前提条件を満たす必要があります。
SageMaker。
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• 2022 年 4 月 7 日より前に作成された RStudio の既存のドメインがある場合は、R を削除する必要があ
りますStudioServerPro アプリケーションを作成して再作成してください。アプリケーションの削除方法
については、「」を参照してください。シャットダウンして更新する SageMaker スタジオ (p. 158)。
• Docker アプリケーションをインストールします。Docker の設定については、「オリエンテーションと
設定」を参照してください。
• で動作する RStudio 互換の Dockerfile のローカルコピーを作成する SageMaker。RStudio Docker file
のサンプル作成については、「」を参照してください。カスタムイメージを使用して、Amazon の
RStudio に独自の開発環境を導入してください SageMaker。
• の使用AWS Identity and Access Managementを持つ実行ロールAmazonSageMakerFullAccessポリシー
がアタッチされました。Amazon にオンボーディングした場合 SageMaker ドメイン、ロールは以下か
ら取得できますドメインの概要のセクション SageMaker コントロールパネル。
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) サービスへのアクセス許可を実行ロールに追加しま
す。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ecr:CreateRepository",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:DescribeImages",
"ecr:DescribeRepositories",
"ecr:UploadLayerPart",
"ecr:ListImages",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:PutImage"
],
"Resource": "*"
}
]

• インストールと設定AWS CLI以下の（またはそれ以上の）バージョンで。のインストールおよび使用の
詳細についてはAWS CLI、「」を参照してくださいの最新バージョンをインストールまたは更新しま
す。AWS CLI。
AWS CLI v1 >= 1.23.6
AWS CLI v2 >= 2.6.2

カスタム RStudio イメージの仕様
このガイドでは、独自のイメージを持ち込むときに使用するカスタム RStudio イメージ仕様について説明
します。カスタム RStudio イメージを Amazon で使用するには、2 つの要件を満たす必要があります。
SageMaker。これらの要件は RStudio PBC と Amazon によって課されます。 SageMaker Studio プラット
フォーム これらの要件のいずれかが満たされない場合、カスタムイメージは正しく機能しません。

RStudio PBC 要件
RStudio PBC の要件はRStudio ワークベンチ/RStudio Server Pro、ランチャー、Kubernetes で Docker イ
メージを使用する記事。この記事の手順に従って、カスタム RStudio イメージのベースを作成します。
カスタム・イメージに複数のRバージョンをインストールする方法については、複数のバージョンの R を
Linux にインストールする。
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アマゾン SageMaker Studio 要件
アマゾン SageMaker Studio では、RStudio イメージに次のインストール要件が課されます。
• 次のパッケージをインストールする必要があります。
yum install -y sudo \
openjdk-11-jdk \
libpng-dev \
&& yum clean all \
&& /opt/R/${R_VERSION}/bin/R -e "install.packages('reticulate', repos='https://
packagemanager.rstudio.com/cran/__linux__/centos7/latest')" \
&& /opt/python/${PYTHON_VERSION}/bin/pip install --upgrade \
'boto3>1.0<2.0' \
'awscli>1.0<2.0' \
'sagemaker[local]<3'

• にはデフォルト値を指定する必要がありますRSTUDIO_CONNECT_URLそし
てRSTUDIO_PACKAGE_MANAGER_URL環境価値。
ENV RSTUDIO_CONNECT_URL "YOUR_CONNECT_URL"
ENV RSTUDIO_PACKAGE_MANAGER_URL "YOUR_PACKAGE_MANAGER_URL"

RStudio イメージバージョンで表されるイメージには、次の一般的な仕様が適用されます。
イメージを実行する
ENTRYPOINTそしてCMD指示がオーバーライドされ、イメージが RSession アプリケーションとして実
行されます。
イメージを停止する
DeleteApp API は docker stop コマンドに相当するコマンドを発行します。コンテナ内の他のプ
ロセスは SIGKILL/SIGTERM シグナルを受信しません。
ファイルシステム
/opt/.sagemakerinternal ディレクトリと /opt/ml ディレクトリは予約されています。これら
のディレクトリにあるデータは、実行時には表示されない場合があります。
ユーザーデータ
内の各ユーザ SageMaker ドメインは、共有の Amazon Elastic File System ボリュームにユーザーディ
レクトリを得ます。現在のユーザーの Amazon Elastic File System ボリュームのディレクトリの場所
は/home/sagemaker-user。
メタデータ
メタデータファイルは /opt/ml/metadata/resource-metadata.json にあります。イメージで
定義されている変数には、その他の環境変数は追加されません。詳細については、「アプリのメタ
データを取得する (p. 118)」を参照してください。
GPU
GPU インスタンスでは、イメージは --gpus オプションを付けて実行されます。イメージには
NVIDIA ドライバーを含めず、CUDA ツールキットのみを含めます。詳細については、「NVIDIA ユー
ザーガイド」を参照してください。
メトリクスとログ記録
RSession プロセスのログは Amazon に送信されます CloudWatch お客様のアカウントにあります。
ロググループの名前は /aws/sagemaker/studio です。ログストリームの名前は $domainID/
$userProfileName/RSession/$appName です。
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イメージのサイズ
画像サイズは 25 GB に制限されています。画像のサイズを確認するには、docker image ls。

カスタムRStudio イメージを作成する
このトピックでは、を使用してカスタム RStudio イメージを作成する方法について説明します。
SageMaker コンソールとAWS CLI。使用するものAWS CLIでは、ローカルマシンからステップを実行する
必要があります。以下の手順は Amazon 内からは機能しません。 SageMaker スタジオ。
イメージを作成すると SageMaker 初期イメージバージョンも作成します。各イメージバージョン
は、Amazon Elastic Container Registry (ECR) に保存されているコンテナイメージを表します。コンテ
ナイメージは RStudio で使用するための要件を満たす必要があります。詳細については、「カスタム
RStudio イメージの仕様 (p. 171)」を参照してください。
イメージをローカルでテストし、一般的な問題を解決する方法については、SageMaker Studio カスタム画
像サンプルリポジトリ。
トピック
• A追加 SageMaker-Amazon ECR と互換性のある RStudio Docker コンテナイメージに対応 (p. 173)
• の作成 SageMaker コンソールからのイメージ (p. 174)
• からのイメージの作成AWS CLI (p. 175)

A追加 SageMaker-Amazon ECR と互換性のある RStudio Docker コンテナイメージに対応
Docker コンテナイメージを Amazon ECR に追加するには、以下の手順に従います。
• Amazon ECR リポジトリを作成します。
• Amazon ECR に認証します。
• Aを構築する SageMaker-互換性のあるRStudio Docker イメージ
• Amazon ECR リポジトリにイメージをプッシュします

Note
Amazon ECR リポジトリは同じ内にある必要がありますAWS リージョンあなたのドメインとし
て。

Docker イメージをビルドして Amazon ECR に追加するには
1.

AWS CLI コマンドを使って、Amazon ECR リポジトリを作成します。Amazon ECR コンソールを
使ってリポジトリを作成するには、「リポジトリを作成する」を参照してください。
aws ecr create-repository \
--repository-name rstudio-custom \
--image-scanning-configuration scanOnPush=true

レスポンス:
{

"repository": {
"repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-2:acct-id:repository/rstudio-custom",
"registryId": "acct-id",
"repositoryName": "rstudio-custom",
"repositoryUri": "acct-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/rstudio-custom",
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}

2.

}

...

からの応答として返されたリポジトリ URI を使用して Amazon ECR への認証を行いますcreaterepositoryコマンド。Docker アプリケーションが実行されていることを確認します。詳細について
は、次を参照してください。レジストリの認証。
aws ecr get-login-password | \
docker login --username AWS --password-stdin <repository-uri>

レスポンス:
Login Succeeded

3.

Docker イメージを作成します。Dockerfile を含むディレクトリから、以下のコマンドを実行します。
docker build .

4.

ビルドしたイメージに独自のタグを付けます。
docker tag <image-id> "<repository-uri>:<tag>"

5.

コンテナイメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュします。詳細については、次を参照してくだ
さい。ImagePushそして画像をプッシュする。
docker push <repository-uri>:<tag>

レスポンス:
The push refers to repository [<account-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/rstudiocustom]
r: digest: <digest> size: 3066

の作成 SageMaker コンソールからのイメージ
イメージを作成するには
1.

アマゾンを開く SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左側のナビゲーションペインで、[Images] (イメージ) を選択します。

3.

[Custom images] (カスタムイメージ) ページで [Create image] (イメージの作成) を選択します。

4.

[Image source] (イメージソース) には、Amazon ECR のコンテナイメージへのレジストリパスを入力
します。パスの形式は以下のとおりです。
acct-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repo-name[:tag] or [@digest]

5.

[Next] (次へ) を選択します。

6.

[Image properties] (イメージプロパティ) に、次を入力します。
• イメージ名-この名前は、現在のアカウントで一意であることが必要ですAWS リージョン。
• (オプション) イメージ表示名-ドメインのユーザーインターフェイスに表示される名前。入力されな
い場合、Image name が表示されます。
• (オプション) Description (説明) – イメージの説明。
• IAM ロール (IAM ロール) — ロールにはAmazonSageMakerFullAccessポリシーがアタッチされてい
ます。ドロップダウンメニューから次のいずれかのオプションを選択します。
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• Create a new ロールの作成 — ノートブックのユーザーがアクセスできる追加の Amazon Storage
Service (Amazon Storage Service (Amazon Storage Service) バケットを指定します (Amazon
Storage Service アクセスを許可するバケットを追加しない場合は[None] (なし) を選択します。
SageMaker アタッチするAmazonSageMakerFullAccessロールへのポリシー このロールは、
チェックマークの横に表示される Amazon S3 バケットにノートブックのユーザーがアクセスす
ることを許可します。
• Enter a custom IAM role ARN (カスタム IAM ロールの ARN の入力) - IAM ロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を入力します。
• Use existing role (既存のロールの使用) - リストから既存のロールの 1 つを選択します。
• (オプション) Image tags (イメージタグ) - [Add new tag] (新しいタグの追加) を選択します。最
大 50 個のタグを追加できます。タグは、を使用して検索できます SageMaker コンソールまたは
SageMaker SearchAPI。
7.

[]Image type (イメージタイプ)で、RStudio イメージを選択します。

8.

[Submit] (送信) を選択します。

新しいイメージは、[Custom images] (カスタムイメージ) リストで一時的に強調表示されます。イメージ
が正常に作成されたら、イメージ名を選択してそのプロパティを表示するか、[Create version] (バージョ
ンの作成) をクリックして、別のバージョンを作成します。

別のイメージバージョンを作成するには
1.

イメージと同じ行にある [Create version] (バージョンを作成) を選択します。

2.

にとって画像ソース、Amazon ECR イメージへのレジストリパスを入力します。このイメージは、以
前のバージョンで使用されていたイメージと同じイメージであってはなりません SageMakerイメー
ジ。

RStudio でカスタムイメージを使用するには、そのイメージをドメインにアタッチする必要があります。
詳細については、「カスタムを添付 SageMaker 画像 (p. 177)」を参照してください。

からのイメージの作成AWS CLI
このセクションでは、カスタムAmazonを作成する方法を示します SageMaker 使用するイメージAWS
CLI。
を作成するには、次の手順に従います。 SageMaker イメージ:
• Image を作成します。
• ImageVersion を作成します。
• 設定ファイルを作成します。
• AppImageConfig を作成します。

を作成するには SageMaker イメージエンティティ
1.

の作成 SageMaker イメージ。ARN の役割には、少なくと
もAmazonSageMakerFullAccessPolicyポリシーがアタッチされています。
aws sagemaker create-image \
--image-name rstudio-custom-image \
--role-arn arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<execution-role>

レスポンス:
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{
}

2.

"ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image/rstudio-custom-image"

の作成 SageMaker イメージからのイメージバージョン 画像を Amazon ECR にプッシュしたときに選
択した固有のタグ値を渡します。
aws sagemaker create-image-version \
--image-name rstudio-custom-image \
--base-image <repository-uri>:<tag>

レスポンス:
{

"ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/rstudioimage/1"
}

3.

イメージバージョンが正常に作成されたことを確認します。
aws sagemaker describe-image-version \
--image-name rstudio-custom-image \
--version 1

レスポンス:
{

"ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/rstudiocustom-image/1",
"ImageVersionStatus": "CREATED"
}

Note
レスポンスが "ImageVersionStatus": "CREATED_FAILED" である場合、レスポ
ンスにはその失敗の理由も記載されています。失敗の一般的な原因の 1 つは許可の問
題です。Amazonでも確認できます CloudWatch ログ。ロググループの名前は /aws/
sagemaker/studio です。ログストリームの名前は $domainID/$userProfileName/
KernelGateway/$appName です。
4.

app-image-config-input.json という名前の設定ファイルを作成します。アプリイメージ設定
は、を実行するための設定に使用されます SageMaker カーネルゲートウェイアプリケーションとし
てのイメージ。
{
}

5.

"AppImageConfigName": "rstudio-custom-config"

の作成 AppImageConfig 前のステップで作成したファイルを使用します。
aws sagemaker create-app-image-config \
--cli-input-json file://app-image-config-input.json

レスポンス:
{
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"AppImageConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:app-image-config/r-imageconfig"
}

カスタムを添付 SageMaker 画像
このガイドでは、を使用してドメインにカスタム RStudio イメージをアタッチする方法を説明します。
SageMakerコンソールまたはAWS Command Line Interface(AWS CLI).
カスタムを使うには SageMaker イメージ、ドメインにカスタム RStudio イメージをアタッチする必要が
あります。イメージバージョンを添付すると、RStudio Launcher に表示され、画像を選択するドロップダ
ウンリスト。ドロップダウンを使用して、RStudioが使用する画像を変更します。
アタッチできるイメージバージョンの数には制限があります。制限に達した場合、最初にバージョンをデ
タッチして別のイメージバージョンをアタッチできるようにする必要があります。
トピック
• コンソールを使ってドメインにイメージバージョンをアタッチする (p. 177)
• を使用してドメインに既存のイメージバージョンをアタッチするAWS CLI (p. 178)

コンソールを使ってドメインにイメージバージョンをアタッチする
カスタムアタッチできます SageMaker を使用してドメインのイメージバージョン SageMaker コンソール
のコントロールパネル。カスタムを作成することもできます SageMaker イメージとイメージバージョン
をドメインにアタッチする。

既存のイメージをアタッチするには
1.

アマゾンを開く SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.
3.

左のナビゲーションペインで、コントロールパネル。
上にSageMaker [コントロールパネル]、未満Custom SageMakerドメインに添付されたスタジオ画
像、選択してくださいイメージをアタッチする。
にとって画像ソース、選択してください既存の画像または新しいイメージ。

4.

選択した場合既存の画像、アマゾンから画像を選択してください SageMaker イメージストア。
選択した場合新しいイメージ、Docker イメージの Amazon ECR レジストリパスを指定します。パス
は、同じにある必要がありますAWS リージョンドメインとして。Amazon ECR リポジトリはドメイ
ンと同じアカウントに存在するか、または次のアカウントにクロスアカウント権限がある必要があり
ます SageMaker を有効にする必要があります。
5.
6.
7.

リストから既存のイメージを 1 つ選択します。
リストからイメージバージョンを選択します。
[Next] (次へ) を選択します。

8.

次の値を入力してくださいイメージ名,イメージ表示名、および説明。

9.

IAM ロールを選択します。詳細については、「カスタムRStudio イメージを作成する (p. 173)」を参
照してください。
10. (オプション) イメージにタグを追加します。
11. (オプション) SELECT新しいタグを追加次に、設定タグを追加します。
12. にとってImage type (イメージタイプ)、SELECRStudio イメージ。
13. [Submit] (送信) を選択します。
イメージバージョンがドメインにアタッチされるのを待ちます。バージョンが添付されると、カスタムイ
メージ一覧表示され、簡単に強調表示されます。
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を使用してドメインに既存のイメージバージョンをアタッチするAWS CLI
イメージバージョンをドメインにアタッチする方法は、2 つあります。AWS CLI。1 つ目の方法では、
バージョンがアタッチされた新しいドメインを作成します。この方法は簡単ですが、ドメインの作成に必
要な Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 情報と実行ロールを指定する必要があります。
すでにオンボーディングしている場合 SageMaker ドメインの場合、2 つ目の方法を使って、現在のドメイ
ンにイメージバージョンをアタッチできます。この場合、Amazon VPC 情報と実行ロールの指定は必要あ
りません。バージョンをアタッチしたら、ドメイン内のすべてのアプリケーションを削除し、RStudio を
再起動します。

アタッチする SageMaker 新しいドメインにイメージをアタッチする
この方法を実行するには、次の実行ロールを指定する必要があります。AmazonSageMakerFullAccessポ
リシーアタッチメント。

Note
持つことができるドメインは 1 つのみです。にオンボーディングした場合 SageMaker domain、
この方法を実行する前に現在のドメインを削除する必要があります。詳細については、「Amazon
SageMaker ドメインを削除する (p. 44)」を参照してください。
ドメインを作成し、カスタムアタッチするには、次の手順を実行します。 SageMaker イメージ:
• デフォルトの VPC ID とサブネット ID を取得します。
• イメージを指定するドメインの設定ファイルを作成します。
• 設定ファイルを使ってドメインを作成します。

カスタムを追加するには SageMaker イメージをドメインにイメージをアタッチする
1.

デフォルトの VPC ID を取得します。
aws ec2 describe-vpcs \
--filters Name=isDefault,Values=true \
--query "Vpcs[0].VpcId" --output text

レスポンス:
vpc-xxxxxxxx

2.

前のステップで取得した VPC ID を使って、デフォルトのサブネット ID を取得します。
aws ec2 describe-subnets \
--filters Name=vpc-id,Values=<vpc-id> \
--query "Subnets[*].SubnetId" --output json

レスポンス:
[

]

3.

"subnet-b55171dd",
"subnet-8a5f99c6",
"subnet-e88d1392"

create-domain-input.json という名前の設定ファイルを作成します。前のステップ
で取得した VPC ID、サブネット ID、ImageName、AppImageConfigName を挿入しま
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す。ImageVersionNumber が指定されていないため、イメージの最新バージョンが使用されます
(今回は、これが唯一存在するバージョンです)。実行ロールは次の要件を満たしている必要がありま
す前提条件 (p. 170)。
{

}

4.

"DomainName": "domain-with-custom-r-image",
"VpcId": "<vpc-id>",
"SubnetIds": [
"<subnet-ids>"
],
"DomainSettings": {
"RStudioServerProDomainSettings": {
"DomainExecutionRoleArn": "<execution-role>"
}
},
"DefaultUserSettings": {
"ExecutionRole": "<execution-role>",
"RSessionAppSettings": {
"CustomImages": [
{
"AppImageConfigName": "rstudio-custom-config",
"ImageName": "rstudio-custom-image"
}
]
}
},
"AuthMode": "IAM"

アタッチされたカスタムを使ってドメインを作成します。 SageMaker イメージ。
aws sagemaker create-domain \
--cli-input-json file://create-domain-input.json

レスポンス:
{
}

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx",
"Url": "https://d-xxxxxxxxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/..."

アタッチする SageMaker 既存のドメインへのイメージ
この方法は、すでに Amazon にオンボードしていることを前提にしています SageMaker ドメイン。詳細
については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)」を参照してください。

Note
新しいイメージバージョンでドメインを更新する前に、ドメイン内のすべてのアプリケーショ
ンを削除する必要があります。これらのアプリケーションの削除については、を参照してくださ
い。Amazon SageMaker ドメインを削除する (p. 44)。
次の手順に従ってを追加します SageMaker 現在のドメインにイメージをアタッチする
• Get YouDomainIDからの SageMaker コンソール。
• DomainID を使ってドメインの DefaultUserSettings を取得します。
• ImageName と AppImageConfig を CustomImage として DefaultUserSettings に追加します。
• ドメインを更新して、カスタムイメージを含めます。
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カスタムを追加するには SageMaker イメージをドメインにイメージをアタッチする
1.

アマゾンを開く SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左のナビゲーションペインから、コントロールパネル。

3.

開始元コントロールパネル、未満ドメイン、[find]ドメイン ID。ID の形式は d-xxxxxxxxxxxx で
す。

4.

このドメイン ID を使って、ドメインの説明を取得します。
aws sagemaker describe-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>

レスポンス:
{

"DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
"DefaultUserSettings": {
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
],
...
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}

}

}

5.

の保存DefaultUserSettingsという名前のファイルへの応答のセクションupdate-domaininput.json。

6.

前の手順で取得した ImageName と AppImageConfigName をカスタムイメージとして挿入しま
す。ImageVersionNumber が指定されていないため、イメージの最新バージョンが使用されます
(今回は、これが唯一存在するバージョンです)。
{

}

7.

"DefaultUserSettings": {
"RSessionAppSettings": {
"CustomImages": [
{
"ImageName": "rstudio-custom-image",
"AppImageConfigName": "rstudio-custom-config"
}
]
}
}

ドメイン ID とデフォルトのユーザー設定ファイルを使って、ドメインを更新します。
aws sagemaker update-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
--cli-input-json file://update-domain-input.json

レスポンス:
{
}

8.

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"

を削除するRStudioServerProアプリケーション。を再起動する必要がありま
すRStudioServerProRStudio Launcher UI が最新の変更を取得するためのドメイン共有アプリケー
ション。
aws sagemaker delete-app \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> --user-profile-name domain-shared \
--app-type RStudioServerPro --app-name default

9.

新しいを作成しますRStudioServerProアプリケーション。このアプリケーションは以下を使用して
作成する必要がありますAWS CLI。
aws sagemaker create-app \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> --user-profile-name domain-shared \
--app-type RStudioServerPro --app-name default

カスタムを起動する SageMaker RStudio でのイメージ
コンソールから RStudio アプリケーションを起動するときに、カスタムイメージを使用できます。カス
タムを作成したら SageMaker イメージを起動してドメインにアタッチすると、RStudio Launcher のイ
メージセレクターのダイアログボックスにイメージが表示され、イメージセレクターのダイアログボック
スにイメージが表示され、RStudio L RStudio アプリを起動するには、以下の手順に従います。RStudio
Launcher を開いて RSessions を起動する (p. 189)次の図に示すように、カスタムイメージを選択しま
す。
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イメージリソースをクリーンアップする
このガイドでは、前のセクションで作成した RStudio イメージリソースをクリーンアップする方法を示し
ます。イメージを削除するには、以下のいずれかの手順を実行します。 SageMaker コンソール、または
AWS CLI、このガイドに示されているように。
• ドメインからイメージとイメージバージョンをデタッチします。
• イメージ、イメージバージョン、およびアプリケーションイメージ構成を削除します。
これらのステップが完了したら、Amazon ECR からコンテナイメージとリポジトリを削除できます。コン
テナイメージとリポジトリを削除する方法の詳細については、「」を参照してください。リポジトリを削
除する。

のリソースをクリーンアップする SageMakerコンソール
ドメインからイメージをデタッチすると、イメージバージョンがすべてデタッチされます。イメージがデ
タッチされると、ドメインのすべてのユーザーがイメージバージョンにアクセスできなくなります。

イメージをデタッチするには
1.

の中に SageMaker コントロールパネル、の下ドメインに添付されたカスタム画像、画像を選んでか
らデタッチ。

2.

(オプション) のイメージとすべてのバージョンを削除するには SageMaker、選択した画像も削除...。
これにより、関連付けられたイメージが Amazon ECR から削除されることはありません。
[Detach] (デタッチ) を選択します。

3.

のリソースをクリーンアップするAWS CLI
リソースをクリーンアップするには
1.

ドメインに空のカスタムイメージリストを渡して、ドメインからイメージとイメージバージョンをデ
タッチします。のを開きます。update-domain-input.jsonで作成したファイル??? (p. 140)。

2.

の削除RSessionAppSettingsカスタムイメージとファイルを保存します。の修正はしないでくださ
いKernelGatewayAppSettingsカスタムイメージ。
{

"DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
"DefaultUserSettings": {
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
],
...
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}

3.

}

},
"RSessionAppSettings": {
"CustomImages": [
],
"DefaultResourceSpec": {
}
...
}

ドメイン ID とデフォルトのユーザー設定ファイルを使って、ドメインを更新します。
aws sagemaker update-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
--cli-input-json file://update-domain-input.json

レスポンス:
{
}

4.

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"

アプリケーションイメージ構成を削除します。
aws sagemaker delete-app-image-config \
--app-image-config-name rstudio-image-config

5.

の削除 SageMaker イメージ。これにより、すべてのイメージバージョンも削除されます。イメージ
バージョンによって表される Amazon ECR 内のコンテナイメージは削除されません。
aws sagemaker delete-image \
--image-name rstudio-image

ユーザーの管理
RStudio対応のAmazonの後 SageMaker ドメインが実行されています。UserProfiles) をドメインに。
次のトピックでは、RStudio の使用を許可されたユーザープロファイルの作成方法と、既存のユーザー
プロファイルの更新方法について説明します。RStudio アプリを削除する方法の詳細については、
UserProfile、またはドメイン。の手順に従ってくださいAmazon を削除する SageMaker ドメイン。

Note
総数の上限は UserProfiles アマゾンで SageMaker ドメインは 60 です。
ユーザーには、次の 2 つのタイプがあります。
• Unauthorized: このユーザーは RStudio アプリにアクセスできません。
• 承認済み: このユーザーは RStudio アプリにアクセスし、RStudio ライセンスシートのいずれかを
使用できます。デフォルトでは、ドメインが RStudio で有効になっている場合、新しいユーザーは
Authorized になります。
ユーザーが承認されると、RStudio への以下のいずれかのレベルのアクセスを付与できます。
• RStudio ユーザー: これは標準の RStudio ユーザーで、RStudio にアクセスできます。
• RStudio 管理者: アマゾンの管理者 SageMaker ドメインでは、ユーザーの作
成、、、、、、、、、、、、、、管理者は、RStudio の管理ダッシュボードにアクセスすることもでき
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ます。ただし、この管理者は Amazon によって管理されているパラメータを更新することはできません
SageMaker。

ユーザーの作成方法
以下のトピックでは、RStudio 対応の Amazon でユーザーを作成する方法を示しています。 SageMaker
ドメイン。
IAM ユーザーを作成する
以下の手順は、Amazon にユーザーを追加する方法を示しています SageMaker IAM を使用して作成され
たドメイン。Amazon での IAM の使用の詳細については SageMaker、「」を参照してくださいAmazonは
どうですか SageMaker IAM で動作する。
1.

Amazon を開く SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.
3.

に移動します[コントロールパネル]。
[Add user] (ユーザーを追加) を選択します。新しい [User Settings] (ユーザー設定) ページが開きま
す。

4.

[User profile] (ユーザープロファイル) で、ユーザーの名前を入力し、IAM ロールを選択し
ます。新しい IAM ロールを作成するか、既存のロールを使用できます。IAM ロールには
AmazonSageMakerFullAccess ポリシーがアタッチされています。

5.

[Next] (次へ) を選択します。

6.

[]SageMaker プロジェクトとジャンプスタート、Amazon を有効にするかどうかを選択します
SageMakerプロジェクトテンプレートと Amazon SageMaker JumpStart Studio ユーザー向け
[Next] (次へ) を選択します。
[RStudio Workbench] で、RStudio Workbench ライセンスが検出されていることを確認します。

7.
8.
9.

[License Authorization (ライセンス認証) で、次の認可のいずれかを使用してユーザーを作成するかど
うかを選択します。
• Unauthorized
• RStudio 管理者

• RStudio ユーザー
10. [Submit] (送信) を選択します。
IAM Identity Center を使用してユーザーを作成
以下の手順は、Amazon にユーザーを追加する方法を示しています SageMaker を使用して作成されたド
メインAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)。 詳細情報の内容AWS IAM Identity
Center (successor to AWS Single Sign-On)、「」を参照してくださいとはAWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On)。
1.
2.
3.
4.
5.

Amazon を開く SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。
に移動します[コントロールパネル]。
[Assign users and groups] (ユーザーとグループを割り当てる) を選択します。新しい [Assign users
and groups] (ユーザーとグループを割り当てる) ページが開きます。
リストからユーザーまたはグループを選択します。ユーザーおよびグループの追加の詳細について
は、「IDの管理AWSIAM Identity Center。
[Assign users and groups] (ユーザーとグループを割り当てる) を選択します。

ユーザー CLI を作成する
以下のコマンドは、Amazon にユーザーを追加する方法を示しています SageMaker IAM 認証を使用する
ドメイン。ユーザーは、R_STUDIO_USER または R_STUDIO_ADMIN のユーザーグループに属します。
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aws sagemaker create-user-profile --region <REGION> \
--domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER_PROFILE_NAME-ID> \
--user-settings RStudioServerProAppSettings={UserGroup=<USER-GROUP>}

以下のコマンドは、Amazon にユーザーを追加する方法を示しています SageMaker IAM アイデンティ
ティセンターを使用して認証されたドメイン。ユーザーは、R_STUDIO_USER または R_STUDIO_ADMIN
のユーザーグループに属します。
aws sagemaker create-user-profile --region <REGION> \
--domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER_PROFILE_NAME-ID> \
--user-settings RStudioServerProAppSettings={UserGroup=<USER-GROUP>} \
--single-sign-on-user-identifier UserName \
--single-sign-on-user-value <USER-NAME>

既存のユーザーを更新する
既存のユーザーの認可を更新することはできません。既存のユーザーを削除し、更新された認可で新しい
ユーザーを作成する必要があります。
別のユーザーとして RStudio にログインする
1.
2.
3.
4.

Amazon を開く SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。
に移動します[コントロールパネル]。
ユーザーのリストからユーザー名を選択します。ユーザープロファイルと実行中のアプリに関する詳
細が記載された新しいページが開きます。
[Launch App] (アプリを起動) を選択します。

5.

ドロップダウンから、[RStudio] を選択して RStudio インスタンスを起動します。

別のユーザーのセッションを終了する
1.
2.

実行中のアプリのリストから、削除するアプリケーションを特定します。
削除するアプリの [Delete app] (アプリを削除) ボタンをクリックします。

別のユーザーを削除する
ユーザーがアプリを実行している場合、ユーザーを削除することはできません。ユーザーを削除する前
に、すべてのアプリを削除してください。
1.
2.

[User Profile] (ユーザープロファイル) ページで、[Edit] (編集) を選択します。新しい [General settings]
(全般設定) ページが開きます。
[Delete user] (ユーザーを削除) で、[Delete user] (ユーザーを削除) を選択します。

RStudio の管理ダッシュボード
このトピックでは、RStudio 管理ダッシュボードにアクセスして使用する方法について説明しま
す。RStudio 管理ダッシュボードでは、管理者はユーザーと RSessions を管理し、RStudio サーバーイン
スタンスの使用率と Amazon に関する情報を表示できます。 CloudWatch ログ。

RStudio 管理ダッシュボードを起動する
R_STUDIO_ADMIN 認可により、ユーザーは RStudio 管理ダッシュボードにアクセスできま
す。R_STUDIO_ADMIN ユーザーは、手動で RStudio URL の workspaces を admin に置き換えること

185

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
RStudio on SageMaker

で、RStudio の管理ダッシュボードにアクセスできます。次に、URL を変更して RStudio 管理ダッシュ
ボードにアクセスする方法を示します。
例えば、次の RStudio URL:
https://<DOMAIN-ID>.studio.us-east-2.sagemaker.aws/rstudio/default/s/<SESSION-ID>/
workspaces

これを以下のように変換できます。
https://<DOMAIN-ID>.studio.us-east-2.sagemaker.aws/rstudio/default/s/<SESSION-ID>/admin

[Dashboard] (ダッシュボード) タブ
このタブには、RStudio Server インスタンスの使用率の概要と、アクティブな RSession の数に関する情
報が表示されます。

[Sessions] (セッション) タブ
このタブには、RSessions を起動したユーザー、RSessions の実行時間、リソース使用率など、アクティ
ブな RSessions に関する情報が表示されます。

[Users] (ユーザー) タブ
このタブには、直近の RSession が起動された時刻やリソース使用率など、ドメイン内の RStudio 認可
ユーザーに関する情報が表示されます。次の手順では、ユーザーの履歴リソース使用率に関する情報を取
得する方法を示します。
1.

ユーザーのリストから、情報を表示するユーザーを選択します。ユーザー固有の新しいページが開き
ます。

2.

ユーザーのリソース使用の履歴を表示するには、[Stats] (統計) タブを選択します。このタブに
は、CPU とメモリの使用の履歴、アクティブな Rsession の数に関する情報が表示されます。

3.

Amazon を表示するには CloudWatch ユーザーに固有のログ。ログタブ。

[Stats] (統計) タブ
このタブには、RStudio Server インスタンスの使用率の履歴に関する情報が表示されます。

[Logs] (ログ) タブ
このタブには Amazon が表示されます CloudWatch RStudio サーバーインスタンスのログ。Amazon
でのイベントのログ記録の詳細については CloudWatch ログ、「」を参照してくださいAmazon とは
CloudWatch ログ?。

RStudio をシャットダウンして再起動する
RStudio ワークベンチと関連する R をシャットダウンして再起動するにはStudioServerPro アプリで
は、まず既存のRSessionsをすべてシャットダウンする必要があります。R をシャットダウンできま
す。SessionGatewayRStudio内からのアプリ。R をシャットダウンできます。StudioServerPro を使用す
るアプリケーションAWS CLI。R の後にStudioServerPro アプリをシャットダウンしました。RStudio を再
度開く必要があります SageMaker コンソール。
保存されていないノートブック情報は、そのプロセスで失われます。Amazon EFS ボリューム内のユー
ザーデータには影響ありません。
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Note
RStudioでカスタムイメージを使用している場合は、docker イメージが使用しているRStudio
Workbenchのバージョンと互換性のあるRStudioバージョンを使用していることを確認してくださ
い SageMakerRを再起動したらStudioServerPro App。
次のトピックでは、R をシャットダウンする方法について説明します。SessionGateway
R.StudioServerPro アプリを起動して再起動します。

セッションを停止する
RStudio のすべてを中断するには、以下の手順を実行します。
1.

RStudio Launcher から、停止する RSession を特定します。

2.

セッションの [Suspend] (停止) を選択します。

3.

この計算をすべてのRStudio に対して繰り返します。

RSessions を削除する
以下の手順を実行して、すべての RStudio をシャットダウンします。
1.

RStudio Launcher から、削除する RSession を特定します。

2.

セッションの [Quit] (終了) を選択します。新しい [Quit Session] (セッションを終了) ウィンドウが開き
ます。

3.

[Quit Session] (セッションを終了) ウィンドウで、[Force Quit] (強制的に終了) を選択し、セッション
内のすべての子プロセスを終了します。

4.

[Quit Session] (セッションを終了) を選択して、セッションの削除を確認します。

5.

この計算をすべてのRStudio に対して繰り返します。

R を削除するStudioServerPro アプリ
から次のコマンドを実行します。AWS CLIRを削除して再起動するにはStudioServerProApp。
1.

R を削除するStudioServerPro 現在のドメインIDを使用して申請します。
aws sagemaker delete-app \
--domain-id <domainId> \
--user-profile-name domain-shared \
--app-type RStudioServerPro \
--app-name default

2.

R を再作成してくださいStudioServerPro アプリケーション。
aws sagemaker create-app \
--domain-id <domainId> \
--user-profile-name domain-shared \
--app-type RStudioServerPro \
--app-name default

請求情報とコストを管理する
RStudio 環境に関連するコストを追跡するには、AWS Billing and Cost Management サービスを使用でき
ます。AWS Billing and Cost Management には、コストと使用状況に関連する情報の収集、コスト要因と
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使用傾向の分析、支出の予算策定に役立つ便利なツールが用意されています。詳細については、「AWS
Billing and Cost Management とは」を参照してください。
以下では、RStudio on Amazon を実行するために必要なコンポーネントについて説明します。 SageMaker
各コンポーネントが RStudio インスタンスの課金にどのように考慮されるかを説明します。
• RStudio ライセンス-Amazon で RStudio ライセンスを使用した場合、追加料金は発生しません
SageMaker。RStudio ライセンスの詳細については、「RStudio ライセンス (p. 162)」を参照してくだ
さい。
• RSession - エンドユーザーが起動する RStudio のワーキングセッションです。RSession の実行中に課
金されます。
• RStudio Server - マルチテナントサーバーはすべての RSessions を管理します。RStudio Server を実行
するインスタンスタイプを選択し、関連するコストを支払うことができます。デフォルトのインスタン
ス「system」は無料ですが、上位階層の料金を支払うように選択できます。RStudio Server で使用可能
なインスタンスタイプの詳細については、「RStudioServerPro インスタンスタイプ (p. 164)」を参照
してください。
ユーザーレベルでの請求の追跡
コスト配分タグを使用してユーザーレベルで請求を追跡するには、「コスト配分タグを使用する」を参照
してください。

問題を診断してサポートを受ける
以下のセクションでは、RStudio on Amazon の問題を診断する方法について説明します。 SageMaker。
アマゾンで RStudio のサポートを受けるには SageMaker、アマゾンにお問い合わせください SageMaker
ののサポート。RStudio ライセンスの購入、またはライセンスシート数の変更に関するヘルプについて
は、sales@rstudio.com までお問い合わせください。

メトリクスとログを表示する
RStudio on Amazon を使用している間、ワークフローのパフォーマンスをモニタリングできます
SageMaker。RStudio 管理ダッシュボードまたは Amazon を使用して、データログとメトリクスに関する
情報を表示します CloudWatch。

RStudio の管理ダッシュボードから RStudio ログを表示する
メトリクスとログは、RStudio の管理ダッシュボードから直接表示できます。
1.

のにログインしますアマゾン SageMaker ドメイン。

2.

「RStudio の管理ダッシュボード (p. 185)」の手順に従って、RStudio 管理ダッシュボードに移動し
ます。

3.

[Logs] (ログ) タブを選択します。

RStudio on Amazon ログを表示する CloudWatch ログ
アマゾン CloudWatch の監視AWSのリソースとで実行されるアプリケーションAWSリアルタイムで。
アマゾンを使える CloudWatch リソースやアプリケーションの測定ができる変数であるメトリクスを収
集し、追跡します。RStudio アプリに Amazon のアクセス権限があることを確認するには CloudWatch
には、で説明されている権限を含める必要がありますAmazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)。Amazon の収集に必要なセットアップはありません CloudWatch ログ。
以下の手順は、Amazon の表示方法を示しています。 CloudWatch RSession のログ。
これらのログは、/aws/sagemaker/studioからのログストリームAWS CloudWatch コンソール。
1.

を開きます CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
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2.

左側から [Logs] (ログ) を選択します。ドロップダウンメニューで [Log groups] (ロググループ) を選
択します。

3.

[Log groups] (ロググループ) 画面で aws/sagemaker/studio を検索します。ロググループを選択
します。

4.

aws/sagemaker/studio Log group 画面で [Log streams] (ログストリーム) タブに移動します。

5.

ドメインのログを検索するには、次の形式を使用して Log streams を検索します。
<DomainId>/domain-shared/rstudioserverpro/default

RStudio on Amazon を使用する SageMaker
アマゾンでのRStudioサポート付き SageMaker、プロダクションワークフローを適切に配置し、
SageMaker 機能。以下のトピックでは、RStudio セッションを起動して主要なワークフローを完了する方
法を示します。RStudio on RStudio on SageMaker、「」を参照してくださいRStudio on Amazon を管理
する SageMaker (p. 162)。
Amazon を作成するためのオンボーディング手順の詳細については SageMaker RStudioが有効なドメイ
ン。を参照してくださいAmazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)。
詳細情報の内容AWSRStudio on RStudio on SageMaker はでサポートされています。を参照してくださ
いサポートされているリージョンおよびクォータ (p. 32)。
トピック
• RStudio でのコラボレーション (p. 189)
• ベース R イメージ (p. 189)
• RStudio Launcher を開いて RSessions を起動する (p. 189)
• RStudio Connect に発行する (p. 191)
• Amazon Amazon へのアクセス SageMaker RStudio on Amazon Amazon で R SageMaker (p. 191)

RStudio でのコラボレーション
RStudio プロジェクトを共有するため、RStudio を Git リポジトリに接続できます。この設定の詳細につい
ては、「Git と SVN のバージョン管理」を参照してください。
[Note:] (メモ:) RStudio on Amazon RStudio on Amazon を使用する場合、プロジェクト共有とリアルタイ
ムコラボレーションは現在サポートされていません SageMaker。

ベース R イメージ
RStudio インスタンスを起動すると、ベース R イメージがインスタンスのベースとして機能します。この
画像は拡張されていますr-session-completeDocker イメージ。
この Base R イメージには、次のものが含まれます。
• R v4.0 以上
• awscli、sagemaker、boto3 Python パッケージ
• R SDK 統合用の Reticulate パッケージ

RStudio Launcher を開いて RSessions を起動する
以下のトピックでは、RStudio Launcher を使用して RSession を起動する方法を示します。
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RStudio Launcher を開く
アマゾンから RStudio Launcherを開く SageMakerコンソール
1.

アマゾンを開く SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

に移動します[コントロールパネル]。

3.

ユーザーを作成したら、[Launch app] (アプリを起動) を選択します。

4.

[Studio] または [RStudio] を選択し、そのタイプの新しいアプリを起動します。

AWS CLI から RStudio Launcherを開く
AWS CLI を使用して RStudio Launcherを開く手順は、ユーザーの管理方法によって異なります。
IAM Identity Center
1.

を使用するAWSポータルにアクセスして Amazon を開く SageMaker ドメイン。

2.

次のように、URL パスを「/rstudio/default」に変更します。
#Studio URL
https://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/jupyter/default/lab
#modified URL
https://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/rstudio/default

IAM
AWS CLI から RStudio Launcher を IAM モードで開くには、以下の手順を完了します。
1.

次のコマンドを使用して、署名付き URL を作成します。
aws sagemaker create-presigned-domain-url --region <REGION> \
--domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER-PROFILE-NAME>

2.

Append&redirect=RStudioServerPro生成された URL に移動します。

3.

更新された URL に移動します。

セッションを起動する
RStudio Launcher を起動した後、新しい RSession を作成できます。
1.

[New Session] (新しいセッション) を選択します。

2.

セッション名を入力します。

3.

RSession を実行するインスタンスタイプを選択します。これのデフォルトは ml.t3.medium です。

4.

RSession がカーネルとして使用するイメージを選択します。

5.

[Start session ] (セッションの開始) を選択します。

6.

セッションを作成した後、名前を選択すると開始できます。

セッションを停止する
1.

RStudio Launcher から、停止する RSession を特定します。

2.

セッションの [Suspend] (停止) を選択します。
190

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
RStudio on Amazon を使用する SageMaker

RSessions を削除する
1.
2.

RStudio Launcher から、削除する RSession を特定します。
セッションの [Quit] (終了) を選択します。新しい [Quit Session] (セッションを終了) ウィンドウが開き
ます。

3.

[Quit Session] (セッションを終了) ウィンドウで、[Force Quit] (強制的に終了) を選択し、セッション
内のすべての子プロセスを終了します。

4.

[Quit Session] (セッションを終了) を選択して、セッションの削除を確認します。

RStudio Connect に発行する
RStudio Connect を使用すると、データサイエンティストは、RStudio on Amazon からインサイト、ダッ
シュボード、ウェブアプリケーションを発行できます SageMaker。詳細については、次を参照してくださ
い。機械学習向けに RStudio Connect と Package Manager をAmazonでホストする SageMaker。
RStudio Connect の詳細については、「RStudio Connect ユーザーガイド」を参照してください。

Amazon Amazon へのアクセス SageMaker RStudio on Amazon
Amazon で R SageMaker
RStudio on Amazon Amazon Amazon Amazon で R Studio on Amazon Amazon Amazon SageMaker アマ
ゾンの統合ですか SageMaker 機能。これには、Amazon との統合が含まれます SageMaker スタジオとレ
ティキュレート。
使用アイテム Amazon SageMaker スタジオ JupyterLab RStudio on Amazon SageMaker
Amazon SageMaker スタジオ JupyterLab RStudio インスタンスとは、同じ Amazon EFS ファイルシス
テムを共有します。つまり、を使用してインポートおよび作成したファイルは JupyterLab RStudio を使
用してアクセスでき、その逆も可能です。これにより、両方を使用して同じファイルを操作できます。
JupyterLab RStudio on 2 つの間でファイルを移動する必要はありません。ワークフローの詳細について
は、「」を参照してください。RStudio on Amazon Amazon での発表 SageMaker データサイエンティス
ト向けブログ。
使用アイテム Amazon SageMaker SDK on Reticulate
-網状にするパッケージは R インターフェイスとして使用されますアマゾン SageMaker Python
SDKAmazon に API コールを実行する SageMaker。reticulate パッケージは R と Python のオブジェク
ト、そして Amazon の間を翻訳します SageMaker は、Machine Learning (ML) モデルを大規模にトレーニ
ングおよびデプロイするためのサーバーレスデータサイエンス環境を提供します。Reticulate パッケージ
に関する一般的な情報については、「Python への R インターフェイス」を参照してください。
Reticulate パッケージのAmazon で Reticulate パッケージを使用する方法の概要 SageMaker、「」を参照
してくださいAmazon で R を使用する SageMaker。
以下の例は、特定のユースケースで Reticulate を使用する方法を示しています。
• Reticulate を使用してバッチ変換を実行して予測を行う方法を説明するノートブックについては、「」
を参照してください。AmazonでRを使ったBatch 変換 SageMaker。
• Reticulate を使用してハイパーパラメータの調整を行い、予測を生成する方法を説明するノート
ブックについては、「」を参照してください。Amazon で R を使用したハイパーパラメータ最適化
SageMaker。
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Amazon SageMaker ノートブックイ
ンスタンスを使用する
Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、Jupyter ノートブックアプリを実行する機械学習 (ML)
コンピューティングインスタンスです。SageMaker は、インスタンスおよび関連リソースの作成を管理し
ます。ノートブックインスタンスで Jupyter ノートブックを使用して、データの準備と処理、モデルのト
レーニング用コードの作成、SageMaker ホスティングへのモデルのデプロイ、モデルのテストまたは検証
を行います。
SageMaker には完全なコードのチュートリアルを含むサンプルノートブックも用意されています。これら
のチュートリアルでは、SageMaker を使って一般的な機械学習タスクを実行する方法を示します。詳細に
ついては、「サンプルノートブック (p. 208)」を参照してください。
この動画では、SageMaker ノートブックインスタンスの設定および使用方法について説明します (所要時
間: 26:04)。
この動画では、SageMaker ノートブックインスタンスの使用方法をより詳しく説明します (所要時間:
16:44)。
トピック
• Amazon Linux 2 ノートブックインスタンスと Amazon Linux ノートブックインスタンス (p. 192)
• JupyterLab バージョニング (p. 195)
• ノートブックインスタンスの作成 (p. 197)
• ノートブックインスタンスへのアクセス (p. 199)
• ノートブックインスタンスを更新する (p. 200)
• ライフサイクル設定スクリプトを使用したノートブックインスタンスをカスタマイズしま
す。 (p. 201)
• サンプルノートブック (p. 208)
• ノートブックカーネルの設定 (p. 210)
• Git リポジトリを SageMaker のノートブックインスタンスに関連付ける (p. 211)
• ノートブックインスタンスのメタデータ (p. 219)
• Amazon CloudWatch Logs で Jupyter ログをモニタリングする (p. 219)

Amazon Linux 2 ノートブックインスタンスと
Amazon Linux ノートブックインスタンス
現在、Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、Amazon Linux 2 (AL2) と Amazon Linux (AL1)
のオペレーティングシステムをサポートしています。ノートブックインスタンスのベースとなるオペレー
ティングシステムは、ノートブックインスタンスを作成する際に選択できます。2021 年 8 月 18 日より前
に作成されたノートブックインスタンスは、自動的に AL1 で実行されます。AL1 をベースにしたノート
ブックインスタンスは、2022 年 4 年 18 日からメンテナンスフェーズに入ります。AL1 を置き換えるため
に、AL2 を使用して Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを作成するオプションが追加されま
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した。AL1 メンテナンスフェーズは Python 2 と Chainer が非推奨になる時期とも重なっています。AL2
をベースにしたノートブックには、Python 2 と Chainer のマネージドカーネルがありません。

AL1 メンテナンスフェーズプラン
次の表は、AL1 が拡張メンテナンスフェーズに入る際のタイムラインの概要です。
日付

説明

2020 年 8 月 18 日

AL2 をベースにしたノートブックインスタンス
がリリースされます。新しくリリースされるノー
トブックインスタンスのデフォルトは、引き続き
AL1 になります。AL1 はセキュリティパッチや
アップデートのサポート対象ですが、新機能は追
加されません。新しいノートブックインスタンス
を起動する際に、2 つのオペレーティングシステ
ムから選択できます。

2020 年 4 月 20 日

AL1 がセキュリティパッチやアップデートのサ
ポート対象外になります。ノートブックインスタ
ンスのデフォルトが AL2 になります。AL1 でイン
スタンスを起動することは可能ですが、サポート
されていないオペレーティングシステムの使用に
関連するリスクを負うことになります。

使用可能なカーネル
notebook-al1-v1: 次のカーネルは、Amazon Linux プラットフォームをベースにしたノートブックイン
スタンスで使用できます。これらのノートブックインスタンスは JupyterLab バージョン 1 をサポートし
ています。JupyterLab のバージョンの詳細に関しては、「JupyterLab バージョニング (p. 195)」を参照
してください。
カーネル名
R
Sparkmagic (PySpark)
Sparkmagic (Spark)
Sparkmagic (SparkR)
conda_amazonei_mxnet_p27
conda_amazonei_mxnet_p36
conda_amazonei_pytorch_latest_p36
conda_amazonei_tensorflow2_p27
conda_amazonei_tensorflow2_p36
conda_amazonei_tensorflow_p27
conda_amazonei_tensorflow_p36
conda_chainer_p27
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カーネル名
conda_chainer_p36
conda_mxnet_latest_p37
conda_mxnet_p27
conda_mxnet_p36
conda_python2
conda_python3
conda_pytorch_latest_p36
conda_pytorch_p27
conda_pytorch_p36
conda_tensorflow2_p36
conda_tensorflow_p27
conda_tensorflow_p36
notebook-al2-v1: 次のカーネルは、Amazon Linux 2 プラットフォームをベースにしたノートブックイ
ンスタンスで使用できます。これらのノートブックインスタンスは JupyterLab バージョン 1 をサポート
しています。JupyterLab のバージョンの詳細に関しては、「JupyterLab バージョニング (p. 195)」を参
照してください。
カーネル名
R
Sparkmagic (PySpark)
Sparkmagic (Spark)
Sparkmagic (SparkR)
conda_amazonei_mxnet_p36
conda_amazonei_pytorch_latest_p37
conda_amazonei_tensorflow2_p36
conda_mxnet_p37
conda_python3
conda_pytorch_p38
conda_tensorflow2_p38
notebook-al2-v2: 次のカーネルは、Amazon Linux 2 プラットフォームをベースにしたノートブックイ
ンスタンスで使用できます。これらのノートブックインスタンスは JupyterLab バージョン 3 をサポート
しています。JupyterLab のバージョンの詳細については、「JupyterLab バージョニング (p. 195)」を参
照してください。
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カーネル名
R
Sparkmagic (PySpark)
Sparkmagic (Spark)
Sparkmagic (SparkR)
conda_amazonei_pytorch_latest_p37
conda_mxnet_p37
conda_python3
conda_pytorch_p38
conda_tensorflow2_p38

Amazon Linux 2 に移行する
既存のノートブックインスタンスが自動的に Amazon Linux 2 に移行されることはありません。ノート
ブックインスタンスを Amazon Linux 2 にアップグレードするには、新しいノートブックインスタンスを
作成してコードと環境をレプリケートし、古いノートブックインスタンスを削除する必要があります。詳
細については、「Amazon Linux 2 への移行に関するブログ」を参照してください。

JupyterLab バージョニング
Amazon SageMaker ノートブックインスタンスインターフェイスは、JupyterLab に基づいていま
す。JupyterLab は、ノートブック、コード、データ用のウェブベースのインタラクティブな開発環境で
す。ノートブックは、JupyterLab 1 または JupyterLab 3 の使用をサポートするようになりました。単一
のノートブックインスタンスは、JupyterLab の 1 つのインスタンス (最大) を実行できます。JupyterLab
バージョンの異なる複数のノートブックインスタンスを使用できます。
適切なプラットフォーム識別子を選択することで、希望する JupyterLab バージョンを実行するようにノー
トブックを設定できます。ノートブックインスタンスを作成するには、AWS CLI または SageMaker コン
ソールのいずれかを使用します。プラットフォーム ID の詳細については、「Amazon Linux 2 ノートブッ
クインスタンスと Amazon Linux ノートブックインスタンスの比較」を参照してください。。プラット
フォーム識別子を明示的に設定しない場合、ノートブックインスタンスはデフォルトで JupyterLab 1 を実
行します。
トピック
• JupyterLab 3 (p. 195)
• JupyterLab バージョンでノートブックを作成する (p. 196)
• コンソールからノートブックの JupyterLab バージョンを表示する (p. 196)

JupyterLab 3
JupyterLab 3 のサポートは、Amazon Linux 2 オペレーティングシステムプラットフォームでのみ利用でき
ます。JupyterLab 3 には、JupyterLab 1 では利用できない以下の機能が含まれています。これらの機能の
詳細については、「JupyterLab 3.0 is released!」を参照してください。
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• 以下のカーネルを使用する場合のビジュアルデバッガ:
• conda_pytorch_p38
• conda_tensorflow2_p38
• conda_amazonei_pytorch_latest_p37
• ファイルブラウザのフィルター
• 目次 (TOC)
• 多言語サポート
• シンプルモード
• シングルインターフェイスモード
• 更新されたレンダリングによる SVG ファイルのライブ編集
• ノートブックセルタグのユーザーインターフェイス

JupyterLab 3 の重要な変更点
JupyterLab 3 を使用する際の重要な変更点については、以下の JupyterLab の変更ログを参照してくださ
い。
• v2.0.0
• v3.0.0
パッケージバージョンの変更点
JupyterLab 3 では、パッケージバージョンが JupyterLab 1 から以下のように変更されています。
• JupyterLab が 1.x から 3.x にアップグレードされました。
• Jupyter ノートブックが 5.x から 6.x にアップグレードされました。
• jupyterlab-git がバージョン 0.37.1 に更新されました。
• nbserverproxy 0.x (0.3.2) が jupyter-server-proxy 3.x (3.2.1) に置き換えられました。

JupyterLab バージョンでノートブックを作成する
ノートブックインスタンスの作成 (p. 197) の手順に従って、コンソールからノートブックインスタンス
を作成するときに JupyterLab バージョンを選択できます。
JupyterLab バージョンを選択するには、次に示すように、AWS CLI を使用してノートブックインスタンス
を作成するときに platform-identifier パラメータを渡すこともできます。
create-notebook-instance --notebook-instance-name <NEW_NOTEBOOK_NAME> \
--instance-type <INSTANCE_TYPE> \
--role-arn <YOUR_ROLE_ARN> \
--platform-identifier <PLATFORM_TO_USE>

コンソールからノートブックの JupyterLab バージョ
ンを表示する
次の手順を使用して、ノートブックの JupyterLab バージョンを表示できます。
1.

Amazon SageMaker コンソール (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/) を開きます。

2.

[Notebook instances] (ノートブックインスタンス) ページに移動します。
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3.

ノートブックインスタンスのリストから、ノートブックインスタンス名を選択します。

4.

[Notebook instance settings] (ノートブックインスタンスの設定) ページで、[Platform Identifier] (プ
ラットフォーム識別子) を参照して ノートブックの JupyterLab バージョンを確認します。

ノートブックインスタンスの作成
Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、Jupyter ノートブックアプリを実行する ML コン
ピューティングインスタンスです。SageMaker は、インスタンスおよび関連リソースの作成を管理しま
す。ノートブックインスタンスで Jupyter ノートブックを使用して、データの準備と処理、モデルのト
レーニング用コードの作成、SageMaker ホスティングへのモデルのデプロイ、モデルのテストまたは検証
を行います。
ノートブックインスタンスを作成するには、SageMaker コンソールか
CreateNotebookInstance API のいずれかを使用します。
選択するノートブックインスタンスタイプは、ノートブックインスタンスの使用方法によって異なりま
す。ノートブックインスタンスがメモリ、CPU、または IO にバインドされていないことを確認してくだ
さい。調査や前処理のためにデータセットをノートブックインスタンスのメモリ内にロードする場合は、
データセット用の十分な RAM メモリがあるインスタンスタイプを選択することをお勧めします。これに
は、少なくとも 16 GB のメモリ (.xlarge 以上) を持つインスタンスが必要です。コンピューティング負荷
の高い前処理にノートブックを使用する場合は、c4 や c5 などのコンピューティング最適化インスタンス
を選択することをお勧めします。
SageMaker ノートブックを使う場合のベストプラクティスとしては、ノートブックインスタンスを使っ
て AWS の他のサービスをオーケストレートします。例えば、ノートブックインスタンスを使って、ETL
(抽出、変換、ロード) サービスのために AWS Glue を呼び出したり、Hadoop を使ってマッピングやデー
タ削減を行うために Amazon EMR を呼び出したりすることで、大規模なデータセット処理を管理できま
す。AWS のサービスは、データの一時的な計算形式やストレージ形式として使用できます。
Amazon S3 バケットを使用して、トレーニングデータやテストデータを保存および取得できます。次
に、SageMaker を使ってモデルのトレーニングや構築を行うことができます。そのため、ノートブックの
インスタンスタイプは、モデルのトレーニングやテストの速度にまったく影響しません。
リクエストを受け取ると、SageMaker は次の処理を行います。
• ネットワークインターフェイスを作成する - オプションの VPC 設定を選択した場合、VPC にネット
ワークインターフェイスが作成されます。リクエストで指定したサブネット ID を使って、サブネットを
作成するアベイラビリティーゾーンを決定します。SageMaker は、リクエストに指定したセキュリティ
グループをサブネットに関連付けます。詳細については、「VPC 内のノートブックインスタンスを外部
リソースに接続する (p. 3401)」を参照してください。
• ML コンピューティングインスタンスを起動する - SageMaker は SageMaker VPC で ML コンピュー
ティングインスタンスを起動します。ノートブックインスタンスの管理を可能にする設定タスクが実行
され、VPC を指定した場合、VPC とノートブックインスタンス間のトラフィックが有効になります。
• 一般的な深層学習プラットフォーム用の Anaconda パッケージとライブラリをインストールする - イ
ンストーラに含まれているすべての Anaconda パッケージをインストールします。詳細については、
「Anaconda パッケージリスト」を参照してください。SageMaker はさらに、TensorFlow および
Apache MXNet 深層学習ライブラリをインストールします。
• ML ストレージボリュームをアタッチする - SageMaker は ML ストレージボリュームを ML コンピュー
ティングインスタンスにアタッチします。ボリュームを作業領域として使用して、トレーニングデー
タセットをクリーンアップしたり、検証やテスト、またはその他のデータを一時的に保存したりできま
す。ボリュームのサイズを 5 GB から 16384 GB の間で、1 GB 単位で選択します。デフォルトは 5 GB
です。ML ストレージボリュームは暗号化されているため、SageMaker でボリューム上の使用可能な空
き容量を判断できません。これにより、ボリュームのサイズを増やすことができますが、ノートブック
インスタンスを更新するときに、ボリュームのサイズを小さくすることはできません。使用中の ML ス
トレージボリュームのサイズを小さくする場合は、目的のサイズで新しいノートブックインスタンスを
作成します。
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ノートブックインスタンスセッション間では、/home/ec2-user/SageMaker フォルダ内に保存され
たファイルとデータのみが保持されます。このディレクトリ外に保存されたファイルとデータは、ノー
トブックインスタンスが停止して再起動すると上書きされます。各ノートブックインスタンスの /tmp
ディレクトリは、インスタンスストアに最低 10 GB のストレージを提供します。インスタンスストア
は、永続的ではない一時的なブロックレベルのストレージです。インスタンスが停止または再起動され
ると、SageMaker はディレクトリの内容を削除します。この一時的なストレージは、ノートブックイン
スタンスのルートボリュームの一部です。
• Jupyter ノートブックのサンプルをコピーする - これらの Python のコード例は、さまざまなアルゴリズ
ムとトレーニングデータセットを使ったモデルトレーニングとホスティングの例を示しています。

SageMaker ノートブックインスタンスを作成するには:
1.

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ で SageMaker コンソールを開きます。

2.

[ノートブックインスタンス] を選択して、[ノートブックインスタンスの作成] を選択します。

3.

[ノートブックインスタンスの作成] ページで、次の情報を入力します。
a.

[ノートブックインスタンス名] に、ノートブックインスタンスの名前を入力します。

b.

[Notebook instance type] (ノートブックインスタンスタイプ) で、ユースケースに適したインスタ
ンスサイズを選択します。サポートされているインスタンスタイプとクォータのリストについて
は、「Amazon SageMaker Service Quotas」を参照してください。

c.

[Elastic Inference] で、ノートブックインスタンスから推論を実行する場合は、ノートブックイ
ンスタンスに関連付ける推論アクセラレータの種類を選択するか、[none] を選択します。Elastic
Inference については、使用アイテム SageMaker Elastic Inference (EI) (p. 2889) を参照してくだ
さい。

d.

[Platform Identifier] (プラットフォーム識別子) で、ノートブックインスタンスを作成するプラッ
トフォームタイプを選択します。このプラットフォームタイプによって、ノートブックインス
タンスの作成に使用するオペレーティングシステムと JupyterLab バージョンが決まります。プ
ラットフォーム識別子タイプの詳細については、「Amazon Linux 2 ノートブックインスタンスと
Amazon Linux ノートブックインスタンス (p. 192)」を参照してください。JupyterLab のバー
ジョンの詳細については、「JupyterLab バージョニング (p. 195)」を参照してください。

e.

(オプション) 上級ユーザーの場合、[追加設定] を使用して、インスタンスの作成または起動時に
実行できるシェルスクリプトを作成できます。このスクリプトはライフサイクル設定スクリプト
と呼ばれ、ノートブックの環境を設定したり、その他の関数を実行したりするために使用できま
す。詳細については、ライフサイクル設定スクリプトを使用したノートブックインスタンスをカ
スタマイズします。 (p. 201) を参照してください。

f.

(オプション) [追加設定] では、ノートブックインスタンスにアタッチされている ML ストレージ
ボリュームのサイズを GB 単位で指定することもできます。5 GB ～ 16,384 GB のサイズを 1 GB
単位で選択できます。ボリュームを使用してトレーニングデータセットをクリーンアップした
り、検証や他のデータを一時的に保存できます。

g.

(オプション) [Minimum IMDS Version] (最小 IMDS バージョン) で、ドロップダウンリストから
バージョンを選択します。この値を v1 に設定すると、両方のバージョンをノートブックインス
タンスで使用できます。v2 を選択すると、IMDSv2 のみをノートブックインスタンスで使用でき
ます。IMDSv2 の詳細については、「IMDSv2 の使用」を参照してください。

h.

[IAM role] (IAM ロール) で、SageMaker リソースにアクセスするために必要なアクセス許可を持
つアカウント内の既存の IAM ロールを選択するか、または [Create a new role] (新しいロールの
作成) を選択します。[Create a new role] (新しいロールの作成) を選択すると、SageMaker では
AmazonSageMaker-ExecutionRole-YYYYMMDDTHHmmSS という名前の IAM ロールが作成され
ます。AWS 管理ポリシー AmazonSageMakerFullAccess がロールにアタッチされます。ロー
ルは、ノートブックインスタンスが SageMaker および Amazon S3 を呼び出すことを許可するア
クセス許可を提供します。

i.

[Root access (ルートアクセス)] で、すべてのノートブックインスタンスユーザーに対してルート
アクセスを有効にするには、[Enabled (有効化)] を選択します。ユーザーのルートアクセスを無効
にするには、[Disable (無効化)] を選択します。ルートアクセスを有効にすると、ノートブックイ
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ンスタンスのすべてのユーザーに管理者権限が付与され、そのインスタンス上のすべてのファイ
ルにアクセスして編集できるようになります。
j.

(オプション) 暗号化キーを使用すると、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用
して、ノートブックインスタンスにアタッチされた ML ストレージボリューム上のデータを暗号
化できます。機密情報を ML ストレージボリュームに保存する場合は、情報を暗号化することを
検討してください。

k.

(オプション) [ネットワーク] を使用すると、ノートブックインスタンスを Virtual Private Cloud
(VPC) 内に配置できます。VPC はセキュリティを強化し、VPC 内のリソースへの VPC 外のソー
スからのアクセスを制限します。VPC の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」を参
照してください。
ノートブックインスタンスを VPC に追加するには:

l.

i.

[VPC] と [SubnetId] を選択します。

ii.

[セキュリティグループ] で、VPC のデフォルトのセキュリティグループを選択します。

iii.

ノートブックインスタンスにインターネットアクセスが必要な場合は、直接インターネッ
トアクセスを有効にします。[直接インターネットアクセス] で [有効化] を選択します。イ
ンターネットアクセスにより、ノートブックインスタンスの安全性が低下する可能性があ
ります。詳細については、「VPC 内のノートブックインスタンスを外部リソースに接続す
る (p. 3401)」を参照してください。

(オプション) git リポジトリをノートブックインスタンスに関連付けるには、デフォルトのリ
ポジトリと最大 3 つの追加リポジトリを選択します。詳細については、「Git リポジトリを
SageMaker のノートブックインスタンスに関連付ける (p. 211)」を参照してください。

m. [Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。
数分で、Amazon SageMaker で ML コンピューティングインスタンス (この場合ノートブックイ
ンスタンス) が起動し、ML ストレージボリュームがアタッチされます。ノートブックインスタ
ンスには、事前設定された Jupyter ノートブックサーバと一連の Anaconda ライブラリがありま
す。詳細については、「CreateNotebookInstance API」を参照してください。
4.

コンソールでノートブックインスタンスのステータスが InService の場合、ノートブックインスタ
ンスを使用する準備ができています。ノートブック名の横にある [Open Jupyter (Jupyter を開く)] を選
択して、クラシック Jupyter ダッシュボードを開きます。
[Open JupyterLab (JupyterLab を開く)] を選択すると、JupyterLab ダッシュボードが開きます。ダッ
シュボードは、ノートブックインスタンスと、完全なコードチュートリアルを含む SageMaker サ
ンプルノートブックへのアクセスを提供します。これらのチュートリアルでは、SageMaker を使っ
て一般的な機械学習タスクを実行する方法を示します。詳細については、「サンプルノートブッ
ク (p. 208)」を参照してください。詳細については、「SageMaker ノートブックインスタンスへの
ルートアクセスを制御する (p. 3259)」を参照してください。
Jupyter ノートブックの詳細については、Jupyter ノートブックを参照してください。

ノートブックインスタンスへのアクセス
Amazon SageMaker ノートブックインスタンスにアクセスするには、次のいずれかのオプションを選択し
ます。
• コンソールを使用します。
[ノートブックインスタンス] を選択します。コンソールには、アカウント内のノートブックインスタン
スの一覧が表示されます。標準の Jupyter インターフェイスでノートブックインスタンスを開くには、
そのインスタンスに対して [Open Jupyter] を選択します。JupyterLab インターフェイスでノートブック
インスタンスを開くには、そのインスタンスに対して [Open JupyterLab] を選択します。
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コンソールは、サインイン認証情報を使用して、
CreatePresignedNotebookInstanceUrl API リクエストを SageMaker に送信しま
す。SageMaker はノートブックインスタンスの URL を返し、コンソールは別のブラウザタブでその
URL を開き、Jupyter ノートブックダッシュボードを表示します。

Note
CreatePresignedNotebookInstanceUrl への呼び出しから取得する URL は 5 分間のみ有
効です。その 5 分間が経過した後に URL を使用しようとすると、AWS Management Console
のサインインページにリダイレクトされます。
• API を使用します。
Notebook インスタンスの URL を取得するには、CreatePresignedNotebookInstanceUrl API を
呼び出して、Notebook インスタンスを開くために API が返す URL を使用します。
Jupyter ノートブックダッシュボードを使用して、ノートブックの作成と管理、およびコードの記述を行い
ます。Jupyter ノートブックの詳細については、「http://jupyter.org/documentation.html」を参照してくだ
さい。

ノートブックインスタンスを更新する
ノートブックインスタンスを作成したら、SageMaker コンソールと UpdateNotebookInstance API オ
ペレーションを使用してインスタンスを更新できます。
InService のノートブックインスタンスのタグを更新できます。ノートブックインスタンスの他の属性
を更新するには、そのステータスが Stopped になっている必要があります。

SageMaker コンソールでノートブックインスタンスを更新するには:
1.

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ で SageMaker コンソールを開きます。

2.
3.

[ノートブックインスタンス] を選択します。
リストからノートブックインスタンスの [Name] (名前) を選択して、更新するノートブックインスタ
ンスを選択します。

4.

ノートブックの [Status] (ステータス) が Stopped になっていない場合は、[Stop] (停止) ボタンを選択
して、ノートブックインスタンスを停止します。

5.
6.

この操作を行うと、ノートブックインスタンスのステータスが Stopping に変わります。ステータス
が Stopped に変わるのを待ってから、次の手順を実行します。
[Edit] (編集) ボタンを選択して、[Edit notebook instance] (ノートブックインスタンスの編集) ページ
を開きます。更新できるノートブックのプロパティについては、「ノートブックインスタンスの作
成 (p. 197)」を参照してください。
ノートブックインスタンスを更新し、更新が終わったらページ最下部の [Update notebook instance]
(ノートブックインスタンスの更新) ボタンを選択して、ノートブックインスタンスページに戻りま
す。ノートブックインスタンスのステータスが [Updating] (更新中) に変わります。
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ノートブックインスタンスの更新が完了すると、ステータスが Stopped に変わります。

ライフサイクル設定スクリプトを使用したノート
ブックインスタンスをカスタマイズします。
ノートブックインスタンスにパッケージまたはサンプルノートブックをインストールするには、ネット
ワーキングおよびセキュリティーを構成するか、シェルスクリプトを使用してカスタマイズして、ライフ
サイクル設定を使用します。ノートブックインスタンスの作成時または起動時にのみ実行されるシェルス
クリプトは、ライフサイクル設定で提供されます。ノートブックインスタンスを作成する場合、新しいラ
イフサイクル設定して既存のものを使用するか、適用するスクリプトを作成することができます。
また、ライフサイクル設定スクリプトを使用して、ノートブックから AWS のサービスにアクセスするこ
ともできます。例えば、Amazon EMR インスタンスなどの他の AWS リソースをノートブックを使用して
制御できるスクリプトを作成できます。
https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-notebook-instance-lifecycle-configuration-samples
で、ノートブックインスタンスのカスタマイズに関する一般的なユースケースに対応するノートブックイ
ンスタンスライフサイクル設定のパブリックレポジトリを管理しています。

Note
各スクリプトは 16384 文字に制限されています。
両方のスクリプトで使用できる $PATH 環境変数の値は /usr/local/sbin:/usr/local/
bin:/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin です。$PWD 環境変数の値である作業ディレクトリ
は、/ です。
ログストリーム [notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook] の、ロググループ
/aws/sagemaker/NotebookInstances の、ノートブックインスタンスのライフサイクル設定
の CloudWatch ログの表示。
スクリプトは 5 分以上実行できません。スクリプトが 5 分以上実行されると、スクリプトは失敗
し、ノートブックインスタンスは作成または開始されません。スクリプトの実行時間を短縮でき
るように、次のことを試してください。
• 必要なステップを削減します。たとえば、大きなパッケージをインストールする Conda 環境を
制限します。
• 並列プロセスでタスクを実行します。
• スクリプトで nohup コマンドを使用します。
SageMaker コンソールで [Lifecycle configuration] (ライフサイクル設定) を選択すると、以前に作成した
ノートブックインスタンスのライフサイクル設定のリストが表示されます。これらのノートブックインス
タンスのライフサイクル設定は、新しいノートブックインスタンスを作成するときに利用できます。

ライフサイクル設定を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ で SageMaker コンソールを開きます。

2.

SageMaker ダッシュボードの下の左側で、ライフサイクル設定を選択します。

3.

[Lifecycle configurations] (ライフサイクル設定) ページで、[Create configuration] (設定の作成) を選択
します。

4.

[Name (名前)] には、英数字と「-」を使用して名前を入力します。ただし、スペースは使用できませ
ん。ラベルに使用できるのは最大 63 文字です。

5.

(オプション) ノートブックを作成するときと起動するたびに実行されるスクリプトを作成するには、
[ノートブックの開始] を選択します。

6.

[ノートブックの開始] エディタに、スクリプトを入力します。
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7.

(オプション) ノートブックを作成する際に一度のみ実行されるスクリプトを作成するには、[ノート
ブックの作成] を選択します。

8.

[ノートブックの作成] エディタに、ネットワーク設定スクリプトを入力します。

9.

[Create configuration] (設定を作成) をクリックします。

ライフサイクル設定のベストプラクティス
以下は、ライフサイクル設定の使用に関するベストプラクティスです。

Important
ライフサイクル設定スクリプトに機密情報を保存することはお勧めしません。
• ライフサイクル設定は、root ユーザーとして実行されます。スクリプトが /home/ec2-user/
SageMaker ディレクトリ内で何らかの変更を行う場合 (たとえば、pip を使用してパッケージをイン
ストールする場合) は、ec2-user ユーザーとして sudo -u ec2-user コマンドを実行します。これ
は、Amazon SageMaker の実行ユーザーと同じユーザーです。
• SageMaker ノートブックインスタンスは、conda 環境を使って、Jupyter ノートブック用に異なるカー
ネルを実装します。1 つ以上のノートブックカーネルで使用可能なパッケージをインストールするに
は、インストールするパッケージのカーネルを含む conda 環境をアクティブにする conda 環境コマン
ドで、パッケージをインストールするためのコマンドを囲みます。
たとえば、python3 環境にのみパッケージをインストールする場合は、次のコードを使用します。
#!/bin/bash
sudo -u ec2-user -i <<'EOF'
# This will affect only the Jupyter kernel called "conda_python3".
source activate python3
# Replace myPackage with the name of the package you want to install.
pip install myPackage
# You can also perform "conda install" here as well.
source deactivate
EOF

ノートブックインスタンス内のすべての conda 環境にパッケージをインストールする場合は、次のコー
ドを使用します。
#!/bin/bash
sudo -u ec2-user -i <<'EOF'
# Note that "base" is special environment name, include it there as well.
for env in base /home/ec2-user/anaconda3/envs/*; do
source /home/ec2-user/anaconda3/bin/activate $(basename "$env")
# Installing packages in the Jupyter system environment can affect stability of your
SageMaker
# Notebook Instance. You can remove this check if you'd like to install Jupyter
extensions, etc.
if [ $env = 'JupyterSystemEnv' ]; then
continue
fi
# Replace myPackage with the name of the package you want to install.
pip install --upgrade --quiet myPackage
# You can also perform "conda install" here as well.
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source /home/ec2-user/anaconda3/bin/deactivate

done
EOF

• すべての conda 環境は、デフォルトの環境フォルダ (/home/user/anaconda3/envs) に保存する必要があ
ります。

Important
スクリプトを作成または変更するときは、ノートブックの作成時にコンソールで使用できるテキ
ストエディタなど、Unix スタイルの改行を提供するテキストエディタを使用することをお勧めし
ます。Linux 以外のオペレーティングシステムからテキストをコピーすると、互換性のない改行が
含まれ、予期しないエラーが発生する可能性があります。

ノートブックインスタンスに外部ライブラリとカーネ
ルをインストールする
Amazon SageMaker ノートブックインスタンスには、複数の環境が既にインストールされています。こ
れらの環境には、Jupyter カーネルと scikit、Pandas、NumPy、TensorFlow、MXNet などの Python パッ
ケージが含まれます。これらの環境と、sample-notebooks フォルダ内のすべてのファイルは、ノート
ブックインスタンスを停止して起動すると更新されます。選択したパッケージとカーネルを含む独自の環
境をインストールすることもできます。
Amazon SageMaker ノートブックインスタンス内の異なる Jupyter カーネルは別々の conda 環境で
す。conda 環境については、Conda のドキュメントの 「環境を管理する」を参照してください。https://
conda.io/docs/user-guide/tasks/manage-environments.html
ノートブックインスタンスの Amazon EBS ボリュームにカスタム環境とカーネルをインストールします。
これにより、ノートブックインスタンスを停止して再起動した場合でもそれらが維持され、インストール
した外部ライブラリが SageMaker によって更新されないようになります。そのためには、ノートブック
インスタンスの作成時に実行されるスクリプト (on-create)) とノートブックインスタンスを再起動する
たびに実行されるスクリプト (on-start) の両方を含むライフサイクル設定を使用します。ノートブック
インスタンスのライフサイクル設定の使用方法については、「ライフサイクル設定スクリプトを使用した
ノートブックインスタンスをカスタマイズします。 (p. 201)」を参照してください。サンプルのライフサ
イクル設定スクリプトが含まれる GitHub リポジトリは、「SageMaker ノートブックインスタンスのライ
フサイクル設定サンプル」にあります。
https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-notebook-instance-lifecycle-config-samples/blob/
master/scripts/persistent-conda-ebs/on-create.sh と https://github.com/aws-samples/amazon-sagemakernotebook-instance-lifecycle-config-samples/blob/master/scripts/persistent-conda-ebs/on-start.sh のサン
プルは、ノートブックインスタンスに環境とカーネルをインストールするためのベストプラクティスで
す。on-create スクリプトによって、Jupyter カーネルとしてカスタム環境を作成する ipykernel ライ
ブラリがインストールされ、pip install と conda install を使用してライブラリがインストールさ
れます。スクリプトを調整すれば、必要なカスタム環境を作成してライブラリをインストールできます。
ノートブックインスタンスを停止して再起動しても、SageMaker ではこれらのライブラリが更新されな
いため、必要な特定のバージョンのライブラリをカスタム環境に確実に設定できます。on-start スクリ
プトでは Jupyter カーネルとして作成したカスタム環境がインストールされ、Jupyter の [New] (新規) メ
ニューのドロップダウンリストに環境が表示されます。

パッケージインストールツール
SageMaker ノートブックでは、次のパッケージインストールツールをサポートしています。
• conda install
• pip install
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パッケージは、次の方法を使用してインストールできます。
• ライフサイクル設定スクリプト。
スクリプトのサンプルについては、「SageMaker ノートブックインスタンスのライフサイクル設定サン
プル」を参照してください。ライフサイクル設定の詳細については、「ライフサイクル設定スクリプト
を使用してノートブックインスタンスをカスタマイズする」を参照してください。
• ノートブック - 次のコマンドがサポートされています。
• %conda install
• %pip install
• Jupyter ターミナル - pip と conda を使用してパッケージを直接インストールできます。
ノートブック内からシステムコマンド構文 (! で始まる行) を使用して、パッケージをインストールできま
す (例: !pip install と !conda install)。最近、新しいコマンドが IPython に追加されました (%pip
と %conda)。使用されているアクティブ環境やインタプリタが正しく考慮されるため、ノートブックから
パッケージをインストールする際には、これらのコマンドを使用することをお勧めします。詳細について
は、「%pip and %conda マジック関数を追加する」を参照してください。

Conda
Conda は、オープンソースのパッケージ管理システムおよび環境管理システムであり、パッケージとその
依存関係をインストールできます。SageMaker は、デフォルトチャネルと conda-forge チャネルの 2 つの
メインチャネルでの Conda の使用をサポートしています。詳細については、「Conda チャネル」を参照
してください。conda-forge チャネルは、コントリビューターがパッケージをアップロードできるコミュ
ニティチャネルです。

Note
Conda による依存関係グラフの解決方法が原因となり、conda-forge からのパッケージのインス
トールに非常に長い時間がかかることがあります (最もかかる場合は 10 分以上)。
深層学習 AMI には、多くの conda 環境とパッケージがプリインストールされています。プリインストー
ルされているパッケージの数が多いため、互換性が保証されているパッケージのセットを見つけることは
困難です。「The environment is inconsistent, please check the package plan carefully」(環境が矛盾して
います。パッケージプランをよく確認してください) という警告が表示されることがあります。この警告
にもかかわらず、SageMaker は SageMaker が提供するすべての環境が正しいと考えます。SageMaker で
は、ユーザーがインストールしたパッケージが正しく機能することを保証できません。
Conda では、conda activate/deactivate と source activate/deactivate の 2 つの方法を使用して、環境を有
効化できます。詳細については、「Linuxで conda activate を使いますか、source activate を使いますか」
を参照してください。
SageMaker では、Amazon EBS ボリュームへの Conda 環境の移動がサポートされています。移動した環
境は、インスタンスが停止しても保持されます。環境がルートボリュームにインストールされている場合
は、環境が保持されません。これはデフォルトの動作です。ライフサイクルスクリプトのサンプルについ
ては、「persistent-conda-ebs」を参照してください。

サポートされている conda オペレーション (このトピックの下部にある注釈を参照)
•
•
•
•
•

単一環境でのパッケージの conda install
すべての環境でのパッケージの conda install
R 環境での R パッケージの conda install
メイン conda リポジトリからのパッケージのインストール
conda-forge からのパッケージのインストール

• EBS を使用する conda install の場所の変更
• conda activate と source activate の両方のサポート
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Pip
Pip は Python パッケージをインストールして管理するための標準ツールです。Pip は、デフォルトで
Python パッケージインデックス (PyPI) 上のパッケージを検索します。Conda とは異なり、pip には環境
サポートが組み込まれておらず、ネイティブ/システムライブラリの依存関係を持つパッケージに関して
は Conda ほどの完全性を持ちません Pip は Conda 環境にパッケージをインストールする際に使用できま
す。
PyPI の代わりに pip で代替パッケージリポジトリを使用できます。ライフサイクルスクリプトのサンプル
については、「on-start.sh」を参照してください。

サポートされている pip オペレーション (このトピックの下部にある注釈を参照)
• pip を使用した、アクティブな conda 環境のないパッケージのインストール (パッケージをシステム全体
にインストールする)
• pip を使用した、conda 環境へのパッケージのインストール
• pip を使用した、すべての conda 環境へのパッケージのインストール
• EBS を使用する pip install の場所の変更
• 代替リポジトリを使用した、pip によるパッケージのインストール

サポートされていません
SageMaker は、できるだけ多くのパッケージインストールオペレーションをサポートすることを目指し
ています。ただし、パッケージが SageMaker または DLAMI によってインストールされており、これらの
パッケージで次のオペレーションを実行すると、ノートブックインスタンスが不安定になる場合がありま
す。
• アンインストール
• ダウングレード
• アップグレード
yum install によるパッケージのインストールや、CRAN からの R パッケージのインストールはサポートさ
れません。
ネットワークの状態や設定、Conda や PyPi の可用性などの潜在的な問題があるため、パッケージが一定
の時間内にインストールされることは保証できません。

Note
パッケージが正常にインストールされることは保証できません。互換性のない依存関係を持つ環
境にパッケージをインストールしようとすると、インストールが失敗する可能性があります。そ
のような場合は、ライブラリのメンテナンス担当者に連絡して、パッケージの依存関係を更新で
きるかどうかを確認してください。また、インストールを許可するように環境を変更することも
できます。ただし、このような変更を行う場合は、既存のパッケージを削除または更新する必要
があり、この環境の安定性が保証されなくなります。

ノートブックインスタンスのソフトウェアの更新
Amazon SageMaker は、ノートブックインスタンスにインストールされているソフトウェアを定期的にテ
ストおよびリリースします。これには、以下のものが含まれます：
• カーネルの更新
• セキュリティパッチ
• AWS SDK の更新
• Amazon SageMaker Python SDK の更新
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• オープンソースソフトウェアのアップデート
ノートブックインスタンスが稼働中の場合、SageMaker は、ノートブックインスタンスのソフトウェアを
更新しません。最新のソフトウェア更新がインストールされていることを確認するには、ノートブックイ
ンスタンスを停止して再起動します。そのためには、SageMaker コンソールを使うか、
StopNotebookInstance を呼び出します。
また、端末またはノートブックで更新コマンドを使用して、実行中にノートブックインスタンスにインス
トールされたソフトウェアを手動で更新することもできます。

Note
カーネルと一部のパッケージの更新は、ノートブックインスタンスでルートアクセスが有効に
なっているかどうかによって異なる場合があります。詳細については、「SageMaker ノートブッ
クインスタンスへのルートアクセスを制御する (p. 3259)」を参照してください。
古いソフトウェアを実行している場合、ノートブックインスタンスは通知を行いません。更新の有無につ
いては、「Personal Health Dashboard」か、「セキュリティ速報」で確認できます。

ノートブックを使用して Amazon EMR Spark インス
タンスを制御する
カスタムライフサイクル設定スクリプトで作成されたノートブックインスタンスを使って、ノートブック
から AWS のサービスにアクセスできます。例えば、Sparkmagic でノートブックを使って Amazon EMR
インスタンスなどの他の AWS リソースを制御できるスクリプトを作成できます。その後、ノートブック
でデータ分析を実行する代わりに、Amazon EMR インスタンスを使ってデータを処理できます。これに
より、データを処理するためにインスタンスを使用しないため、より小さなノートブックインスタンスを
作成できます。これは、データを処理するために大きなノートブックインスタンスを必要とする大規模な
データセットがある場合に役立ちます。
このプロセスには、Amazon SageMaker コンソールを使用した次の 3 つの手順が必要です。
• Amazon EMR Spark インスタンスを作成する
• Jupyter ノートブックを作成する
• ノートブックと Amazon EMR の接続をテストする

Sparkmagic を使ってノートブックから制御できる Amazon EMR Spark インスタンスを作成する
には
1.

Amazon EMR コンソール (https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。

3.

[Create Cluster - Quick Options (クラスターの作成 - クイックオプション)] ページの [Software
configuration (ソフトウェア設定)] で、[Spark: Spark 2.4.4 on Hadoop 2.8.5 YARN with Ganglia 3.7.2
and Zeppelin 0.8.2] を選択します。

4.

ページで追加のパラメータを設定し、[Create cluster (クラスターの作成)]を選択します。

5.

[Cluster (クラスター)] のページで、作成したクラスター名を選択します。[Master Public DNS (マス
ターパブリック DNS)]、[Master Public DNS (EMR マスターのセキュリティグループ)]、EMR クラス
ターが作成された VPC 名とサブネット ID を書き留めます。上記の値は、ノートブック作成時に使用
します。

Sparkmagic を使って Amazon EMR Spark インスタンスを制御するノートブックを作成するには
1.

Amazon SageMaker コンソール (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインの [ノートブックインスタンス] で、[ノートブックの作成] を選択します。

3.
4.
5.

ノートブックインスタンス名を入力し、インスタンスタイプを選択します。
[追加設定] を選択し、[ライフサイクル設定] で [新しいライフサイクル設定の作成] を選択します。
ライフサイクル設定スクリプトに次のコードを追加します。

# OVERVIEW
# This script connects an Amazon EMR cluster to an Amazon SageMaker notebook instance
that uses Sparkmagic.
#
# Note that this script will fail if the Amazon EMR cluster's master node IP address is
not reachable.
#
1. Ensure that the EMR master node IP is resolvable from the notebook instance.
#
One way to accomplish this is to have the notebook instance and the Amazon EMR
cluster in the same subnet.
#
2. Ensure the EMR master node security group provides inbound access from the
notebook instance security group.
#
Type
- Protocol - Port - Source
#
Custom TCP - TCP
- 8998 - $NOTEBOOK_SECURITY_GROUP
#
3. Ensure the notebook instance has internet connectivity to fetch the SparkMagic
example config.
#
# https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-amazon-sagemaker-notebooksbacked-by-spark-in-amazon-emr/
# PARAMETERS
EMR_MASTER_IP=your.emr.master.ip
cd /home/ec2-user/.sparkmagic
echo "Fetching Sparkmagic example config from GitHub..."
wget https://raw.githubusercontent.com/jupyter-incubator/sparkmagic/master/sparkmagic/
example_config.json
echo "Replacing EMR master node IP in Sparkmagic config..."
sed -i -- "s/localhost/$EMR_MASTER_IP/g" example_config.json
mv example_config.json config.json
echo "Sending a sample request to Livy.."
curl "$EMR_MASTER_IP:8998/sessions"

6.

スクリプトの PARAMETERS セクションで、your.emr.master.ip を Amazon EMR インスタンスの
マスターパブリック DNS 名に置き換えます。

7.
8.

[Create configuration] (設定を作成) をクリックします。
[ノートブックの作成] ページで、[ネットワーク - オプション] を選択します。

9. Amazon EMR インスタンスが存在する VPC とサブネットを選択します。
10. Amazon EMR マスターノードが使うセキュリティグループを選択します。
11. [Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。
ノートブックインスタンスの作成中は、ステータスは [Pending (保留中)] になります。インスタンスが作
成され、ライフサイクル設定スクリプトが正常に実行されると、ステータスは [InService (実行中)] になり
ます。

Note
ノートブックインスタンスが Amazon EMR インスタンスに接続できない場合、SageMaker は
ノートブックインスタンスを作成できません。Amazon EMR インスタンスとノートブックが同じ
VPC とサブネットにない場合、Amazon EMR マスターセキュリティグループがノートブックで
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使用されていない場合、またはスクリプトのマスターパブリック DNS 名が間違っている場合、接
続が失敗する可能性があります。

Amazon EMR インスタンスとノートブック間の接続をテストするには
1.

ノートブックのステータスが [InService (InService)] の場合、[Open Jupyter (Jupyter を開く)] を選択
してノートブックを開きます。

2.

[New (新規)] を選択し、[Sparkmagic (PySpark)] を選択します。

3.

コードセルで、%%info を入力し、セルを実行します。
出力は次の例のようになります
Current session configs: {'driverMemory': '1000M', 'executorCores': 2, 'kind':
'pyspark'}
No active sessions.

サンプルノートブック
ノートブックインスタンスには Amazon SageMaker によって提供されるサンプルノートブックがありま
す。サンプルノートブックの例には、SageMaker を使って機械学習ソリューションを適用する方法を示
すコードが含まれています。ノートブックインスタンスでは、nbexamples の Jupyter エクステンショ
ンを使用します。これにより、サンプルノートブックの読み取り専用バージョンを表示したり、そのコ
ピーを作成して変更して実行できるようになります。nbexamples エクステンションの詳細については、
「https://github.com/danielballan/nbexamples」を参照してください。SageMaker Studio のサンプルノー
トブックについては、「Amazon を使用する SageMaker Studio のノートブック (p. 106)」を参照してくだ
さい。

Note
サンプルノートブックでは通常、インターネットからデータセットをダウンロードします。ノー
トブックインスタンスを作成するときに SageMaker 提供のインターネットアクセスを無効にす
ると、サンプルノートブックが機能しないことがあります。詳細については、「VPC 内のノート
ブックインスタンスを外部リソースに接続する (p. 3401)」を参照してください。

Jupyter Classic でサンプルノートブックを使用または
表示する
classic Jupyter ビューでサンプルノートブックを表示または使用するには、[SageMaker Examples] タブを
選択します。

208

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Jupyterlab でサンプルノートブックを使用または表示する

Jupyter classic ビューでノートブックの読み取り専用バージョンを表示するには、[SageMaker のサンプ
ル] タブで、そのノートブックの [プレビュー] を選択します。ノートブックインスタンスのホームディレ
クトリにサンプルノートブックのコピーを作成するには、[使用] を選択します。ダイアログボックスで
は、保存する前にノートブックの名前を変更できます。

Jupyterlab でサンプルノートブックを使用または表示
する
Jupyterlab ビューでサンプルのノートブックを表示または使用するには、左側のナビゲーションパネルで
サンプルアイコンを選択します。
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サンプルノートブックの読み取り専用バージョンを表示するには、ノートブックの名前を選択します。
ノートブックがメインエリアのタブで開きます。ノートブックインスタンスのホームディレクトリにサン
プルノートブックのコピーを作成するには、上部のバナーの [コピーの作成] を選択します。ダイアログ
ボックスに、ノートブックの名前を入力して、[CREATE COPY (コピーの作成)] を選択します。
サンプルノートブックの詳細については、「SageMaker サンプル GitHub リポジトリ」を参照してくださ
い。

ノートブックカーネルの設定
Amazon SageMaker は、Python 2 と 3、Apache MXNet、TensorFlow、PySpark をサポートする Jupyter
用のカーネルをいくつか提供します。Jupyter ノートブックダッシュボードで新しいノートブックのカーネ
ルを設定するには、[新規] を選択してから、リストからカーネルを選択します。
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ノートブックインスタンスで使用できるカスタムカーネルを作成することもできます。詳細について
は、ノートブックインスタンスに外部ライブラリとカーネルをインストールする (p. 203) を参照してく
ださい。

Git リポジトリを SageMaker のノートブックイン
スタンスに関連付ける
ノートブックインスタンスを Git リポジトリに関連付けると、ノートブックインスタンスを停止または削
除しても持続するソース管理環境にノートブックを保存できます。ノートブックインスタンスには、1 つ
のデフォルトリポジトリと最大 3 つの追加リポジトリを関連付けることができます。リポジトリは、AWS
CodeCommit、GitHub あるいは他の Git サーバーでホストすることができます。ノートブックインスタン
スに Git リポジトリを関連付けると、次の場合に役立ちます。
• 永続性 - ノートブックインスタンス内のノートブックは永続的な Amazon EBS ボリュームに保存されま
すが、ノートブックインスタンスの存続期間を超えて存続することはありません。ノートブックを Git
リポジトリに保存すると、ノートブックインスタンスを停止または削除した場合でも、ノートブックを
保存して使用できます。
• コラボレーション - チームの仲間同士が Machine Learning プロジェクトを共同で作業することがよくあ
ります。ノートブックを Git リポジトリに保存すると、異なるノートブックインスタンスで作業してい
るピアがノートブックを共有したり、ソース管理環境でノートブックを共同作業したりすることができ
ます。
• 学習 - Machine Learning 技術を実演する多くの Jupyter ノートブックは、GitHub のような公にホストさ
れた Git リポジトリで利用可能です。ノートブックインスタンスをリポジトリと関連付けて、そのリポ
ジトリに含まれる Jupyter ノートブックを簡単に読み込むことができます。
Git リポジトリをノートブックインスタンスに関連付けるには次の 2 つの方法があります。
• Amazon SageMaker アカウントのリソースとして Git リポジトリを追加します。次に、リポジトリにア
クセスするために、認証情報を含む AWS Secrets Manager シークレットを指定できます。そうするこ
とで、認証を必要とするリポジトリにアクセスできます。
• アカウントのリソースではない公開 Git リポジトリを関連付けます。これを行うと、リポジトリにアク
セスするための認証情報を指定できません。
トピック
• Amazon SageMaker アカウントに Git リポジトリを追加する (p. 212)
• 関連付けられた Git リポジトリを使って Notebook インスタンスを作成する (p. 214)
• 別の AWS アカウントの CodeCommit リポジトリをノートブックインスタンスに関連付ける (p. 216)
• ノートブックインスタンスで Git リポジトリを使用する (p. 217)
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Amazon SageMaker アカウントに Git リポジトリを追
加する
GitHub リポジトリを管理し、ノートブックインスタンスと簡単に関連付け、認証が必要なリポジトリの認
証情報を関連付けるには、Amazon SageMaker アカウントにリソースとしてリポジトリを追加します。ア
カウントに保存されているリポジトリのリストと各リポジトリの詳細は、SageMaker コンソールと API を
使って見ることができます。
Git リポジトリは、SageMaker コンソールまたは AWS CLI を使って SageMaker アカウントに追加できま
す。

Note
SageMaker API
CreateCodeRepository を使って SageMaker アカウントに Git リポジトリを追加できます
が、こちらではステップバイステップの説明はしていません。

SageMaker アカウントに Git リポジトリを追加する (コンソール)
SageMaker アカウントのリソースとして Git リポジトリを追加するには
1.

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ で SageMaker コンソールを開きます。

2.

[Notebook] (ノートブック) で、[Git repositories] (Git リポジトリ)、[Add repository] (リポジトリの追
加) の順に選択します。

3.

CodeCommit リポジトリを追加するには、[AWS CodeCommit] を選択します。GitHub または他の Git
ベースのリポジトリを追加するには、[GitHub/Other Git-based repo] を選択します。

既存の CodeCommit リポジトリを追加するには
1.

または、[既存のリポジトリを使用] を選択します。

2.

リポジトリについては、リストからリポジトリを選択してください。

3.

SageMaker のリポジトリに使用する名前を入力します。名前は 1 ～ 63 文字にする必要があります。
有効な文字は、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、- (ハイフン) です。

4.

[リポジトリの追加] を選択します。

新しい CodeCommit リポジトリを作成するには
1.

[新しいリポジトリの作成] を選択します。

2.

CodeCommit と SageMaker の両方に使用できるリポジトリの名前を入力します。名前は 1 ～ 63 文字
にする必要があります。有効な文字は、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、- (ハイフン) です。

3.

[Create repository] (リポジトリの作成) を選択します。

CodeCommit 以外の場所にホストされている Git リポジトリを追加するには
1.

[GitHub/Other Git ベースのリポジトリ] を選択します。

2.

名前を 63 文字以内で入力します。使用できる文字は、英数字、ハイフン (-)、0～9 です。

3.

リポジトリの URL を入力してください。URL にユーザー名を入力しないでください。次のステップ
の説明に従って、AWS Secrets Manager にユーザー名とパスワードを追加します。

4.

Git 認証情報の場合、リポジトリへの認証に使用するクレデンシャルを選択します。これは Git リポジ
トリがプライベートな場合にのみ必要です。
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Note
Git リポジトリに対して 2 要素認証が有効になっている場合は、パスワードの代わりに Git
サービスプロバイダによって生成された個人用アクセストークンを使用してください。
a.

既存の AWS Secrets Manager の秘密を使用するには、[既存の秘密を使用] を選択してから、リ
ストから秘密を選択します。シークレットの作成と保存については、AWS Secrets Manager ユー
ザーガイドの「基本的なシークレットを作成する」を参照してください。使用するシークレット
の名前に文字列 sagemaker を含める必要があります。

Note
シークレットのステージングラベルは AWSCURRENT で、フォーマットは次のとおりで
す。
{"username": UserName, "password": Password}
GitHub リポジトリの場合は、アカウントパスワードの代わりにパーソナルアクセス
トークンを使用することをお勧めします。詳細については、「https://help.github.com/
articles/creating-a-personal-access-token-for-the-command-line/」を参照してください。
b.

新しい AWS Secrets Manager シークレットを作成するには、「シークレットの作成」を選択
し、シークレットの名前を入力してから、リポジトリの認証に使用するユーザー名とパスワード
を入力します。シークレットの名前には文字列 sagemaker を含める必要があります。

Note
シークレットを作成するために使用する IAM ロールは、その IAM ポリシーで
secretsmanager:GetSecretValue アクセス許可を持っていなければなりません。
シークレットのステージングラベルは AWSCURRENT で、フォーマットは次のとおりで
す。
{"username": UserName, "password": Password}
GitHub リポジトリの場合は、アカウントパスワードの代わりにパーソナルアクセストー
クンを使用することをお勧めします。
c.
5.

認証情報を使用しない場合は、[シークレットなし] を選択します。

[シークレットの作成] を選択します。

Amazon SageMaker アカウントに Git リポジトリを追加する
(CLI)
create-code-repository コマンドを実行します。AWS CLIcode-repository-name 引数の値とし
てリポジトリの名前を指定してください。名前は 1 ～ 63 文字にする必要があります。有効な文字は、a ～
z、A ～ Z、0 ～ 9、- (ハイフン) です。以下も指定してください。
• デフォルトブランチ
• Git リポジトリの URL

Note
URL にユーザー名を入力しないでください。次のステップの説明に従って、AWS Secrets
Manager にユーザー名とパスワードを追加します。
• git-config 引数の値としてリポジトリを認証するために使用する認証情報を含む AWS Secrets
Manager シークレットの Amazon Resource Name (ARN)
シークレットの作成と保存については、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの「基本的なシークレッ
トを作成する」を参照してください。次のコマンドは、Amazon SageMaker アカウントに、https://
github.com/myprofile/my-repo" でホストされている Git リポジトリを指す、MyRespository とい
う名前の新しいリポジトリを作成します。
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Linux、OS X、Unix の場合:
aws sagemaker create-code-repository \
--code-repository-name "MyRepository" \
--git-config Branch=branch,RepositoryUrl=https://github.com/myprofile/
my-repo,SecretArn=arn:aws:secretsmanager:us-east-2:012345678901:secret:my-secret-ABc0DE

Windows の場合:
aws sagemaker create-code-repository ^
--code-repository-name "MyRepository" ^
--git-config "{\"Branch\":\"master\", \"RepositoryUrl\" :
\"https://github.com/myprofile/my-repo\", \"SecretArn\" :
\"arn:aws:secretsmanager:us-east-2:012345678901:secret:my-secret-ABc0DE\"}"

Note
シークレットのステージングラベルは AWSCURRENT で、フォーマットは次のとおりです。
{"username": UserName, "password": Password}
GitHub リポジトリの場合は、アカウントパスワードの代わりにパーソナルアクセストークンを使
用することをお勧めします。

関連付けられた Git リポジトリを使って Notebook イ
ンスタンスを作成する
AWS Management Console または AWS CLI を使用してノートブックインスタンスを作成するときに Git
リポジトリをノートブックインスタンスに関連付けることができます。ノートブックインスタンスとは異
なる AWS アカウントの CodeCommit リポジトリを使う場合、リポジトリのクロスアカウントアクセスを
設定します。詳細については、別の AWS アカウントの CodeCommit リポジトリをノートブックインスタ
ンスに関連付ける (p. 216) を参照してください。
トピック
• 関連付けられた Git リポジトリを使ってノートブックインスタンスを作成する (コンソール) (p. 214)
• 関連付けられた Git リポジトリを使って Notebook インスタンスを作成する (CLI) (p. 215)

関連付けられた Git リポジトリを使ってノートブックインスタン
スを作成する (コンソール)
ノートブックインスタンスを作成し、Amazon SageMaker コンソールに Git リポジトリを関連付
けるには
1.

ステップ 1: Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを作成する (p. 74) の指示に従ってくださ
い。

2.

Git リポジトリの場合は、ノートブックインスタンスに関連付ける Git リポジトリを選択します。
a.

[Default repository] (デフォルトのリポジトリ) で、デフォルトのリポジトリとして使用する
リポジトリを選択します。SageMaker はこのリポジトリのクローンを、/home/ec2-user/
SageMaker の Jupyter スタートアップディレクトリのサブディレクトリとして作成します。ノー
トブックインスタンスを開くと、このリポジトリで開きます。アカウントのリソースとして保
存されているリポジトリを選択するには、リストからその名前を選択します。アカウントのリ
ソースとして新しいリポジトリを追加するには、[Add a repository to SageMaker (opens the Add
repository flow in a new window)] (リポジトリを SageMaker に追加 (新しいウィンドウでリポジト
リの追加フローを開く)) を選択し、関連付けられた Git リポジトリを使ってノートブックインス
タンスを作成する (コンソール) (p. 214)の指示に従います。アカウントに保存されていない公開
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リポジトリを複製するには、[このノートブックインスタンスにのみ公開 Git リポジトリをクロー
ン] を選択し、そのリポジトリの URL を指定します。
b.

[Additional repository 1] (追加リポジトリ 1) に、追加ディレクトリとして追加するリポジトリを
選択します。SageMaker はこのリポジトリのクローンを、/home/ec2-user/SageMaker の
Jupyter スタートアップディレクトリのサブディレクトリとして作成します。アカウントのリソー
スとして保存されているリポジトリを選択するには、リストからその名前を選択します。アカウ
ントのリソースとして新しいリポジトリを追加するには、[Add a repository to SageMaker (opens
the Add repository flow in a new window)] (リポジトリを SageMaker に追加 (新しいウィンドウで
リポジトリの追加フローを開く)) を選択し、関連付けられた Git リポジトリを使ってノートブッ
クインスタンスを作成する (コンソール) (p. 214)の指示に従います。アカウントに保存されてい
ないリポジトリを複製するには、[このノートブックインスタンスにのみ公開 Git リポジトリをク
ローン] を選択し、そのリポジトリの URL を指定します。
このステップを最大 3 回繰り返して、ノートブックインスタンスに最大 3 つの追加リポジトリを
追加します。

関連付けられた Git リポジトリを使って Notebook インスタンス
を作成する (CLI)
ノートブックインスタンスを作成し、AWS CLI を使用して Git リポジトリを関連付けるには、以下のよう
に create-notebook-instance コマンドを使用します。
• default-code-repository 引数の値として、デフォルトのリポジトリとして使用するリポジトリ
を指定します。Amazon SageMaker はこのリポジトリのクローンを、/home/ec2-user/SageMaker
の Jupyter スタートアップディレクトリのサブディレクトリとして作成します。ノートブックインスタ
ンスを開くと、このリポジトリで開きます。SageMaker アカウントのリソースとして保存されている
リポジトリを使用するには、default-code-repository 引数の値としてリポジトリの名前を指定
します。アカウントに保存されていないリポジトリを使用するには、リポジトリの URL を defaultcode-repository 引数の値として指定します。
• additional-code-repositories 引数の値として、最大 3 つの追加リポジトリを指定しま
す。SageMaker は /home/ec2-user/SageMaker の Jupyter スタートアッディレクトリのサブディレ
クトリとしてこのリポジトリのクローンを作成します。そのリポジトリは、デフォルトのリポジトリの
.git/info/exclude ディレクトリに追加することによって、デフォルトのリポジトリから除外され
ます。SageMaker アカウントにリソースとして保管されているリポジトリを使うには、additionalcode-repositories 引数の値としてリポジトリの名前を指定します。アカウントに保存されていない
リポジトリを使用するには、リポジトリの URL を additional-code-repositories 引数の値とし
て指定します。
例えば、次のコマンドは MyGitRepo という名前のリポジトリを持つノートブックインスタンスを作成し
ます。これは SageMaker アカウントのリソース、デフォルトのリポジトリ、GitHub でホストされている
追加のリポジトリとして保存されます。
aws sagemaker create-notebook-instance \
--notebook-instance-name "MyNotebookInstance" \
--instance-type "ml.t2.medium" \
--role-arn "arn:aws:iam::012345678901:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20181129T121390" \
--default-code-repository "MyGitRepo" \
--additional-code-repositories "https://github.com/myprofile/my-otherrepo"

Note
名前に「SageMaker」を含まない AWS CodeCommit リポジトリを使用する場合は、createnotebook-instance コマンドに role-arn 引数として渡す役割に codecommit:GitPull と
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codecommit:GitPush の権限を追加します。ロールにアクセス許可を追加する方法について
は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「IAM ポリシーの追加と削除」を参
照してください。

別の AWS アカウントの CodeCommit リポジトリを
ノートブックインスタンスに関連付ける
別の AWS アカウントの CodeCommit リポジトリをノートブックインスタンスに関連付けるに
は、CodeCommit リポジトリのクロスアカウントアクセスを設定します。

CodeCommit リポジトリのクロスアカウントアクセスを設定するには、リポジトリをノートブッ
クインスタンスと関連付けます。
1.

CodeCommit リポジトリが含まれている AWS アカウントで、IAM ポリシーを作成します。このポリ
シーにより、ノートブックインスタンスが含まれているアカウントのユーザーに対して、リポジトリ
へのアクセスを許可します。詳しくは、CodeCommit ユーザーガイドの「ステップ 1: AccountA でリ
ポジトリアクセス用のポリシーを作成する」を参照してください。

2.

CodeCommit リポジトリが含まれている AWS アカウントで IAM ロールを作成し、このロールに対
して前のステップで作成したポリシーをアタッチします。詳しくは、CodeCommit ユーザーガイドの
「ステップ 2: AccountA でリポジトリアクセス用のロールを作成する」を参照してください。
前のステップで作成したロールを使用するプロファイルをノートブックインスタンスで作成します。

3.

a.
b.
c.

ノートブックインスタンスを開きます。
ノートブックインスタンスでターミナルを開きます。
ターミナルで次のとおりに入力して、新しいプロファイルを編集します。
vi /home/ec2-user/.aws/config

d.

次のプロファイル情報を使用してファイルを編集します。
[profile CrossAccountAccessProfile]
region = us-west-2
role_arn =
arn:aws:iam::CodeCommitAccount:role/CrossAccountRepositoryContributorRole
credential_source=Ec2InstanceMetadata
output = json

4.

CodeCommitAccount は CodeCommit リポジトリが含まれているアカウン
トです。CrossAccountAccessProfile は新しいプロファイルの名前で
す。CrossAccountRepositoryContributorRole は前のステップで作成したロールの名前で
す。
ノートブックインスタンスで、前のステップで作成したプロファイルを使用するように git を設定し
ます。
a.

ノートブックインスタンスを開きます。

b.
c.

ノートブックインスタンスでターミナルを開きます。
ターミナルで次のとおりに入力して、Git 設定ファイルを編集します。
vi /home/ec2-user/.gitconfig

d.

次のプロファイル情報を使用してファイルを編集します。
[credential]
helper = !aws codecommit credential-helper -profile CrossAccountAccessProfile $@
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UseHttpPath = true

CrossAccountAccessProfile は、前のステップで作成したプロファイルの名前です。

ノートブックインスタンスで Git リポジトリを使用す
る
Git リポジトリが関連付けられているノートブックインスタンスを開くと、デフォルトのリポジトリ (/
home/ec2-user/SageMaker の直下にインストールされている) で開きます。ノートブックを開いて作
成したり、ノートブックセルで Git コマンドを手動で実行したりできます。例:
!git pull origin master

追加のリポジトリを開くには、1 つ上のフォルダに移動します。追加のリポジトリも /home/ec2-user/
SageMaker下のディレクトリとしてインストールされます。
JupyterLab インターフェイスでノートブックインスタンスを開くと、jupyter-git エクステンションがイン
ストールされて使用可能になります。JupyterLab の jupyter-git エクステンションについては、「https://
github.com/jupyterlab/jupyterlab-git」を参照してください。
JupyterLab でノートブックのインスタンスを開くと、左側のメニューにそれに関連付けられた git リポジ
トリが表示されます。
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コマンドラインを使う代わりに、jupyter-git エクステンションを使って git を視覚的に管理することができ
ます。
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ノートブックインスタンスのメタデータ
ノートブックインスタンスを作成すると、Amazon SageMaker はそのインスタンスの /opt/ml/
metadata/resource-metadata.json の場所に、ノートブックインスタンスの ResourceName と
ResourceArn を含む JSON ファイルを作成します。このメタデータには、ノートブックインスタンス内
のどこからでもこのメタデータにアクセスできます (例: ライフサイクル構成)。ノートブックインスタンス
のライフサイクル構成については、「ライフサイクル設定スクリプトを使用したノートブックインスタン
スをカスタマイズします。 (p. 201)」を参照してください。
resource-metadata.json ファイルの構造は次のとおりです。
{
}

"ResourceArn": "NotebookInstanceArn",
"ResourceName": "NotebookInstanceName"

ノートブックインスタンスに関する他の情報を取得するには、ノートブックインスタンス内からこのメタ
データを使用します。たとえば、次のコマンドでは、ノートブックインスタンスに関連付けられたタグを
取得します。
NOTEBOOK_ARN=$(jq '.ResourceArn'
/opt/ml/metadata/resource-metadata.json --raw-output)
aws sagemaker list-tags --resource-arn $NOTEBOOK_ARN

出力は次のようになります。
{

}

"Tags": [
{
"Key": "test",
"Value": "true"
}
]

Amazon CloudWatch Logs で Jupyter ログをモニタ
リングする
Jupyter ログには、イベント、メトリクス、正常性などの重要な情報が含まれており、Amazon
SageMaker ノートブックの実行中に実用的な洞察を得ることができます。Jupyter ログを CloudWatch
Logs にインポートすることにより、お客様は CloudWatch Logs を使って異常な動作を検出し、アラーム
を設定して、洞察を引き出し SageMaker ノートブックをよりスムーズに実行できます。ノートブックを
ホストする Amazon EC2 インスタンスが応答しない場合でもログにアクセスし、ログを使って応答しない
ノートブックのトラブルシューティングを行うことができます。顧客が個人情報を漏らさずにログを共有
できるように、事前署名付きの URL の AWS アカウント ID、シークレットキー、認証トークンなどの機
密情報は削除されます。

ノートブックインスタンスの Jupyter ログを表示するには:
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ で
SageMaker コンソールを開きます。

2.

[ノートブックインスタンス] を選択します。
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3.

4.
5.

ノートブックインスタンスのリストで、ノートブックインスタンスの [Name] (名前) を選択し
て、Jupyter ログを表示するノートブックインスタンスを選択します。
そのノートブックインスタンスの詳細ページが表示されます。
ノートブックインスタンスの詳細ページの [Monitor] で、[ログの表示] を選択します。
CloudWatch コンソールで、ノートブックインスタンスのログストリームを選択します。その名前
は、NotebookInstanceName/jupyter.log 形式です。

SageMaker の CloudWatch Logs のモニタリングの詳細については、「Amazon Logs SageMaker Amazon
のイベント CloudWatch (p. 3445)」を参照してください。
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Amazon でモデル開発を自動化する
SageMaker Autopilot チュートリアル
アマゾン SageMaker Autopilot は、自動機械学習 (AutoML) プロセスの主要タスクを自動化する機能セット
です。データを探索し、問題タイプに関連するアルゴリズムを選択して、モデルのトレーニングとチュー
ニングを容易にするようにデータを準備します。Autopilot は、適切な場合すべての候補アルゴリズムに
交差検証リサンプリング手順を自動的に適用し、それらがこれまでトレーニングを行っていないデータ
を予測する能力をテストします。また、機械学習モデル候補の予測品質を評価するメトリクスも生成しま
す。AutoML プロセスを構成するこれらの主要タスクを自動化することで、機械学習エクスペリエンスを
簡素化します。パフォーマンスに基づいて、テストされたすべての最適化モデルをランク付けします。デ
プロイ可能な最高パフォーマンスのモデルを、通常必要とされる時間のほんの一部で見つけることができ
ます。
Autopilot は、オートパイロット (つまり名前)、さまざまな程度のヒューマンガイダンス、コードなしの
Amazon など、さまざまな程度のヒューマンガイダンスで使用できます。 SageMaker スタジオ、または
次のいずれかを使ったコードでAWSSDK。Autopilot は現在、回帰、二項分類と複数クラス分類の問題タイ
プをサポートしています。CSV ファイルまたは Parquet ファイルとしてフォーマットした表形式のデータ
をサポートしています。各列には特定のデータ型の特徴が入り、各行には観測値が入ります。使用可能な
列データ型には、数値、カテゴリ、テキスト、およびカンマ区切りの数値の文字列で構成された時系列が
含まれます。Autopilot は、数百 GB に達する大規模なデータセットでの機械学習モデルの構築をサポート
しています。
また、Autopilot はモデルが Amazon 向けに開発された特徴属性アプローチを使用してどのように予測する
かを説明するのに役立ちます。 SageMaker Clarify。Autopilot は、最適候補によって行われた予測の各特
徴の重要度を示すレポートを自動的に生成します。この説明可能性機能により、AWS のユーザーは機械学
習モデルを理解しやすくなります。生成されたモデルガバナンスレポートは、リスクとコンプライアンス
のチーム、および外部の規制当局への情報提供に使用できます。
テストした候補ごとに、データがどのように操作されたか、また、モデルがどのように選択、トレーニン
グ、チューニングされたかを完全に可視化できます。これは、データの探索と最適候補の発見に使用され
たコードを含む、トライアルごとに Autopilot が生成するノートブックによって提供されます。このノート
ブックは、独自の機械学習実験を学習および実行するための教育ツールも提供します。Autopilot によって
明らかになったさまざまなデータ探索と候補定義のノートブックを精査することで、実験で行われたさま
ざまな入力とトレードオフの影響について学習できます。また、ノートブックに独自の変更を加えてから
再実行することで、よりパフォーマンスの高い候補についてさらに実験を行うこともできます。
次の図は、Autopilot によって管理される AutoML プロセスの主要タスクの概要を示しています。

アマゾンで SageMakerについては、お客様が利用された分のみのお支払いとなります。内部の基礎とな
るコンピューティングおよびストレージのリソースに対して料金を支払います SageMaker またはその他
のAWS使用量に基づくサービス 使用料金の詳細については SageMaker、を参照してくださいアマゾン
SageMaker料金。
トピック
• Amazon の使用を開始する SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 222)
• Amazon を作成する SageMaker Autopilot 実験 (p. 224)
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• アマゾン SageMaker Autopilot データセットと問題タイプ (p. 226)
•
•
•
•
•

トレーニングモードとアルゴリズムのサポート (p. 228)
メトリクス (p. 230)
アマゾン SageMaker Autopilot モデルのモデルのデプロイ (p. 232)
アマゾン SageMaker Autopilot 説明可能性 (p. 234)
Amazon によって生成されたモデル SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 235)

• アマゾン SageMaker AutoML タスクを管理するために生成された Autopilot ノートブック (p. 236)
• 生成コンテナに推論出力を設定する (p. 249)
• アマゾン SageMaker Autopilot (p. 254)
• Amazon の API リファレンスガイド SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 256)

Amazon の使用を開始する SageMaker Autopilot
チュートリアル
アマゾン SageMaker Autopilot には、Amazon の使用を開始するためのサンプル、動画、チュートリアル
が用意されています。 SageMaker Autopilot チュートリアル
トピック
• サンプル: Amazon を使用したモデリングを探索する SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 222)
• ビデオ: Autopilot を使用して機械学習プロセスを自動化および探索する (p. 223)
• チュートリアル: Amazon の使用を開始する SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 224)

サンプル: Amazon を使用したモデリングを探索する
SageMaker Autopilot チュートリアル
アマゾン SageMaker Autopilot には、次のサンプルノートブックが用意されています。
• Amazon によるダイレクトマーケティング SageMaker Autopilot チュートリアル: このノートブックで
は、銀行マーケティングデータセット顧客が銀行で定期預金を申し込むかどうかを予測する。このデー
タセットで Autopilot を使用し、さまざまな候補パイプラインに含まれるオプションを検討することで、
最も正確な機械学習パイプラインを得ることができます。Autopilot は、2 ステップの手順で各候補を生
成します。最初のステップでは、データセットに対して自動化された特徴量エンジニアリングを実行
します。2 番目のステップでは、モデルを生成するためにアルゴリズムをトレーニングおよび調整しま
す。このノートブックには、モデルのトレーニング方法と、モデルをデプロイして最適な候補を使用し
てバッチ推論を実行する方法の手順が含まれています。
• Amazon による顧客離れの予測 SageMaker Autopilot チュートリアル: このノートブックでは、顧客離れ
の予測とも呼ばれる、満足していない顧客を自動的に特定する機械学習の使用について説明します。こ
のサンプルは、公開されているデータセットを分析し、そのデータセットに対して特徴量エンジニアリ
ングを実行する方法を示しています。次に、トレーニングアルゴリズムに最適なハイパーパラメータと
ともに、最もパフォーマンスの高いパイプラインを選択して、モデルを調整する方法を示します。最後
に、ホストされたエンドポイントにモデルをデプロイする方法と、その予測をグラウンドトゥルースに
照らして評価する方法を示します。ただし、機械学習モデルから完全な予測が得られることはめったに
ありません。したがって、このノートブックでは、機械学習使用の財務的結果を決定する際に、予測ミ
スの相対コストをどのように取り込むかについても説明します。
• Amazonによる上位候補顧客離れの予測 SageMaker オートパイロットとBatch 変換 (Python SDK): この
ノートブックでは、機械学習を使用して不満足な顧客を自動的に特定する方法 (カスタマーチャーン予
測とも呼ばれます) についても説明します。このノートブックでは、推論確率を取得するようにモデル
を設定して、上位 N 個のモデルを選択し、評価のために保留テストセットでバッチ変換を行う方法を示
します。
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Note
このノートブックは以下で動作します SageMaker 2020 年 6 月 19 日にリリースされた。
• Amazon への独自のデータ処理コードの導入 SageMaker Autopilot チュートリアル: このノートブック
では、Amazon の使用時にカスタムデータ処理コードを組み込んでデプロイする方法について説明しま
す。 SageMaker Autopilot チュートリアル これにより、Autopilot ジョブに無関係な変数を削除するカス
タムの特徴選択ステップが追加されます。次に、Autopilot によって生成されたカスタム処理コードとモ
デルの両方をリアルタイムエンドポイントに、またはバッチ処理用に、デプロイする方法について説明
します。

ビデオ: Autopilot を使用して機械学習プロセスを自動
化および探索する
こちらは、Amazonのツアーを紹介する動画シリーズです SageMaker Studio を使用した自動操縦機能 こ
れらのシリーズでは、AutoML ジョブを開始する方法、データを分析して前処理する方法、候補モデルで
特徴量エンジニアリングおよびハイパーパラメータを最適化する方法、結果のモデルメトリクスを視覚化
して比較する方法を示します。
トピック
• Amazon を使用して AutoML ジョブを開始する SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 223)
• Autopilot で自動化されたデータ探索と特徴量エンジニアリングをレビューします。 (p. 223)
• モデルを調整してパフォーマンスを最適化する (p. 223)
• 最適なモデルを選択およびデプロイする (p. 223)
• アマゾン SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 224)

Amazon を使用して AutoML ジョブを開始する SageMaker
Autopilot チュートリアル
この動画では、 Autopilot で AutoML ジョブを開始する方法を示します (所要時間: 8:41)。
アマゾン SageMaker スタジオ-AmazonでAutoML SageMaker オートパイロット (パート 1)

Autopilot で自動化されたデータ探索と特徴量エンジニアリングを
レビューします。
この動画では、Amazon が生成したデータ探索および候補定義ノートブックをレビューする方法を示しま
す。 SageMaker Autopilot チュートリアル (所要時間: 10:04)。
アマゾン SageMaker スタジオ-AmazonでAutoML SageMaker オートパイロット (その2)

モデルを調整してパフォーマンスを最適化する
この動画では、ハイパーパラメータ調整を使用してトレーニング中にモデルのパフォーマンスを最適化す
る方法について説明します (所要時間: 4:59)。
SageMaker スタジオ-AmazonでAutoML SageMaker オートパイロット (パート 3)

最適なモデルを選択およびデプロイする
この動画では、ジョブメトリクスを使用して最適なモデルを選択する方法とそのデプロイ方法を示します
(所要時間: 5:20)。
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SageMaker スタジオ-AmazonでAutoML SageMaker オートパイロット (パート 4)

アマゾン SageMaker Autopilot チュートリアル
このビデオでは、まずAmazonでバイナリ分類モデルを自動的に構築するエンドツーエンドのデモを紹介
します。 SageMaker Autopilot 自動生成されたノートブックを使用して、候補モデルがどのように作成さ
れ、最適化されているかがわかります。また、Amazonでも上位候補を確認します SageMaker 実験。最後
に、最上位の候補 (XGBoost に基づく) をデプロイし、 SageMaker モデルのモニター
SageMaker での AutoML を使用したエンドツーエンドのデモ

チュートリアル: Amazon の使用を開始する
SageMaker Autopilot チュートリアル
Autopilot 入門チュートリアルでは、コードを記述せずに機械学習モデルを自動的に作成する方法をデモし
ます。Autopilot が、データの探索とさまざまなアルゴリズムの試行を支援することで、どのように機械学
習エクスペリエンスを簡素化するかについて説明します。Autopilot は、AutoML 機能を使って問題タイプ
に最適な機械学習モデルを構築すると同時に、完全なコントロールと可視性を実現します。
• Autopilot を使用して機械学習モデルを自動作成: このチュートリアルでは、銀行で働くデベロッパーの
ロールを担います。顧客が預金証書 (CD) の申し込みを行うかどうかを予測するための機械学習モデル
を開発するように求められました。これは二項分類の問題です。このモデルは、顧客の人口統計、マー
ケティングイベントへの反応、および外部の環境要因に関する情報を含むマーケティングデータセット
でトレーニングされます。

Amazon を作成する SageMaker Autopilot 実験
このガイドでは、Amazon を作成する方法を示します。 SageMaker データを分析し、候補となるモデル
定義を含むノートブックを作成できるように、自動操縦実験を行います。これにより、機械学習をすぐに
開始できます。
ユーザーインターフェース (UI) を使用して、入力、出力、ターゲット、およびパラメーターを入力して、
オートパイロットの実験を実行および評価できます。UI には、モデルの作成に役立つ説明、トグルスイッ
チ、ドロップダウンメニュー、ラジオボタンなどがあります。実験の実行中に、統計を表示することもで
きます。実行後、試験を比較して詳細を掘り下げることができます。
次の手順は、Amazon を作成する方法を示しています。 SageMaker パイロット実験としてのオートパイ
ロットの仕事。実験に名前を付け、入力データと出力データの位置を指定し、予測するターゲットデータ
を指定します。オプションで、解決する機械学習のタイプを指定することもできます。

Autopilot 実験を作成するには
1.

サインインhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/を選択します。スタジオナビゲーションペイ
ンから。

2.

がのとき SageMaker Studio コンソールが開くので、を起動する SageMakerスタジオボタン。

3.

次に、を選択します。アプリを起動するユーザー名を含む行で、スタジオドロップダウンリストか
ら。

4.

を選択します。モデルの自動構築のセンターカードスタジオランチャータブ。「」を参照してくださ
い。クイックセットアップガイドStudio を初めて起動する方法の詳細については、こちらをご覧くだ
さい。

5.

というタイトルのページAutopilot 実験を作成するを開きます。このページには次のフィールドがあり
ます実験とデータの詳細名前、Amazon S3 バケットの場所、分割率、実験のターゲットなど。

6.

の中に実験とデータの詳細のセクションAutopilot 実験を作成するページで、次の情報を入力します。
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a.

実験名— 現在のアカウントで一意である必要がありますAWS リージョンおよび最大 63 文字の英
数字を使用します。ハイフン (-) は使用できますが、スペースは使用できません。

b.

入力データ-入力データの S3 バケットの場所を指定します。この S3 バケットは現在のもので
ある必要がありますAWS リージョン。URL はs3://フォーマット:アマゾン SageMaker 書き込
み権限がある。ファイルは CSV 形式またはパーケット形式とし、500 以上の行が必要です。選
択Browse利用可能なパスをスクロールしてPreview入力データのサンプルを表示します。

c.

Is your S3 input a manifest file? (S3 入力はマニフェストファイルですか) - マニフェストファイ
ルには、入力データの他にメタデータが含まれます。メタデータは、データの場所を指定しま
す。Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)。データのフォーマット方法や、モデルのト
レーニング時に使用するデータセットの属性も指定します。マニフェストファイルは、ラベル付
きデータをストリーミングする前処理の代わりに使用できます。パイプモード。

d.

データを自動分割？ — Autopilotは、トレーニングデータと検証データ用にデータを80～ 20% に
分割できます。カスタムスプリットをご希望の場合は、分割比率を指定する。カスタムデータ
セットを検証に使用するには、検証セットを指定してください。

e.

出力データの場所 (S3 バケット)-出力データを保存する S3 バケットの場所の名前。このバケット
の URL は Amazon S3 形式でなければなりません。ここで Amazon SageMaker 書き込み権限が
ある。S3 バケットは現在のAWS リージョン。Autopilotでは、入力データと同じ場所にこれを作
成することもできます。

7.

選択次のステップ ターゲットと機能。-ターゲットと機能タブが開きます。

8.

の中にターゲットと機能セクションで、モデル予測のターゲットとして設定する列を選択します。ま
た、学習する特徴を選択し、そのデータ型を変更することもできます。以下のデータ型 (タイプ) を使
用できます。Text,Numerical,Categorical,Datetime,SequenceそしてAuto。デフォルトではす
べての機能が選択されています。

9.

選択次のステップ トレーニングメソッド。-トレーニングメソッドタブが開きます。

10. の中にトレーニングメソッドセクションで、次のトレーニングオプションから選択します。アンサン
ブル,ハイパーパラメータ最適化 (HPO)または、データセットのサイズに基づいてオートパイロットに
自動的に選択させます。
トレーニングの詳細については、「」を参照してください。Autopilot トレーニングモードのセクショ
ントレーニングモードとアルゴリズムページ。
11. 選択次のステップ デプロイとアドバンスト設定を開くにはデプロイとアドバンスト設定。設定に
は、auto 表示エンドポイント名、機械学習の問題タイプ、および実験を実行するための選択肢が含ま
れます。
12. 現在、少なくとも 2 つの ml.m5.2xlarge インスタンスを持つことが要件になっています。
自動デプロイは、次のいずれかの理由で失敗します。
• リージョン内のエンドポイントインスタンスのデフォルトのリソースクォータが制限を超えていま
す。
• リージョンのエンドポイントインスタンスの顧客クォータが制限を超えています。
クォータに関連する障害が発生した場合は、サービス制限の引き上げをリクエストするにとって
SageMaker エンドポイントインスタンス。
13. デプロイ設定— Autopilotはエンドポイントを自動的に作成し、モデルをデプロイします。
a.

自動生成されたエンドポイントに自動デプロイするか、カスタムデプロイ用のエンドポイント名
を指定するには、トグルを次のように設定しますはい下自動デプロイ？ Amazon からデータをイ
ンポートする場合 SageMaker Data Wrangler では、Data Wrangler からの変換の有無にかかわら
ず、最適なモデルをauto デプロイするオプションが追加されています。

Note
Data Wrangler フローに次のような複数行の操作が含まれている場合groupby,joinまた
はconcatenateでは、このトランスフォームではauto デプロイできません。詳細につ
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いては、「」を参照してください。データフローに基づいてモデルを自動的にトレーニ
ング。
b.

詳細設定 (オプション)— オートパイロットには、実験パラメータを手動で設定するための追加コ
ントロールがあります。
i.

ii.

機械学習の問題タイプ-オートパイロットは、機械学習の問題のタイプを選択します。手動で
選択したい場合は、機械学習の問題のタイプを選択します。ドロップダウンメニュー。
A.

オート-オートパイロットは、予測する属性の値から問題のタイプを推測します。場合に
よって SageMaker 正確に推論することはできません。この場合、ジョブを成功させる
ために値を指定する必要があります。

B.

二項分類-二項分類は、教師あり学習の一種で、属性に基づいて、事前に定義された相互
に排他的な 2 つのクラスのいずれかに個人を割り当てます。たとえば、誰かが病気にか
かっているかどうかを判断する診断テストの結果に基づく医療診断。

C.

回帰-回帰では、従属ターゲット変数の値は、それと相関する 1 つ以上の変数または属性
に基づいて推定されます。平方フィートやバスルーム数などの特徴に基づく住宅価格な
どが例として挙げられます。

D.

多クラス分類-複数クラス分類は、教師あり学習の一種で、その属性に基づいて複数のク
ラスのいずれかに個人を割り当てる分類です。政治、金融、哲学など、テキストドキュ
メントに最も関連性の高いトピックの予測などが例として挙げられます。

選択次のステップ 確認と作成作成前にオートパイロットの実験の概要を取得できます。

14. 選択実験を作成する。オートパイロットは、実験の進行状況、生成されたモデルのリスト、およびそ
れらの作成に使用されたジョブプロファイルを提供します。

Note
不必要な請求が発生しないようにするには: 不要になったモデルをデプロイする場合は、そのデプ
ロイ中に作成されたエンドポイントとリソースを削除します。リージョン別のインスタンス料金
に関する情報は、次のURLでご覧いただけます。アマゾン SageMaker 料金。

アマゾン SageMaker Autopilot データセットと問題
タイプ
アマゾン SageMaker Autopilot は、Studio または AutoML API において、Autopilot が二項分類や回帰など
の問題タイプを指定する、あるいは提供されるデータに基づきユーザーに代わってそれを検出する、とい
うオプションを提供します。Autopilot では、各列に特定のデータ型の特徴を含み、各行に観測値を含む表
形式のデータをサポートしています。
トピック
• Autopilot のデータセット (p. 226)
• トレーニングデータセットと検証データセットの指定方法 (p. 227)
• トレーニング用の機能の選択方法 (p. 227)
• アマゾン SageMaker Autopilot の問題タイプ (p. 228)

Autopilot のデータセット
Autopilot は、CSV ファイルまたは Parquet ファイルとしてフォーマットした表形式のデータをサポートし
ています。表形式のデータでは、各列に特定のデータ型の特徴が入り、各行に観測値が入ります。これら
2 つのファイル形式のプロパティは大きく異なります。
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• CSV(comma-separated-values) は、データを人間が読めるプレーンテキストで格納する行ベースのファ
イル形式で、幅広いアプリケーションでサポートされているため、データ交換に一般的に採用されてい
ます。
• Parquet は、列ベースのファイル形式で、行ベースのファイル形式よりも効率的にデータを格納および
処理します。このため、ビッグデータの問題にはより適したオプションです。
列に受け入れられるデータ型には、数値、カテゴリ、テキスト、時系列 (カンマ区切りの数値の文字列で
構成) が含まれます。オートパイロットが対処していることを検出した場合時系列シーケンス、それはに
よって提供される特殊なフィーチャートランスフォーマーを通してそれらを処理しますtsfreshライブラ
リ。このライブラリは、時系列を入力として受け取り、時系列の絶対最大値や自己相関の記述統計などの
特徴を出力します。これらの出力された特徴は、3 つの問題タイプのいずれかに対する入力として使用さ
れます。
Autopilot は、数百 GB に達する大規模なデータセットでの機械学習モデルの構築をサポートしています。
入力データセットに対するデフォルトのリソース制限と、これらの制限を引き上げる方法の詳細について
は、「アマゾン SageMaker Autopilot (p. 254)」を参照してください。

トレーニングデータセットと検証データセットの指定
方法
CreateAutoMLJob を使用して AutoML ジョブを作成する場合は、InputDataConfig パラメータ
を使用して、入力データソースを提供する AutoMLChannel オブジェクトを指定する必要がありま
す。AutoMLChannel ごとに ChannelType があります。これは、training 値または validation 値
に指定することで、機械学習モデルを構築するときにデータをどのように使用するかを指定できます。少
なくとも 1 つのデータソースを指定する必要があり、最大 2 つのデータソースを指定できます。1 つはト
レーニングデータ用、もう 1 つは検証データ用です。
データをトレーニングデータセットと検証データセットに分割する方法は、データソースが 1 つか 2 つか
によって異なります。
• データソースが 1 つのみである場合、ChannelType はデフォルトで training に設定され、この値を
持つ必要があります。
• AutoMLDataSplitConfig の ValidationFraction 値を設定しないと、このソースのデータの
0.2 (20%) がデフォルトで検証に使用されます。
• ValidationFraction を 0 から 1 の間の値に設定すると、データセットは指定した値に基づいて分
割されます。この値は、検証に使用されるデータセットの割合を指定します。
• データソースが 2 つである場合は、AutoMLChannel オブジェクトの 1 つの ChannelType を
training (デフォルト値) に設定する必要があります。他のデータソースの ChannelType は
validation に設定する必要があります。2 つのデータソースは、同じ形式 (CSV または Parquet) と同
じスキーマを持つ必要があります。この場合、ValidationFraction の値を設定してはいけません。
各ソースのすべてのデータがトレーニングまたは検証に使用されるためです。この値を設定すると、エ
ラーが発生します。

トレーニング用の機能の選択方法
トレーニングに使用する機能は、次のものを使用して手動で選択できま
す。FeatureSpecificatioS3Uriの属性AutoMLCandidateGenerationConfigの内CreateAutomlJob形式
は以下のようになります。
{

"AutoMLJobConfig": {
"CandidateGenerationConfig": {
"FeatureSpecificiationS3Uri":"string"
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}

}

}

選択したフィーチャは、次の形式で JSON ファイル内に含める必要があります。
{ "FeatureAttributeNames":["col1", "col2", ...] }

にリストされている値["col1", "col2", ...]大文字と小文字が区別される それらは、入力データ内
の列名のサブセットである一意の値を含む文字列のリストでなければなりません。

Note
機能として提供される列のリストには、ターゲット列を含めることはできません。

アマゾン SageMaker Autopilot の問題タイプ
問題タイプは、CreateAutoPilot.ProblemType パラメータで設定します。これに
より、Autopilot が試す前処理の種類とアルゴリズムが制限されます。ジョブが終了する
と、CreateAutoPilot.ProblemType を設定している場合、ResolvedAttribute.ProblemType は
設定した ProblemType と一致します。空白のままにしておくと (またはnull)、ProblemTypeはユー
ザーに代わってAutopilot が決定するものです。

Note
場合によっては、Autopilot は十分な信頼度で ProblemType を推論できません。その場合、ジョ
ブを成功させるために値を指定する必要があります。
問題タイプのオプションは次のとおりです。

回帰
回帰では、従属ターゲット変数の値は、それと相関する 1 つ以上の他の変数または属性に基づいて推定さ
れます。一例として、バスルームと寝室の数、家と庭の平方フィートなどの特徴を使用した住宅価格の予
測があります。回帰分析では、これらの特徴の 1 つ以上を入力として受け取り、家の価格を予測するモデ
ルを作成できます。

二項分類
二項分類は、教師あり学習の一種で、属性に基づいて、事前に定義された相互に排他的な 2 つのクラスの
いずれかに個人を割り当てます。属性が正しくラベル付けされたオブジェクトを提供する例を使用してモ
デルがトレーニングされるため、教師ありです。診断検査の結果に基づいて、個人が疾患を有するか否か
の医学的診断が二値分類の一例です。

多クラス分類
多クラス分類とは、教師あり学習の一種で、その属性に基づいて複数のクラスのいずれかに個人を割り当
てる分類です。属性が正しくラベル付けされたオブジェクトを提供する例を使用してモデルがトレーニン
グされるため、教師ありです。一例として、テキストドキュメントに最も関連性の高いトピックの予測が
あります。ドキュメントは、たとえば、宗教、政治、金融、または他のいくつかの事前定義されたトピッ
ククラスのいずれかについてであるとして分類することができます。

トレーニングモードとアルゴリズムのサポート
アマゾン SageMaker Autopilot は、機械学習の問題に対処するために、品質と目標のメトリクスをレポー
トして、必要に応じて交差検証を自動的に使用します。
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トレーニングモード
SageMaker オートパイロットは、データセットのサイズに基づいてトレーニング方法を自動的に選択する
ことも、手動で選択することもできます。選択肢は次のとおりです。
• アンサンブル— オートパイロットはAutoGluon複数の基本モデルをトレーニングするためのライブラ
リ。データセットに最適な組み合わせを見つけるために、アンサンブルモードでは異なるモデルとメタ
パラメーター設定で 10 回の試行を実行します。次に、Autopilotはスタッキングアンサンブル法を使用し
てこれらのモデルを組み合わせて、最適な予測モデルを作成します。Autopilotがアンサンブルモードで
サポートするアルゴリズムのリストについては、以下を参照してくださいアルゴリズムのサポートセク
ション。
• ハイパーパラメータ最適化 (HPO)— Autopilotは、データセットでトレーニングジョブを実行しながら、
ベイズ最適化またはマルチフィデリティ最適化を使用してハイパーパラメータを調整することにより、
モデルの最適なバージョンを検出します。HPOモードでは、データセットに最も関連するアルゴリズム
を選択し、モデルを調整するのに最適な範囲のハイパーパラメータを選択します。モデルを調整するた
めに、HPO モードでは最大 100 回の試行 (デフォルト) を実行して、選択した範囲内で最適なハイパー
パラメーター設定を見つけます。データセットのサイズが 100 MB 未満の場合、Autopilot はベイズ最適
化を使用します。Autopilotは、データセットが100 MBを超える場合、マルチフィデリティ最適化を選択
します。
マルチフィデリティ最適化では、メトリクスはトレーニングコンテナから継続的に送信されます。選択
した客観的指標に対して成績が悪い試験は早期に中止されます。うまく機能している試験には、より多
くのリソースが割り当てられます。
オートパイロットがHPOモードでサポートするアルゴリズムのリストについては、以下を参照してくだ
さいアルゴリズムのサポートセクション。
• オート— データセットのサイズに基づいて、オートパイロットはアンサンブルモードかHPOモードのど
ちらかを自動的に選択します。データセットが 100 MB を超える場合、オートパイロットは HPO を選
択します。それ以外の場合は、アンサンブルモードを選択します。

Note
最適なランタイムとパフォーマンスを得るには、100 MB 未満のデータセットにはアンサンブル
トレーニングモードを使用してください。

アルゴリズムのサポート
In (イン)HPO モード、Autopilot は次のタイプの機械学習アルゴリズムをサポートしています。
• 線形学習者— 分類または回帰の問題の解決に使用できる教師あり学習アルゴリズム。
• XGBoost— 一連のより単純で弱いモデルから得られた推定のアンサンブルを組み合わせることで、ター
ゲット変数の正確な予測を試みる、教師あり学習アルゴリズム。
• 深層学習アルゴリズム — 多層パーセプトロン (MLP) とフィードフォワード人工ニューラルネットワー
ク。このアルゴリズムは、直線的に分離できないデータを処理できます。

Note
機械学習の問題に使用するアルゴリズムを指定する必要はありません。Autopilot は、トレーニン
グのために適切なアルゴリズムを自動的に選択します。
In (イン)アンサンブルモードAutopilot がサポートする機械学習アルゴリズムのタイプは次のとおりです。
• LightGBM— 勾配ブースト機能を備えたツリーベースのアルゴリズムを使用する最適化されたフレーム
ワーク。このアルゴリズムは、深さではなく幅の広い木を使用し、速度を重視して高度に最適化されて
います。
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• CatBoost— 勾配ブースト機能を備えたツリーベースのアルゴリズムを使用するフレームワーク。カテゴ
リ変数の処理に最適化されています。
• XGBoost— ツリーベースのアルゴリズムとグラデーションブーストを使用するフレームワーク。幅では
なく深さが増します。
• ランダムフォレスト— データのランダムなサブサンプルに複数のデシジョンツリーを置換して使用する
ツリーベースのアルゴリズム。ツリーは、各レベルで最適なノードに分割されます。各ツリーの決定は
平均化され、過適合を防ぎ、予測を改善します。
• Extra Tree— データセット全体で複数のデシジョンツリーを使用するツリーベースのアルゴリズム。木
は各レベルでランダムに分割されます。過適合を防ぎ、予測を改善するために、各ツリーの決定が平均
化されます。ツリーを追加すると、ランダムフォレストアルゴリズムと比較して、ある程度のランダム
化が加わります。
• 線形モデル— 線形方程式を使用して、観測データの 2 つの変数間の関係をモデル化するフレームワー
ク。
• ニューラルネットワークトーチ — を使用して実装されるニューラルネットワークモデルPypilot チュー
トリアル。
• ニューラルネットワーク fast.ai — を使用して実装されるニューラルネットワークモデルfast.ai。

メトリクス
このガイドでは、機械学習モデルのパフォーマンスを測定するために使用できる指標を紹介します。アマ
ゾン SageMaker Autopilot は、機械学習モデル候補の予測品質を測定するメトリクスを生成します。候補
に対して計算されるメトリクスは、MetricDatum 型の配列を使用して指定します。
次のリストは、Autopilot でモデルのパフォーマンスを測定するために現在使用可能なメトリクスの名前を
示しています。
Accuracy
正しく分類された項目の数の、(正しく、および誤って) 分類された項目の総数に対する比率。二項分
類と多クラス分類の両方で使用されます。精度は、予測されたクラス値が実際の値にどれだけ近いか
を測定します。精度メトリクスの値は 0～1 の間の値をとります。値 1 は完全な精度を示し、0 は完全
な不正確さを示します。
AUC
曲線下面積 (AUC) メトリクスは、ロジスティック回帰など、確率を返すアルゴリズムによる二項分類
の比較と評価に使用されます。確率を分類にマッピングするには、これらをしきい値と比較します。
関連する曲線は、受信者操作特性曲線 (ROC 曲線) です。ROC 曲線は、予測の偽陽性率 (FPR) に対す
る真陽性率 (TPR)/再現率を、しきい値 (これを超えれば予測を陽性とみなす) の関数としてプロットし
ます。しきい値を高くすると偽陽性は小さくなりますが、偽陰性が増加します。
AUC は、このROC曲線の下面積です。したがって、AUC は、考えられるすべての分類しきい値にわ
たってモデルパフォーマンスの集約評価基準を提供します。AUC スコアは 0～1 の間の値をとりま
す。1 のスコアは完全な精度を示し、半分のスコア (0.5) は予測がランダム分類器を上回らないことを
示します。
BalancedAccuracy
BalancedAccuracyは、すべての予測に対する正確な予測の比率を測定するメトリクスです。この
比率は、真陽性 (TP) と真陰性 (TN) を陽性 (P) と陰性 (N) の合計数で正規化した後に計算します。二
項分類と多クラス分類の両方で使用され、次のように定義されます。0.5* (TP/P) + (TP/P) + (TP/P)
+BalancedAccuracy不均衡なデータセットで陽性と陰性の数が相互に大きく異なる場合に、より優
れた精度の尺度となります。例えば、メールの 1% だけがスパムである場合などです。
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F1
-F1スコアは、精度と再現率の調和平均で、次のように定義されます。F1 = 2 * (精度 * リコール)/(精度
+ リコール) これは、従来、正と負と呼ばれているクラスへの二項分類に使用されます。予測は、実際
の (正しい) クラスと一致する場合は true、そうでない場合は false とみなされます。
精度は、すべての陽性予測数に対する真陽性予測数の比率であり、データセット内の偽陽性予測数を
含みます。精度は、陽性クラスを予測するときの予測品質を測定します。
再現率 (または感度) は、すべての実際の陽性インスタンス数に対する真陽性予測数の比率です。再現
率は、モデルがデータセット内の実際のクラスメンバーをどれだけ完全に予測したかを測定します。
F1 のスコアは 0～1 の間の値です。スコアが 1 の場合は可能な限り最高のパフォーマンスを示し、0
は最悪を示します。
F1macro
-F1macroscore は、多クラス分類問題に F1 スコアリングを適用します。これを行うために、精度
と再現率を計算し、その調和平均をとって各クラスの F1 スコアを計算します。最後に、F1macro は
個々のスコアを平均化し、F1macro得点。F1macroスコアは 0～1 の間の値です。スコアが 1 の場合
は可能な限り最高のパフォーマンスを示し、0 は最悪を示します。
LogLoss
対数損失は、クロスエントロピー損失とも呼ばれ、確率出力そのものではなく、出力の品質を評価す
るために使用するメトリクスです。二項分類と多クラス分類の両方、およびニューラルネットで使用
します。また、これはロジスティック回帰のコスト関数でもあります。対数損失は、モデルが高い確
率で誤った予測を行っていることを示す重要なメトリクスです。値の範囲は 0 から無限大です。値 0
は、データを完全に予測するモデルを表します。
MAE
平均絶対誤差 (MAE) は、予測値と実際の値がどの程度異なるかを示す尺度で、すべての値を平均化し
ます。MAE は、モデルの予測誤差を理解するために回帰分析で一般的に使用します。線形回帰があ
る場合、MAE は予測線から実際の値までの平均距離を表します。MAE は、絶対誤差の合計を観測値
の数で割った値として定義されます。値の範囲は 0 から無限大で、数字が小さいほど、モデルがより
データに適合していることを示します。
MSE
平均二乗誤差 (MSE) は、予測値と実際の値の差の二乗の平均です。これは回帰に使用します。MSE
の値は常に正です。モデルによる実際の値の予測精度が高くなるほど、MSE 値は小さくなります。
Precision
精度は、アルゴリズムが識別したすべての陽性のうち、真陽性 (TP) をどの程度適切に予測したかを
測定します。これは次のように定義されます。精度は TP/ (TP+FP) で、値は 0～1 の範囲です。二項
分類で使用します。偽陽性のコストが高い場合、精度は重要なメトリクスです。例えば、航空機の安
全システムが誤って安全に飛行可能と判断した場合、偽陽性のコストは非常に高くなります。偽陽性
(FP) は、陽性予測であるが、データ内で実際には陰性であることを示します。
PrecisionMacro
精度マクロは、多クラス分類問題の精度を計算します。そのために、各クラスの精度を計算し、スコ
アを平均化して複数のクラスの精度を取得します。PrecisionMacroスコアは 0～1 の範囲です。ス
コアが高いほど、モデルが特定したすべての陽性のうち、真陽性 (TP) を予測した能力が高いこと (複
数のクラスを平均化した結果) を示します。
R2
2

R は、決定係数とも呼ばれ、モデルが従属変数の分散をどれだけ説明できるかを定量化するために使
用します。値は 1 から -1 の範囲です。数値が大きいほど、説明される変動性の割合が高いことを示し
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ます。R2ゼロ (0) に近い値は、従属変数のほとんどをモデルが説明できなかったことを示します。負
の値は、適合度が悪く、モデルは定数関数と比べてパフォーマンスが下回っていることを示します。
線形回帰の場合、これは水平線です。
Recall
再現率は、アルゴリズムがデータセット内のすべての真陽性 (TP) をどれだけ正しく予測するかを測定
します。真陽性は、陽性予測のうち、データ内で実際にも陽性である値を示します。リコールの定義
は次のとおりです。再現率 = TP/ (TP/P)。値は 0～1 の範囲です。スコアが高いほど、データの真陽性
(TP) を予測するモデルの能力が高いことを示します。二項分類で使用します。
再現率は、すべての真陽性を見つけるために使用されるため、がんの検査では重要です。偽陽性 (FP)
は、陽性予測であるが、データ内では実際に陰性であることを示します。再現率を測定するだけでは
不十分な場合があります。すべての出力を真陽性として予測すると、完全な再現率スコアになってし
まうためです。
RecallMacro
- RecallMacro 多クラス分類問題の再現率を計算します。そのために、各クラスの再現率を計算し、
スコアを平均化して複数のクラスの再現率を取得します。 RecallMacro スコアは 0～1 の範囲の値で
す。スコアが高いほど、データセット内の真陽性 (TP) を予測するモデルの能力が高いことを示しま
す。一方、真陽性は、陽性予測を反映します。これは、データ内で実際にも陽性である値を示しま
す。再現率を測定するだけでは不十分な場合があります。すべての出力を真陽性として予測すると、
完全な再現率スコアになってしまうためです。
RMSE
二乗平均平方根誤差 (RMSE) は、予測値と実際の値の差の平方根を計算したものです。回帰分析でモ
デル予測誤差を理解するために使用します。大きなモデル誤差や外れ値の存在を示す重要なメトリク
スです。値はゼロ (0) から無限大の範囲で、数値が小さいほど、モデルがデータにより適合している
ことを示します。RMSE は規模に依存するため、サイズが異なるデータセットの比較には使用しない
でください。
候補モデルに対して自動的に計算されるメトリクスは、対象としている問題のタイプによって決まりま
す。
• 回帰:MAE,MSE,R2,RMSE
• 二項分類: Accuracy、AUC、BalancedAccuracy、F1、LogLoss、Precision、Recall
• 多クラス分類:
Accuracy、BalancedAccuracy、F1macro、LogLoss、PrecisionMacro、RecallMacro

アマゾン SageMaker Autopilot モデルのモデルのデ
プロイ
Autopilot 実験で最良の検証メトリクスを出したモデルをデプロイするには、オプションがいくつかありま
す。でオートパイロットを使用する場合 SageMaker Studio では、モデルを自動または手動でデプロイで
きます。別の開発で作業する場合、Autopilot API を直接呼び出してモデルをデプロイできます。
• 自動: Autopilot 実験からの最良モデルをエンドポイントに自動的にデプロイするには、デフォルトをそ
のまま使用します。Autoデプロイ値オンで実験を作成する場合 SageMakerStudio。
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Note
リージョン内のエンドポイントインスタンスに対するデフォルトのリソースクォータまたはカ
スタマークォータが過度に制限されていると、自動デプロイは失敗します。現在、少なくとも
2 つの ml.m5.2xlarge インスタンスを持つことが要件になっています。例えば、eu-north-1 リー
ジョン (ストックホルム) はこの要件を満たしていません。このリージョンでサポートされて
いるインスタンスタイプは以下のとおりです。SageMaker欧州 (ストックホルム) eu-north-1。
この問題が発生した場合は、次のサービス制限の引き上げをリクエストできます SageMaker
の手順に従ってインスタンスをエンドポイントにしますサポートされているリージョンおよび
クォータ (p. 32)。の中にケースの詳細パネル、選択SageMaker エンドポイントのためのリミッ
トタイプ。[Request1] で、以下を選択します。
• リージョン: 欧州 (ストックホルム)
• リソースタイプ: SageMaker ホスト
• 制限: ml.m5.2xlarge (最低)
• 新しい制限値: 2
• 手動: Autopilot 実験からの最良モデルをエンドポイントに手動でデプロイするには、Autoデプロイ価値
をオフで実験を作成する場合 SageMaker Studio。
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• API 呼び出し: 次の一連の API コールを実行します。
1. CreateAutoMLJob
2. DescribeAutoMLJob
3. ListCandidatesForAutoMLJob
4. CreateModel
5. CreateEndpointConfig
6. CreateEndpoint
での実験の結果の自動デプロイ SageMaker Studio は、この最後のオプションにリストしている 6 つの
API をデフォルトで呼び出します。実験の作成方法の詳細については、「Amazon を作成する SageMaker
Autopilot 実験 (p. 224)」を参照してください。

Note
不要な料金が発生しないようにするには、不要になったモデルのデプロイ時に作成されたエンド
ポイントとリソースを削除します。リージョン別インスタンスの料金の詳細については、アマゾ
ン SageMaker 料金。

アマゾン SageMaker Autopilot 説明可能性
アマゾン SageMaker オートパイロットはAmazonが提供するツールを使用します SageMaker 明確化する
と、機械学習 (ML) モデルが予測をどのように行うかの説明に役立ちます。これらのツールを利用すると、
機械学習モデラー、デベロッパー、その他の内部ステークホルダーは、デプロイ前にモデルの特性を理解
できます。また、ツールを使用して、デプロイ後のモデルから提供される予測をデバッグすることもでき
ます。機械学習デルがどのようにして予測に至ったかの透明性は、コンシューマーや規制当局に非常に重
要です。コンシューマーや規制当局は、モデル予測に基づく判断を受け入れる場合、モデル予測を信頼す
る必要があります。Autopilot の説明機能は、モデルに依存しない特徴帰属アプローチを使用します。これ
を使用して、モデルがトレーニング後に予測を行った理由を理解したり、推論中にインスタンスごとの説
明を提供したりできます。この実装には、SHAP のスケーラブルで効率的な実装が含まれます。これは、
協調ゲーム理論の分野における Shapley 値という概念に基づいており、特定の予測で各特徴に重要度を割
り当てます。
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説明は、規制要件の監査と適合、モデルの信頼の構築、人間の意思決定のサポート、モデルのパフォーマ
ンスのデバッグと改善に使用できます。
Shapely 値とベースラインの詳細については、「Shapley 値を使用する特徴属性 (p. 2480)」と「説明可能
性のための SHAP ベースライン (p. 2480)」を参照してください。
アマゾンのガイドについて SageMaker ドキュメントを明確にしてください。SageMaker Clarify ドキュメ
ントのガイド (p. 8)。

Amazon によって生成されたモデル SageMaker
Autopilot チュートリアル
ここでは、Amazon の詳細を表示する方法について説明します。 SageMaker 実行した自動操縦ジョブ
Autopilot によって生成された候補モデルについて提供される詳細は次のとおりです。
• モデルの予測説明に役立つ各特徴の重要度を示す、集計された SHAP 値のプロット。
• 目標メトリクスなど、さまざまなトレーニングと検証のメトリクスの集約統計。
• モデルのトレーニングとチューニングに使用されるハイパーパラメータのリスト。

Note
このトピックでは、Autopilot 実験が既に作成され、実行済みであることを前提としていま
す。Autopilot 実験の作成方法の詳細については、「Amazon を作成する SageMaker Autopilot 実
験 (p. 224)」を参照してください。

Note
この手順で特徴重要度メトリクスにアクセスするには、まず [File] (ファイル) > [Shut down]
(シャットダウン) を選択し、コンソールから Studio を再起動する必要があります。
1.

Amazon を実行した後にモデルの詳細を表示するには SageMaker オートパイロットの仕事、選んで
SageMaker リソースアイコン

左サイドバーから開くにはSageMaker リソースパネル。

2.

選択実験と試行回数下にあるドロップダウンメニューから SageMaker リソースの料金を見積もるこ
とができます。

3.

詳細を調べる Autopilot ジョブを未割り当てのトライアルコンポーネントの数リスト。ジョブの名前を
右クリックし、AutoML Job 説明ポップアップメニューから 新しいが開きますAutopilot) タブ。

4.

-Autopilotパネルには目的ジョブ内の各モデルのメトリック値とベストモデルの一番上にトライアル)
タブ。モデルの詳細を確認するには、関心のあるモデルを右クリックしてモデル詳細で開く。新しい
が開きますモデル詳細) タブ。

5.

In (イン)モデル詳細[Explainability] タブの上部には、各特徴の重要度を示す集計された SHAP 値のプ
ロット、およびこのモデルのハイパーパラメータ値が表示されます。-パフォーマンスタブには、メ
トリック統計と混同マトリックスが含まれています。-アーティファクトタブには、モデルの入力、出
力、中間結果に関する情報が含まれています。-ネットワークタブには、ネットワーク分離と暗号化の
選択肢がまとめられています。

Note
機能の重要性と情報パフォーマンスタブは以下に対してのみ生成されますベストモデル。
SHAP 値が特徴の重要度に基づく予測の説明にどう役立つかの詳細については、下にスクロールし
てモデルの説明可能性を理解するホワイトペーパーは説明可能性) タブ。詳細については、アマゾン
SageMaker モデルの説明可能性の明確化 (p. 2478)のトピック SageMaker デベロッパーガイド
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アマゾン SageMaker AutoML タスクを管理するた
めに生成された Autopilot ノートブック
アマゾン SageMaker Autopilot は、自動機械学習 (AutoML) プロセスの主要タスクを管理します。これら
はAutoML ジョブを使用して Autopilot により実装されます。AutoML ジョブは、3 つのノートブックベー
スのレポートを作成します。これらのレポートは、候補モデルの生成のために Autopilot が従う計画を説明
します。候補モデルは、(パイプライン、アルゴリズム) ペアで構成されています。まず、データ探索ノー
トブックでは、指定したデータについてAutopilot が学習した内容を説明します。2 番目の候補定義ノー
トブックでは、データに関する情報を使用して候補を生成します。3 番目にモデルインサイトオートパイ
ロット実験のリーダーボードで最適なモデルのパフォーマンス特性を詳しく説明するのに役立つレポー
ト。
トピック
• アマゾン SageMaker Autopilot データ探索レポート (p. 236)
• 候補定義ノートブック (p. 243)
• Autopilot モデルの情報 (p. 244)
これらのノートブックは Amazon で実行できます SageMaker または、インストールした場合はローカ
ルにアマゾン SageMaker Python SDK。 他のノートブックと同じようにノートブックを共有できます
SageMaker Studio のノートブック ノートブックは、実験を行うために作成されています。例えば、ノー
トブックの以下の項目を編集できます。
• データに対して使用するプリプロセッサ
• ハイパーパラメータ最適化 (HPO) の実行および並行処理の回数
• 試すアルゴリズム
• HPO ジョブで使用するインスタンスタイプ
• ハイパーパラメータの範囲
候補定義ノートブックの変更は、学習手段として行うことをお勧めします。これにより、機械学習プロセ
スで行った決定が結果にどのように影響するかを確認できます。

Note
デフォルトインスタンスでノートブックを実行した場合は、基準コストの負担で済みます。ただ
し、候補ノートブックから HPO ジョブを実行すると、これらのジョブは追加のコンピューティ
ングリソースを使用するため、追加コストが発生します。

アマゾン SageMaker Autopilot データ探索レポート
アマゾン SageMaker Autopilot は、データセットを自動的にクリーニングして前処理します。高いデータ
品質により、機械学習をより効率的に行い、より正確に予測を行うモデルを作成できます。顧客が提供す
るデータセットには、ある程度のドメイン知識がないと自動的に修正できない問題があります。例えば、
回帰問題に対するターゲット列の外れ値が大きいと、外れ値以外の値に対して最適さに欠ける予測が発生
する可能性があります。モデリングの目的によっては、外れ値の削除が必要になることがあります。ター
ゲット列が誤って入力特徴の 1 つとして含まれている場合、最終モデルは適切に検証されますが、将来の
予測にはほとんど価値がありません。このような問題を顧客が発見できるように、Autopilot は、データの
潜在的な問題に関するインサイトと対処方法を示すデータ探索レポートを提供し、その対処方法を提案し
ます。
レポートを含むデータ探索ノートブックは、パイプラインのレコメンデーションステップを完了するすべ
ての Autopilot ジョブに対して生成されます。レポートは S3 バケットに保存され、出力パスからアクセス
できます。データ探索レポートのパスは通常、次のパターンに従います。
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[s3 output path]/[name of the automl job]/sagemaker-automl-candidates/[name of processing
job used for data analysis]/notebooks/SageMakerAutopilotDataExplorationNotebook.ipynb

データ探索ノートブックの場所は、Autopilot API からDescribeAutoMLJobオペレーションレスポンス、
保存DataExplorationNotebookLocation。
からオートパイロットを実行する場合 SageMaker Studio では、Autopilot ジョブを記述する UI を開
き、Open data explore notebookオートパイロットのジョブの説明ページから。

データ探索レポートは、トレーニングプロセスの開始前にデータから生成されます。これを使用して、意
味のない結果につながる可能性のある Autopilot ジョブを停止し、Autopilot を再実行する前にデータセット
の問題や改善に対処できます。このため、より適切にキュレートされたデータセットでモデルをトレーニ
ングする前に、ドメインの専門知識を活用してデータ品質を手動で改善する機会が得られます。
生成されるデータレポートには静的マークダウンのみが含まれており、どの Jupyter 環境でも開くことが
できます。レポートを含むノートブックは、PDF や HTML などの他の形式に変換できます。変換の詳細に
ついては、「nbconvert スクリプトを使用して Jupyter ノートブックを他の形式に変換する」を参照してく
ださい。
トピック
• データセットの概要 (p. 237)
• ターゲット分析 (p. 238)
• データサンプル (p. 240)
• 重複行 (p. 241)
• 相互相関列 (p. 241)
• 異常な行 (p. 242)
• 欠損値、濃度、記述統計 (p. 242)

データセットの概要
この [Dataset Summary] (データセットの概要) は、データセットの特性を示す主要な統計情報を提供し
ます。これは、Amazon がデータセットに問題がある場合に、迅速にアラートを提供することを目的とし
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ています。 SageMaker 自動操縦装置が検出され、ユーザーの介入が必要となる可能性があります。イン
サイトは、重要度が「高」または「低」に分類される警告として示されます。分類は、問題がモデルのパ
フォーマンスに悪影響を与えることを示す信頼度に依存します。
重要度が高と低のインサイトは概要にポップアップ表示されます。ほとんどのインサイトの場合、デー
タセットに注意を要する問題があることを確認する方法についてレコメンデーションが提供されます。ま
た、これらの問題の解決方法に関する提案も提供されます。
Autopilot は、データセット内の欠落したまたは無効なターゲット値に関する追加の統計を提供し、重要度
の高いインサイトでは取得されない可能性のあるその他の問題の検出を支援します。特定タイプの列が予
期しない数である場合は、使用する列の一部がデータセットから欠落している可能性があります。また、
データを準備または保存する方法に問題があったことを示している可能性もあります。Autopilot によって
知らされるこれらのデータの問題を修正することにより、データでトレーニングされた機械学習モデルの
パフォーマンスを向上させることができます。

重要度の高いインサイトは、レポートの概要セクションと、他の関連するセクションに表示されます。通
常、データレポートのセクションに応じて、重要度の高い/低いインサイトの例が示されます。

ターゲット分析
このセクションには、ターゲット列の値の分布に関連して、重要度が高い/低いさまざまなインサイトが
表示されます。ターゲット列に正しい値が含まれていることを確認する必要があります。ターゲット列の
値が間違っていると、機械学習モデルが意図したビジネス目的に役立たない可能性があります。このセク
ションには、重要度が高い/低いデータインサイトがいくつかあります。次にいくつかの例を示します。
• 外れターゲット値 - 裾の重いターゲットなど、回帰に対する歪んだまたは異常なターゲット分布。
• 高いまたは低いターゲット基数 - 分類のクラスラベルの頻度が小さいか、一意のクラス数が非常に大き
い。
回帰および分類の両方の問題タイプで、数値の無限、NaN、ターゲット列の空白などの無効な値が表示さ
れます。問題タイプに応じて異なるデータセット統計が表示されます。回帰問題に対するターゲット列の
値の分布により、分布が期待どおりであるかどうかを簡単に検証できます。
次の例は、ターゲット列の値のディストリビューションに関する Autopilot データレポートを示していま
す。
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ターゲット値とその分布に関する複数の統計が表示されます。外れ値、無効な値、または欠落している値
の割合のいずれかがゼロより大きい場合、その値が表示され、使用できないターゲット値がデータに含ま
れている理由を調査できます。一部の使用できないターゲット値は、重要度が低いインサイト警告として
強調表示されます。次の例では、「`」記号が誤ってターゲット列に追加されたため、ターゲットの数値が
解析されなくなっています。

問題のある値や影響を受ける行を特定しやすくするために、Autopilot は、使用できない、または外れ値の
ターゲット値を含む行の例を示します。分類のラベルの分布は、分析もできるように表としてプロットさ
れます。
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Note
このセクションおよびその他のセクションに記載されているすべての用語の定義は、レポート
ノートブックの下部にある [Definitions] (定義) セクションで確認できます。

データサンプル
データセットの問題をさらに特定しやすくするために、ご自分で検査できるように、ご自分で検査できる
ように、ご自分でデータの実際のサンプルを提示します。 SageMaker Autopilot チュートリアル サンプ
ルテーブルは水平方向にスクロールします。これは、使用するデータセットに必要な列がすべて存在する
ことを検証するために使用できます。データ列が欠落している場合、調査が必要な、データセットのイン
ポート前に発生した前処理の問題がある可能性があります。
予測力の尺度はAmazonによって計算されます SageMaker Autopilot を使用して入力列として偽装された
ターゲット列を識別するために使用できます。これは、予測能力の高い列を重要と見なして注意を集中す
るのに役立ちます。予測能力の詳細については、[Definitions] (定義) セクションを参照してください。

Note
予測能力がユースケースの適切な評価基準であることが確実である場合を除き、特徴の重要度を
示す代替として予測能力を使用することは推奨されません。
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重複行
データセット内に重複行がある場合、Amazon SageMaker オートパイロットはそれらのサンプルを表示し
ます。

Note
Autopilot に提供する前に、アップサンプリングによってデータセットをバランスさせることは推
奨されません。これを行うと、Autopilot によってトレーニングされたモデルの検証スコアが正し
くなくなり、生成されたモデルが使用できなくなる可能性があります。

相互相関列
数値列相関は、標準の相互相関行列グラフィックを使用する場合にも表示されます。これを使ってデータ
セット内の特徴の数を減らすことができます。特徴の数が少ないほど、モデルの過剰適合の可能性が少な
くなり、2 つの方法で運用コストを削減できます。これにより、必要な Autopilot ランタイムが少なくな
り、アプリケーションによってはデータ収集手順をより安価に実行できます。

Note
+1 に近い値と -1 に近い値は、2 つの特徴がそれぞれ正と負の相関関係が高いことを示します。
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異常な行
アマゾン SageMaker Autopilot は、データセット内の異常と見なされる行を検出します。次に、各行に異
常スコアを割り当てます。負の異常スコアがある行は、異常とみなされます。

欠損値、濃度、記述統計
アマゾン SageMaker Autopilot は、データセットの個々の列のプロパティを調べてレポートします。この
分析を示すデータレポートの各セクションでは、最も「疑わしい」値を最初にチェックできるように、コ
ンテンツが順に並べられます。この統計を使用することで、個々の列のコンテンツを改善し、Autopilot に
よって生成されるモデルの品質を高めることができます。

242

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
候補定義ノートブック

Autopilot は、これらが含まれる列のカテゴリ値に関するいくつかの統計を計算します。これには、ユニー
クなエントリの数とユニークな単語の数 (テキストの場合) が含まれます。これらは検査用に表に示されま
す。

Autopilot は、これらが含まれる列の数値に関するいくつかの標準統計を計算します。これには、平均値、
中央値、最小値、最大値、数値タイプおよび外れ値の割合が含まれます。これらは検査用に表に示されま
す。

候補定義ノートブック
候補定義ノートブックには、推奨されるそれぞれの前処理ステップ、アルゴリズム、ハイパーパラメータ
の範囲が含まれています。
ノートを作成したら、どの候補をトレーニングしてチューニングするかを選択できます。ノートブック内
で候補を含む自動機械学習 (AutoML) ジョブのセクションを実行して、これらの候補を選択します。これ
らの候補は、最終的に最良の候補が特定されるように自動的に最適化されます。
AutoML ジョブのすべてのセクションを直接実行すると、ジョブの完了後に最適な候補のみが表示されま
す。

Note
候補定義ノートブックは次の用途には使用できませんアンサンブルモード。
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Autopilot モデルの情報
アマゾン SageMaker モデルモニタレポートは、AutoML ジョブによって Autopilot 実験のリーダーボード
に生成されたモデル候補のインサイトと品質情報を提供します。このレポートには、最適な分類モデル候
補のみのモデルインサイトチャートが表示されます。これには、偽陽性/偽陰性、真陽性と偽陽性のトレー
ドオフ、精度と再現率のトレードオフを理解することが含まれます。
また、Autopilot には、予測品質の測定に使用する、すべての候補モデルのスカラーメトリクスも表示され
ます。リーダーボードビューには、これらのメトリクスがデフォルトで表示されます。候補モデルに対し
て自動的に計算されるメトリクスは、対象としている問題のタイプによって決まります。
• 回帰: MSE
• 二項クラス分類 精度、F1、AUC
• 複数クラスのクラス分類: 精度、F1macro
関連するメトリクスを使用してモデル候補を並べ替えると、ビジネスニーズに対処するモデルを選択して
デプロイしやすくなります。これらのメトリクスの定義については、Autopilot 候補メトリクストピック。
- SageMaker モデルモニタレポートには、Autopilot ジョブ、メトリクステーブル、いくつかのモデルイン
サイトに関する詳細が表示されます。これらには、分類問題のタイプに関連するモデルチャートが含まれ
ます。これらのレポートには、 SageMaker スタジオフロムザからパフォーマンス開いたページのタブを
選択し、AutoML ジョブが完了していることを確認します。AutoML ジョブを作成および実行する方法につ
いては、 SageMaker スタジオ、見るAmazon を作成する SageMaker Autopilot 実験 (p. 224)。
トピック
• モデルの詳細とメトリクステーブル (p. 244)
• 混同行列 (p. 245)
• 受信者操作特性曲線の下面積 (p. 247)
• 精度-再現率曲線 (p. 248)

モデルの詳細とメトリクステーブル
モデルの詳細には、以下の情報が含まれます。
• Autopilot 候補者名
• Autopilot Job 名
• 問題タイプ
• 目標メトリクス
• 最適化の方向
モデルの品質情報は、事前構築済みの SageMaker Model Monitor コンテナ 生成されるレポートの内容は、
対処する問題のタイプ (回帰、二項分類、または多クラス分類) によって異なります。このレポートは、評
価データセットに含まれていた行の数と、評価が行われた時刻を示します。
回帰問題に関して、AutoML ジョブによって生成される Model Monitor レポートのメトリクステーブルの例
は、次のとおりです。
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二項分類問題に関して、AutoML ジョブによって生成される Model Monitor レポートのメトリクステーブル
の例は、次のとおりです。

多クラス分類問題に関して、AutoML ジョブによって生成される Model Monitor レポートのメトリクステー
ブルの例は、次のとおりです。

混同行列
混同行列は、さまざまなクラスに対して、二項分類および多クラス分類で行われた予測の精度を可視化す
る方法を提供します。混同行列は、実際のラベルに対する正しい予測と誤った予測の割合を含む表です。
混同行列の各行は、モデルが予測したラベルによって実際のラベルがどのように分類されたかを示しま
す。正確な予測の割合は、左上から右下までの対角線上に示されます。対角線から外れた割合は、モデル
が予測している誤分類のタイプを示します。これらの誤った予測は混同値です。
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二項分類問題に関する混同行列の例は、次のとおりです。

多クラス分類問題に関する混同行列の例は、次のとおりです。
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このレポートは、多クラス分類問題タイプに関する最大 15 個のラベルを収容できる混同行列を提供しま
す。ラベルは、最も不正確に予測されたものから、最も正確に予測されたものへと、順にリストされま
す。行に Nan と表示されている場合は、検証データセットにそのラベルの行がないことを意味します。

受信者操作特性曲線の下面積
受信者操作特性曲線 (AUC ROC 曲線) の下面積は、真陽性率と偽陽性率のトレードオフを表します。AUC
ROC 曲線は、二項分類モデルで使用される業界標準の精度メトリクスです。AUC は、モデルが陰性の例
と比較して陽性の例により高いスコアを予測する能力を測定します。AUC メトリクスは、考えられるすべ
ての分類しきい値にわたってモデルパフォーマンスの集約評価基準を提供します。
AUC のメトリクスは 0 から 1 までの範囲の 10 進値を返します。1 に近い AUC 値は、極めて正確な ML
モデルであることを示します。0.5 付近の値は、機械学習モデルがランダムな推測を上回っていないこと
を示します。0 に近い値は一般的ではありません。通常、データに問題があることを示します。基本的
に、0 に近い AUC は、機械学習モデルが正しいパターンを学習したが、これらのパターンを使用して可能
な限り不正確な予測を行っていることを示します。例えば、0 を 1 として予測し、1 を 0 として予測して
います。AUC メトリクスの詳細については、Wikipedia の記事「Receiver operating characteristic」を参照
してください。
分類するバイナリモデル no-better-than-random 真陽性率と偽陽性率が等しい場合、AUC スコアは 0.5 に
なります。ランダム二項分類器を表す曲線は、受信者操作特性グラフで赤い対角点線です。より正確な
分類モデルの曲線は、このランダムベースラインより上にあり、真陽性の割合が偽陽性の率を超えていま
す。

偽陽性率 (FPR) は、実際の陰性が陽性として誤って予測された誤アラーム率または割合を測定します。範
囲は 0～1 です。値が小さいほど予測精度が高いことを示します。
• FPR = FP/(FP+TN)
真陽性率 (TPR) は、実際の陽性が陽性として予測された割合を測定します。範囲は 0～1 です。値が大き
いほど (最大は 1)、予測精度が高いことを示します。
• TPR = TP/(TP+FN)
これらの率は以下のように定義します。
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• 正しい予測
• 真のポジティブ(TP): 予測値は 1 で、真の値は 1 です。
• 真陰性(TN): 予測値は 0 で、真の値は 0 です。
• 誤った予測
• 誤検出(FP): 予測値は 1 ですが、真の値は 0 です。
• 偽陰性(楽しい): 予測値は 0 ですが、真の値は 1 です。

精度-再現率曲線
精度-再現率曲線は、二項分類問題で使用されるさまざまなしきい値における精度と再現率のトレードオフ
を表します。二項分類問題の目的は、トレーニングデータセットで陽性とラベル付けされた関連要素をで
きるだけ多く正しく分類することです。再現率は高いが精度が低いシステムは、多くの関連結果を返しま
すが、トレーニングラベルと比較すると、そのラベルのうち予測したラベルは高い割合で不正確です。精
度は高いが再現率が低いシステムは、より少ない関連結果を返しますが、トレーニングラベルと比較する
と、そのラベルのうち予測したラベルは高い割合で正確です。精度と再現率の両方が高い完璧なシステム
は、多くの正確なラベル付け結果を生成します。詳細については、Wikipedia の「Precision and recall」
(精度と再現率) を参照してください。
精度は、陽性と予測されたすべての結果のうち、実際の陽性が陽性と予測された割合を測定します。範囲
は 0～1 です。値が大きいほど、予測された値の精度が高いことを示します。
• 精度 = TP/(TP+FP)
再現率 は、サンプル内のすべての実際の陽性のうち、実際の陽性が陽性と予測された割合を測定します。
これは、感度および真陽性率とも呼ばれます。範囲は 0～1 です。値が大きいほど、サンプルからの陽性
値の検出率が高いことを示します。
• 再現率 = TP/(TP+FN)
アマゾン SageMaker Autopilot は、精度再現率曲線 (AUPRC) の下面積をレポートします。AUPRC メト
リクスは、考えられるすべての分類しきい値にわたってモデルパフォーマンスの集約評価基準を提供しま
す。
同じデータセットでトレーニングした 4 つの異なるモデル間で、精度-再現率曲線とその AUPRC 値を比較
する例を次に示します。
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生成コンテナに推論出力を設定する
アマゾン SageMaker オートパイロットは注文されたものを生成しますContainerDefinitionリスト。
これを使用して、機械学習パイプラインにデプロイするモデルを構築できます。このモデルはオンライン
ホスティングや推論に使用できます。
顧客は、ListCandidateForAutoMLJob API を使用して推論コンテナ定義のリストにアクセスできま
す。最良候補を表す推論コンテナ定義のリストは、DescribeAutoMLJobレスポンス。
トピック
• 回帰および分類の問題タイプのための推論コンテナ定義 (p. 249)

回帰および分類の問題タイプのための推論コンテナ定
義
このセクションでは、ハイパーパラメータ最適化 (HPO) モードのコンテナ定義の詳細を説明します。
Autopilot は、ジョブの問題タイプに固有の推論コンテナを生成します。
• 回帰: HPO は 2 つのコンテナを生成します。
1. 元の特徴を回帰アルゴリズムでトレーニングできる特徴に変換する特徴に変換する特徴に変換する特
徴に変換する特徴に変換する特徴に変換します。
2. 特徴を変換してデータセットの回帰スコアを生成するアルゴリズムコンテナ。
• 分類: HPO は、3 つのコンテナを生成します。
1. 元の特徴を、分類アルゴリズムでトレーニングできる特徴に変換する特徴に変換する特徴に変換する
特徴に変換する特徴に変換する特徴に変換します。
2. を生成するアルゴリズムコンテナpredicted_label最も高い確率で。このコンテナは、推論レスポ
ンスで分類結果に関連するさまざまな確率を生成することもできます。
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3. アルゴリズム予測の後処理を実行する特徴量エンジニアリングコンテナ。たとえば、予測されたラベ
ルに対して逆変換を実行し、それを元のラベルに変更できます。

アンサンブルモードのコンテナ定義
In (イン)アンサンブルモードでは、回帰および分類の問題タイプの両方に、推論コンテナが 1 つしかあり
ません。この推論コンテナは特徴を変換し、問題の種類に基づいて予測を生成します。

分類モデルの推論レスポンス
このセクションでは、アンサンブルモードで Autopilot 分類モデルの推論レスポンスを選択する方法を学習
します。
分類推論コンテナでは、4 つの定義済みキーを使用して推論レスポンスのコンテンツを選択できます。
• predicted_label: オートパイロットによって決定された、正しいラベルを予測する可能性が最も高い
ラベル。
• probability: 二項分類のための True クラスの確率。の確率predicted_label複数クラスのクラス
クラス分類用
• probabilities: 対応するすべてのクラスの確率のリスト。
• labels: すべてのラベルのリスト。
デフォルトでは、推論コンテナはpredicted_label。追加の推論内容を選択するに
は、inference_response_keysパラメータには、次の 3 つまでの環境変数を含めることができます。
• SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED: これは、各コンテナがサポートするコンテンツについてのヒン
トを提供するために設定されます。
• SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT: これは、コンテナが入力ペイロードに期待するキーに設定します。
• SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT: これには、コンテナから出力される一連のキーを入力します。

HPO モードでの分類モデルの推論レスポンス
このセクションでは、ハイパーパラメータ最適化 (HPO) モードを使用して分類モデルからの推論応答を設
定する方法を説明します。
HPO モードで推論応答コンテンツを選択するには: 追加SAGEMAKER_INFERENCE_INPUTそし
てSAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT分類問題用に HPO モードで生成される 2 番目と 3 番目のコンテナへ
の変数。

2 番目のコンテナ (アルゴリズム) でサポートされているキー
は、predicted_label、probability、probabprobability、probabprobability、probabprobability、probabprobability、probabil
注意labels意図的に追加されていないSAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED。
3 番目の分類モデルコンテナがサポートするキーは次のとおりで
す。predicted_label,labels,probability、およびprobabilities。したがっ
て、SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED環境にはこれらのキーの名前が含まれます。
受信する推論コンテナの定義を更新するにはpredicted_labelそしてprobabilityでは、次のコード例
を使用してください。
containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
probability'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT': 'predicted_label,
probability'})
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containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
probability'})

次のコード例では、受信する推論コンテナの定義を更新します。predicted_label,probabilities、
およびlabels。合格しないでくださいlabels2 番目のコンテナ (アルゴリズムコンテナ) に変換します。
これは、3 番目のコンテナで別個に生成するためです。
containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
'predicted_label,probabilities'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT':
'predicted_label,probabilities'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
probabilities,labels'})

以下の折りたたみ可能なセクションでは、次のコード例を示します。AWS SDK for Python (Boto3)そし
て SageMaker SDK for Python 各セクションでは、それぞれのコード例の推論レスポンスのコンテンツを
HPO モードで選択する方法を示します。

AWS SDK for Python (Boto3)
import boto3
sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='<Region>')
role = '<IAM role>'
input_data = '<S3 input uri>'
output_path = '<S3 output uri>'
best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName='<AutoML Job Name>')
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']
best_candidate_containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
'predicted_label, probability'})
best_candidate_containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT':
'predicted_label, probability'})
best_candidate_containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
'predicted_label, probability'})
# create model
reponse = sm_client.create_model(
ModelName = '<Model Name>',
ExecutionRoleArn = role,
Containers = best_candidate_containers
)
# Lauch Transform Job
response = sm_client.create_transform_job(
TransformJobName='<Transform Job Name>',
ModelName='<Model Name>',
TransformInput={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'S3DataType': 'S3Prefix',
'S3Uri': input_data
}
},
'ContentType': "text/CSV",
'SplitType': 'Line'
},
TransformOutput={
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'S3OutputPath': output_path,
'AssembleWith': 'Line',

)

},
TransformResources={
'InstanceType': 'ml.m4.xlarge',
'InstanceCount': 1,
},

SageMaker SDK for Python
from sagemaker import AutoML
aml = AutoML.attach(auto_ml_job_name='<AutoML Job Name>')
aml_best_model = aml.create_model(name='<Model Name>',
candidate=None,
inference_response_keys**=['probabilities', 'labels'])
aml_transformer = aml_best_model.transformer(accept='text/csv',
assemble_with='Line',
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,)
aml_transformer.transform('<S3 input uri>',
content_type='text/csv',
split_type='Line',
job_name='<Transform Job Name>',
wait=True)

アンサンブルモードの分類モデルの推論応答
このセクションでは、アンサンブルモードを使用して分類モデルから推論レスポンスを構成する方法を説
明します。
In (イン)アンサンブルモード、推論応答の内容を選択するには、SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT環境変
数。
分類モデルコンテナがサポートするキーは次のとおりで
す。predicted_label,labels,probability、およびprobabilities。これらのキー
はSAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED環境。
受信する推論コンテナ定義を更新するにはpredicted_labelそしてprobabilityについては、次のコー
ド例を参照してください。
containers[0]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
probability'})

次の折りたたみ可能なセクションでは、アンサンブルモードで推論応答の内容を選択するコード例を示し
ています。この例では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用します。

AWS SDK for Python (Boto3)
import boto3
sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='<Region>')
role = '<IAM role>'
input_data = '<S3 input uri>'
output_path = '<S3 output uri>'
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best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName='<AutoML Job Name>')
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']
*best_candidate_containers[0]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
'predicted_label, probability'})
*
# create model
reponse = sm_client.create_model(
ModelName = '<Model Name>',
ExecutionRoleArn = role,
Containers = best_candidate_containers
)
# Lauch Transform Job
response = sm_client.create_transform_job(
TransformJobName='<Transform Job Name>',
ModelName='<Model Name>',
TransformInput={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'S3DataType': 'S3Prefix',
'S3Uri': input_data
}
},
'ContentType': "text/CSV",
'SplitType': 'Line'
},
TransformOutput={
'S3OutputPath': output_path,
'AssembleWith': 'Line',
},
TransformResources={
'InstanceType': 'ml.m4.xlarge',
'InstanceCount': 1,
},
)

次の折りたたみ可能なセクションでは、と同じコード例を示しています。 SageMaker HPO用のPython用
のSDKの例 便宜上、同梱されています。

SageMaker SDK for Python
次の HPO コード例では SageMaker SDK for Python
from sagemaker import AutoML
aml = AutoML.attach(auto_ml_job_name='<AutoML Job Name>')
aml_best_model = aml.create_model(name='<Model Name>',
candidate=None,
*inference_response_keys**=['probabilities', 'labels'])*
aml_transformer = aml_best_model.transformer(accept='text/csv',
assemble_with='Line',
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,)
aml_transformer.transform('<S3 input uri>',
content_type='text/csv',
split_type='Line',
job_name='<Transform Job Name>',
wait=True)
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アマゾン SageMaker Autopilot
Amazon の使用時に利用できるリソースを制限するクォータがあります。 SageMaker Autopilot チュート
リアル 引き上げることができる制限と、そうでない制限があります。

Note
次のセクションで説明するリソースクォータは、Amazon のバージョンで有効です。 SageMaker
Studio 3.22.2 以降 のバージョンの更新については SageMaker スタジオ、見るシャットダウンと
アップデート SageMaker Studio と Studio アプリ (p. 157)。
トピック
• 増やすことができるクォータ (p. 254)
• リソースクォータ (p. 255)

増やすことができるクォータ
入力データセットのサイズにはデフォルトの制限があります。対象となるのは、単一の Parquet ファイル
のファイルサイズ (*)、サブサンプリングのターゲットデータセットサイズ (**)、および Amazon で同時に
実行できる同時ジョブの数です。 SageMaker それぞれのAutopilotAWSアカウント、あたりAWSリージョ
ン。

リソースの制限
リソース

リージョン

デフォルトの制限

引き上げることができ
る最大

入力データセットのサ
イズ

すべて

100 GB

数百 GB

1 つの Parquet ファイル
のサイズ*

すべて

2 GB

数十 GB

サブサンプリングの
ターゲットデータセッ
トサイズ**

すべて

5 GB

数百 GB

同時 Autopilot ジョブの
数

us-east-1、useast-2、us-west-2、apnortheast-1、euwest-1、eu-central-1

4

数百

ap-northeast-2、apsoutheast-2、euwest-2、ap-southeast-1

2

数百

その他のすべてのリー
ジョン

1

10

Note
*この 2 GB のサイズ制限は、単一の圧縮された Parquet ファイルに対するものです。複数の圧縮
された Parquet ファイルを含む Parquet データセットを提供できます。これらのファイルを解凍
すると、それぞれのサイズが拡大する場合があります。
**Autopilot は、ターゲットデータセットサイズより大きい入力データセットを自動的にサブサン
プリングします。同時に、クラスの不均衡を考慮し、まれなクラスラベルを保持します。
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これらの制限は、 サポートに連絡して引き上げることができます。

クォータの引き上げをリクエストするには:
1.

AWS Support センターのページを開き、必要に応じてサインインし、[Create case] (ケースの作成)を
選択します。

2.

[Create case (ケースの作成)] ページで [Service limit increase (サービスの制限緩和)] を選択します。

3.

の中にケースの詳細パネル、選択SageMakerAutoMLのための制限タイプ。

4.

[Request 1] (リクエスト 1) の [Requests] (リクエスト) パネルで、[Region] (リージョン)、引き上げ
るリソースの [Limit] (制限)、リクエストする [New Limit value] (新しい制限値) を選択します。クォー
タの引き上げの追加リクエストがある場合は、[Add another request] (リクエストを追加) を選択しま
す。

5.

希望する [Contact options] (問い合わせオプション) を選択し、[Submit] (送信) を選択します。

リソースクォータ
次の表に、Amazon のランタイムリソース制限を示します。 SageMaker のAutopilot ジョブAWSリージョ
ン。

Autopilot ジョブあたりのリソース制限
リソース

Autopilot ジョブあたりの制限

Autopilot ジョブの最大ランタイム

30 日間
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Amazon の API リファレンスガイド SageMaker
Autopilot チュートリアル
アマゾン SageMaker Autopilot および上位レベルで使用されるすべての REST オペレーションとデータ型
を説明している API リファレンスドキュメントを提供しますアマゾン SageMaker Python SDK toAutoML
ジョブの作成と管理に使用できます。また、コマンドラインインターフェイス (CLI) も提供します。AWS
のクライアント用の SDK SageMaker .NET、C++、Go、Java、 JavaScript、PHP V3、およびルビー V3。
次に続くセクションでは、これらの Autopilot プログラミングインターフェイスを説明します。
トピック
• SageMaker API リファレンス (p. 256)
• アマゾン SageMaker Python SDK to (p. 257)
• AWS コマンドラインインターフェイス（CLI） (p. 257)
• AWS SDK for Python (Boto) (p. 257)
• AWS SDK for .NET (p. 258)
• AWS SDK for C++ (p. 258)
• AWS SDK for Go (p. 258)
• AWS SDK for Java (p. 258)
• AWSSDK for JavaScript (p. 259)
• AWS SDK for PHP V3 (p. 259)
• AWS SDK for Ruby V3 (p. 259)

SageMaker API リファレンス
この API は、Amazon を作成および管理するための HTTP サービス API を提供します。 SageMaker
Autopilot リソース
[Actions] (アクション)
• CreateAutoMLJob
• DescribeAutoMLJob
• ListAutoMLJobs
• ListCandidatesForAutoMLJob
• StopAutoMLJob
データ型
• AutoMLCandidate
• AutoMLCandidateStep
• AutoMLChannel
• AutoMLContainerDefinition
• AutoMLDataSource
• AutoMLJobArtifacts
• AutoMLJobCompletionCriteria
• AutoMLJobConfig
• AutoMLJobObjective
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• AutoMLJobSummary
• AutoMLOutputDataConfig
• AutoMLPartialFailureReason
• AutoMLS3DataSource
• AutoMLSecurityConfig
• CandidateArtifactLocations
• CandidateProperties
• FinalAutoMLJobObjectiveMetric
• MetricDatum
• ModelDeployConfig
• ModelDeployResult
• ResolvedAttributes
• TuningJobCompletionCriteria
全体の詳細については SageMaker REST API、を参照してくださいAPI および SDK リファレンス。

アマゾン SageMaker Python SDK to
この Python ライブラリには、いくつかの高レベルの抽象化が用意されています。 SageMaker。次のクラ
スを使用して AutoML ジョブを管理できます。
• AutoML
• AutoMLInput
• AutoMLJob
• CandidateEstimator
• CandidateStep
この Python SDK によるモデルのトレーニングとデプロイの簡略化の詳細については、以下を参照してく
ださい。の使用アマゾン SageMaker Python SDK to。

AWS コマンドラインインターフェイス（CLI）
-AWS CLI作成と管理用の API を提供 SageMaker リソースの料金を見積もることができます。こちら
がAWS CLIアマゾン用 SageMakerAutopilot コマンド
• create-auto-ml-job
• describe-auto-ml-job
• list-auto-ml-jobs
• list-candidates-for-auto-ml-job
• stop-auto-ml-job

AWS SDK for Python (Boto)
Boto は、Amazon Web Services (AWS) SDK for Python です。これにより、Python デベロッパーは、
SageMaker などの AWS のサービスを作成、設定、管理できます。Boto は低レベルを提供しますクライア
ント基盤となるものにマップするAPI SageMaker サービス API 次に、Client クラスで AutoML ジョブを管
理するために使用されるメソッドの一覧を示します。

257

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
AWS SDK for .NET

• create_auto_ml_job()
• describe_auto_ml_job()
• list_auto_ml_jobs()
• list_candidates_for_auto_ml_job()
• stop_auto_ml_job()

AWS SDK for .NET
.NET SDK を使用すると、デベロッパーは SageMaker などの AWS のサービスを作成、設定、管理で
きます。この API は、基盤となる API にマップします SageMaker サービス API 次に、Client クラスで
AutoML ジョブを管理するために使用されるメソッドの一覧を示します。
• CreateAutoMLJob
• DescribeAutoMLJob
• ListAutoMLJobs
• ListCandidatesForAutoMLJob
• StopAutoMLJob

AWS SDK for C++
C++ SDK を使用すると、デベロッパーは SageMaker などの AWS のサービスを作成、設定、管理できま
す。この API は、基盤となる API にマップします SageMaker サービス API Client クラスで AutoML ジョ
ブを管理するために使用されるメソッドについては、「Aws::SageMaker::SageMakerClient Class
Reference」を参照してください。

AWS SDK for Go
Go SDK を使用すると、デベロッパーは SageMaker などの AWS のサービスを作成、設定、管理でき
ます。この API は、基盤となる API にマップします SageMaker サービス API 次に、Client クラスで
AutoML ジョブを管理するために使用されるメソッドの一覧を示します。
• CreateAutoMLJob
• DescribeAutoMLJob
• ListAutoMLJobs
• ListCandidatesForAutoMLJob
• StopAutoMLJob

AWS SDK for Java
Java SDK を使用すると、デベロッパーは SageMaker などの AWS のサービスを作成、設定、管理で
きます。この API は、基盤となる API にマップします SageMaker サービス API 次に、Client クラスで
AutoML ジョブを管理するために使用されるメソッドの一覧を示します。
• createAutoMLJob
• describeAutoMLJob
• listAutoMLJobs
• listCandidatesForAutoMLJob
• stopAutoMLJob
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AWSSDK for JavaScript
- JavaScript SDK を使用すると、デベロッパーは作成、設定、管理できますAWSのようなサービス
SageMaker。この API は、基盤となる API にマップします SageMaker サービス API 次に、Client クラス
で AutoML ジョブを管理するために使用されるメソッドの一覧を示します。
• createAutoMLJob
• describeAutoMLJob
• listAutoMLJobs
• listCandidatesForAutoMLJob
• stopAutoMLJob

AWS SDK for PHP V3
PHP V3 SDK を使用すると、デベロッパーは SageMaker などの AWS のサービスを作成、設定、管理で
きます。この API は、基盤となる API にマップします SageMaker サービス API 次に、Client クラスで
AutoML ジョブを管理するために使用されるメソッドの一覧を示します。
• CreateAutoMLJob
• DescribeAutoMLJob
• ListAutoMLJobs
• ListCandidatesForAutoMLJob
• StopAutoMLJob

AWS SDK for Ruby V3
Ruby V3 SDK を使用すると、デベロッパーは SageMaker などの AWS のサービスを作成、設定、管理で
きます。この API は、基盤となる API にマップします SageMaker サービス API 次に、Client クラスで
AutoML ジョブを管理するために使用されるメソッドの一覧を示します。
• create_auto_ml_job()
• describe_auto_ml_job()
• list_auto_ml_jobs()
• list_candidates_for_auto_ml_job()
• stop_auto_ml_job()
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データにラベルを付ける
機械学習モデルをトレーニングするには、大規模で高品質なラベル付きデータセットが必要で
す。Amazon を使ってデータにラベルを付けることができます SageMaker Ground Truth Ground Truth
の組み込みタスクタイプの中から 1 つを選択するか、独自のカスタムラベル付けワークフローを作成しま
す。データラベルの精度を向上させ、データのラベル付けにかかる総コストを削減するには、自動データ
ラベリングや注釈統合などの Ground Truth 拡張データラベリング機能を使用します。
トピック
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Amazon の使用 SageMaker Ground Truth 合成データを生成してラベル付けする (p. 573)
• ワークフォースの作成と管理 (p. 580)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータ
の Ground Tru
機械学習モデルをトレーニングするには、大規模で高品質なラベル付きデータセットが必要です。Ground
Truth は、機械学習モデル用の高品質なトレーニングデータセットを構築するのに役立ちます。Ground
Truth を使用すると、ラベル付きデータセットを作成できる機械学習とともに、Amazon Mechanical
Turk、任意のベンダー会社、または社内のプライベートワークフォースのいずれかのワーカーを使用でき
ます。Ground Truth のラベル付きデータセット出力を使用して、独自のモデルをトレーニングできます。
出力を Amazon のトレーニングデータセットとして使用することもできます。 SageMaker モデル。
ML アプリケーションに応じて、Ground Truth の組み込みタスクタイプのいずれかを選択し、ワーカー
に特定のタイプのラベルをデータに対して生成させることができます。また、カスタムラベル付けワー
クフローを構築して、データにラベルを付けるワーカーに独自の UI とツールを提供することもできま
す。Ground Truth の組み込みタスクタイプの詳細については、「組み込みタスクタイプ (p. 433)」を参
照してください。カスタムラベル付けワークフローを作成する方法については、「カスタムラベル付け
ワークフローの作成 (p. 400)」を参照してください。
トレーニングデータセットのラベル付けを自動化するため、オプションで自動データラベリング、つまり
機械学習を使用して人間がラベルを付ける必要があるデータを決定する Ground Truth プロセスを使用でき
ます。自動データラベリングにより、ラベル付けに要する時間と手動作業を削減できます。詳細について
は、「データのラベル付けの自動化 (p. 535)」を参照してください。カスタムラベル付けワークフローを
作成するには、「カスタムラベル付けワークフローの作成 (p. 400)」を参照してください。
構築済みツールまたはカスタムツールを使用して、トレーニングデータセットのラベル付けタスクを割り
当てます。ラベル付け UI テンプレートとは、タスクと指示書をワーカーに示すために Ground Truth で
使用されるウェブページです。- SageMaker コンソールは、ラベル付けデータ用の組み込みテンプレート
を提供しています。これらのテンプレートを利用することも、HTML 2.0 コンポーネントを使用して独自
のタスクや指示書を構築することもできます。詳細については、「カスタムラベル付けワークフローの作
成 (p. 400)」を参照してください。
任意のワークフォースを使って、データセットにラベルを付けます。以下のワークフォースから選択でき
ます。
• 世界中の 500,000 を超える独立系請負業者の Amazon Mechanical Turk ワークフォース。
• 社内でデータを処理するため、自社の従業員や請負業者から作られるプライベートワークフォース。
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• データラベリングサービスに特化した AWS Marketplace で見つけることができるベンダー企業。
詳細については、「ワークフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照してください。
Amazon S3 バケットにデータセットを保存します。バケットには次の 3 つの要素が含まれています。ラベ
ル付けするデータ、Ground Truth でデータファイルを読み込むのに使用する入力マニフェストファイル、
出力マニフェストファイル。出力ファイルにはラベル付けジョブの結果が含まれています。詳細について
は、「入力データと出力データを使用する (p. 465)」を参照してください。
ラベリングジョブのイベントがAmazonに表示されます CloudWatch の下では/aws/sagemaker/
LabelingJobsグループ。 CloudWatch ラベル付けジョブ名をログストリーミングの名前として使用しま
す。

Ground Truth を初めて使用する方向けの情報
Ground Truth を初めて使用する方には、次のことをお勧めします。
1. 読む開始方法 (p. 261) - このセクションでは、最初に Ground Truth ラベル付けジョブを設定する方法
を紹介します。
2. その他のトピックについて調べる - 必要に応じて、次を行います。
• 組み込みタスクタイプを確認する - 組み込みのタスクタイプを使用して、ラベル付けジョブを作成す
るプロセスを効率化します。Ground Truth の組み込みタスクタイプの詳細については、「組み込みタ
スクタイプ (p. 433)」を参照してください。
• ラベル付けワークフォースを管理する - 新しい作業チームを作り、既存のワークフォースを管理しま
す。詳細については、「ワークフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照してください。
• ストリーミングラベル付けジョブについて学ぶ - ストリーミングラベル付けジョブを作成し、永続
的に実行されるラベル付けジョブを使用して、新しいデータセットオブジェクトをリアルタイムで
ワーカーに送信します。ラベル付けジョブがアクティブで、新しいオブジェクトが送信されている
限り、ワーカーはラベル付けする新しいデータオブジェクトを継続的に受け取ります。詳細について
は、Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブ (p. 469) を参照してください。
3. 「」を参照してくださいReference-Ground Truth の操作を自動化するための操作を説明します。

開始方法
この動画では、Amazon を設定して使用する方法について説明します SageMaker Ground Truth (長さ:
9:37)
Amazon の使用を開始するには SageMaker Ground Truth については、次のセクションの指示に従いま
す。このセクションでは、コンソールを使用してラベル付けジョブを作成し、パブリックまたはプライ
ベートワークフォースを割り当てて、ラベル付けジョブをワークフォースに発行する方法について説明し
ます。ラベル付けジョブの進捗状況をモニタリングする方法も含みます。
カスタムラベル付けワークフローを作成する場合は、「カスタムラベル付けワークフローの作
成 (p. 400)」で手順を参照してください。
ラベル付けジョブを作成する前に、データセットを Amazon S3 バケットにアップロードする必要があり
ます。詳細については、「入力データと出力データを使用する (p. 465)」を参照してください。
トピック
• ステップ 1: 開始する前に (p. 262)
•
•
•
•

ステップ 2: ラベル付けジョブの作成 (p. 262)
ステップ 3: [ワーカーを選択] (p. 263)
ステップ 4: バウンディングボックスツールの設定 (p. 265)
ステップ 5: ラベル付けJob を監視する (p. 266)
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ステップ 1: 開始する前に
使用を開始する前に SageMaker コンソールラベル付けジョブを作成するには、使用するデータセットを
セットアップする必要があります。処理:
1.

公開されている HTTP URL で 2 つのイメージを保存します。このイメージは、ラベル付けタスクを完
了するための指示書を作成する際に使用します。イメージのアスペクト比はおよそ 2:1 とする必要が
あります。この演習では、イメージの内容は重要ではありません。

2.

入力ファイルと出力ファイルを保持する Amazon S3 バケットを作成します。バケットは、Ground
Truth を実行するリージョンと同じリージョンに存在する必要があります。バケット名は、ステップ 2
で使用するため、メモしておきます。
Ground Truth には、ラベル付けジョブ入力イメージデータを含むすべての S3 バケットに CORS ポ
リシーがアタッチされている必要があります。この変更の詳細については、「CORS アクセス許可要
件 (p. 544)」を参照してください。

3.

IAM ロールを作成するか、または SageMaker でロールを作成するAmazonSageMakerFullAccessIAM
ポリシー を参照してくださいIAM ロールの作成ラベル付けジョブを作成しているユーザーに次のアク
セス許可ポリシーを割り当てます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "sagemakergroundtruth",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPool"
],
"Resource": "*"
}
]

次
ステップ 2: ラベル付けジョブの作成 (p. 262)

ステップ 2: ラベル付けジョブの作成
このステップでは、コンソールを使用してラベル付けジョブを作成します。アマゾンに言って SageMaker
Ground Truth マニフェストファイルが保存されている Amazon S3 バケットで、ジョブ用のパラメータを
設定します。Amazon S3 バケットへのデータの保存に関する詳細については、「入力データと出力データ
を使用する (p. 465)」を参照してください。

ラベル付けジョブを作成するには
1.

を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左のナビゲーションから、[Labeling jobs (ラベル付けジョブ)] を選択します。

3.

[Create labeling job (ラベル付けジョブの作成)] を選択して、ジョブ作成プロセスを開始します。
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4.

[Job overview (ジョブの概要)] セクションで、次の情報を入力します。
• Job name(ジョブ名) - ジョブの内容がわかる名前をラベル付けジョブに指定します。この名前は
ジョブリストに表示されます。この名前は、AWS リージョンのアカウントで一意である必要があり
ます。
• Label attribute name(ラベル属性名) - この基本ジョブにはデフォルト値が最適なオプションである
ため、このチェックボックスはオフのままにします。
• Input data setup (入力データのセットアップ) - [Automated data setup] (自動データセットアップ) を
選択します。このオプションを使用すると、S3 の入力データに自動的に接続できます。
• S3 location for input datasets (入力データセットの S3 の場所) - ステップ 1 でイメージを追加した
S3 の場所を入力します。
• S3 location for output datasets (出力データセットの S3 の場所) – 出力データが書き込まれる S3 の
場所。
• Data type (データ型) - ドロップダウンメニューを使用して、[Image] (イメージ) を選択しま
す。。Ground Truth は、入力データセットの S3 ロケーションで見つかったすべての画像をラベル
付けジョブの入力として使用します。
• IAM ロール— IAM ロールを作成または選択するには、以下の AmazonSageMakerFullAccess IAM ポ
リシーがアタッチされています。

5.

[Task type] (タスクタイプ) セクションで、[Task category] (タスクカテゴリ) フィールドに [Image] (イ
メージ) を選択します。

6.

[Task selection] (タスク選択)で、Bounding box (境界ボックス) を選択します。

7.

[次へ] を選択し、ラベル付けジョブの設定に進みます。

次
ステップ 3: [ワーカーを選択] (p. 263)

ステップ 3: [ワーカーを選択]
このステップでは、データセットのラベル付けに対応するワークフォースを選択します。Amazon をテス
トするために、プライベートワークフォースを作成することをお勧めします SageMaker Ground Truth E
メールアドレスを使用して、ワークフォースのメンバーを招待します。このステップでプライベートワー
クフォースを作成する場合は、後で Amazon Cognito ユーザープールをインポートすることはできませ
ん。Amazon Cognito ユーザープールを使用してプライベートワークフォースを作成する場合は、「」を
参照してください。プライベートワークフォースを管理する (Amazon Cognito) (p. 589)このチュートリ
アルでは、代わりに Mechanical Turk のワークフォースを使用してください。

Tip
Ground Truth で使用できるその他のワークフォースオプションについては、「ワークフォースの
作成と管理 (p. 580)」を参照してください。。

プライベートワークフォースを作成するには:
1.

[Workers] (ワーカー) セクションで、[プライベート] を選択します。

2.

プライベートワークフォースを初めて使用する場合、[E メールアドレス] フィールドで、最大 100 個
の E メールアドレスを入力します。アドレスはカンマ (,) で区切る必要があります。自身がワーク
フォースに属して、データオブジェクトのラベル付けタスク参照できるようにするため、自分の E
メールアドレスを含める必要があります。

3.

[組織名] フィールドには、組織の名前を入力します。この情報を使用して、ユーザーをプライベート
ワークフォースに招待するために送信する E メールをカスタマイズします。ユーザープールが作成さ
れた後に、コンソールを使用して組織名を変更できます。

4.

[連絡先 E メール] フィールドに、ワークフォースのメンバーがタスクでの問題の報告に使用する E
メールアドレスを入力します。
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プライベートワークフォースに自分自身を追加すると、次のようなメールが送信されます。Amazon, Inc.
は、前の手順のステップ 3 で入力した組織に置き換えられます。メール内のリンクを選択して、提供され
た一時パスワードを使用してログインします。プロンプトが表示されたら、パスワードを変更します。正
常にログインすると、ワーカーポータルにラベル付けタスクが表示されます。

Tip
プライベートワークフォースのワーカーポータルへのリンクは、ラベル付けワークフォー
スGround Truth 領域のセクション SageMakerコンソール。リンクを表示するには、[Private] (プ
ライベート) タブを選択します。リンクは、[Private workforce summary] (プライベートワーク
フォースの概要) の [Labeling portal sign-in URL] (ラベル付けポータルのサインイン URL) ヘッ
ダーにあります。
Amazon Mechanical Turk ワークフォースを使用して、データセットにラベルを付けることを選択した場
合、データセットで完了したラベル付けタスクに対して料金が請求されます。

Amazon Mechanical Turk ワークフォースを使用するには:
1.

[Workers] (ワーカー) セクションで、[パブリック] を選択します。

2.
3.

[Price per task] (タスクあたりの料金) を設定します。
必要に応じ、[The dataset does not contain adult content] (このデータセットにはアダルトコンテンツ
は含まれていません) を選択し、サンプルデータセットにアダルトコンテンツがないことを確認しま
す。この情報により Amazon SageMaker Ground Truth は、Mechanical Turk の外部ワーカーに、デー
タセット内の潜在的に攻撃的なコンテンツに遭遇する可能性があることを警告します。
次のステートメントの横にあるチェックボックスをオンにして、サンプルデータセットに個人を特定
できる情報 (PII) が含まれていないことを確認します。これは、Ground Truth とMechanical Turk を使
用するための要件です。入力データに PII が含まれている場合は、このチュートリアルでプライベー
トワークフォースを使用します。

4.

Amazon Mechanical Turk のワークフォースが世界中に所在する独立した請負業者で構成されており、
機密情報、個人情報、または保護対象の医療情報をこのワークフォースと共有してはならないことを
理解し、同意します。

264

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
開始方法

次
ステップ 4: バウンディングボックスツールの設定 (p. 265)

ステップ 4: バウンディングボックスツールの設定
最後に境界ボックスツールを設定して、ワーカーに指示書を提供します。タスクの内容がわかるタイトル
タスクを設定し、ワーカーに高レベルな指示書を提供できます。クイック指示書と詳細な指示書の両方を
指定できます。ラベル付けするイメージの横にクイック指示書が表示されます。詳細な指示書には、タス
クを完了するための詳細な指示書が含まれています。この例では、クイック指示書のみを提供します。詳
細な指示書の例は、セクションの下部の [Full instructions] (詳細な指示書) を選択して参照できます。

境界ボックスツールを設定するには
1.

[Task description] (タスクの説明) フィールドに、タスクの簡単な手順を入力します。例:
Draw a box around any objects in the image.
######をイメージに表示されたオブジェクトの名前に置き換えます。

2.

[ラベル] フィールドに、ワーカーが周囲に境界ボックスを描画する必要があるオブジェクトのカテゴ
リ名を入力します。例えば、ワーカーにフットボール選手の周囲にボックスを描画するよう求めてい
る場合、このフィールドに「Football Player」と入力できます。

3.

[Short instructions] (短い指示書) セクションでは、ワーカーがラベル付けしているイメージとともにイ
メージに表示される指示書を作成できます。正しく描画された境界ボックスの例と誤って描画された
ボックスの例を含めることをお勧めします。独自の指示書を作成するには、以下の手順に従います。
a.

[GOOD EXAMPLE] (よい例) とイメージプレースホルダーの間のテキストを選択します。以下の
テキストに置き換えます。
Draw the box around the object with a small border.

b.

1 つ目のイメージプレースホルダーを選択して削除します。

c.

イメージボタンを選択してから、ステップ 1 で作成したイメージの 1 つの HTTPS URL を入力
します。短い指示書セクションにイメージを直接埋め込むこともできますが、このセクションの
クォータは 100 KB (テキストを含む) です。イメージとテキストが 100 KB を超える場合は、エ
ラーが発生します。

d.

[BAD EXAMPLE] (悪い例) とイメージプレースホルダーの間のテキストを選択します。以下のテ
キストに置き換えます。
Don't make the bounding box too large or cut into the object.

e.

2 つ目のイメージプレースホルダーを選択して削除します。

f.

イメージボタンを選択してから、ステップ 1 で作成した他のイメージの HTTPS URL を入力しま
す。

4.

[Preview] (プレビュー) を選択して、ワーカー UI をプレビューします。プレビューが新しいタブで開
くため、ブラウザがポップアップをブロックしている場合は、手動でタブを開く必要があります。1
つまたは複数の注釈をプレビューに追加し、[Submit] (送信) を選択すると、注釈が作成した出力デー
タのプレビューを確認できます。

5.

手順を設定して確認したら、[Create] (作成) をクリックして、ラベル付けジョブを作成します。

プライベートワークフォースを使用した場合は、このチュートリアルの ステップ 3: [ワーカーを選
択] (p. 263) でログインしたワーカーポータルに移動し、ラベル付けタスクを確認します。タスクが表示
されるまで数分かかることがあります。

次
ステップ 5: ラベル付けJob を監視する (p. 266)
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ステップ 5: ラベル付けJob を監視する
ラベル付けジョブを作成したら、作成したすべてのジョブのリストが表示されます。このリストを使用し
て、ラベル付けジョブのステータスを監視できます。リストには以下のフィールドがあります。
• Name (名前) - ジョブを作成したときにジョブに指定する名前。
• Status (ステータス) – ジョブの完了ステータス。ジョブを作成した日付と時刻。ステータスは、[完了]、
[失敗]、[進行中]、または [停止] のいずれかです。
• Labeled objects/total (ラベル付きオブジェクト/合計) - ラベル付けジョブのオブジェクトの合計数とラベ
ル付けが完了したオブジェクトの数が表示されます。
• Creation time (作成日時) –ジョブを作成した日付と時刻。
ジョブはクローン作成、連鎖、または停止することもできます。ジョブを選択してから、[アクション] メ
ニューから次のいずれかを選択します。
• Clone (クローン) – 選択したジョブからコピーした設定を適用した新しいラベル付けジョブを作成し
ます。ジョブのクローンは、ジョブを変更して再度実行する場合に作成できます。例えば、Amazon
Mechanical Turk ワークフォースに送信できるよう、プライベートワークフォースに送信されたジョブ
のクローンを作成できます。ジョブのクローンを作成して、元のジョブとして同じ場所に保存されてい
る新しいデータセットに対して再実行することもできます。
• Chain (連鎖) - 新しいラベル付けジョブを作成します。これは、停止、失敗、または完了したジョブの
データとモデル (ある場合) を基に作成することができます。ユースケースとその使用方法の詳細につい
ては、「ラベル付けジョブの連鎖 (p. 541)」を参照してください。
• Stop (停止) - 実行中のジョブを停止します。停止したジョブを再開することはできません。ジョブのク
ローンを作成して最初からやり直すか、ジョブを連鎖して中断したところから続行することができま
す。既にラベル付けされたすべてのオブジェクトのラベルは、出力ファイルの場所に書き込まれます。
詳細については、出力データ (p. 508)を参照してください。

ラベルイメージ
Ground Truth を使用してイメージにラベル付けします。次の組み込みタスクタイプのいずれかを選択し
て、そのタスクタイプの詳細を確認します。各ページには、そのタスクタイプを使用してラベル付けジョ
ブを作成する手順が記載されています。

Tip
サポートされているファイルタイプと入力データクォータの詳細については、「入力デー
タ (p. 465)」を参照してください。
トピック
• 境界ボックス (p. 266)
• イメージセマンティックセグメンテーション (p. 272)
• 自動セグメンテーションツール (p. 275)
• イメージ分類 (単一ラベル) (p. 279)
• イメージ分類 (マルチラベル) (p. 281)
• イメージラベルの検証 (p. 285)

境界ボックス
通常、機械学習モデルのトレーニングに使用するイメージ内には複数のオブジェクトがあります。イ
メージ内の 1 つ以上のオブジェクトを分類およびローカライズするには、Amazon を参照してください
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SageMaker Ground Truth バウンディングボックスラベリングジョブタスクタイプ ここでのローカライズ
とは、境界ボックスのピクセル位置を意味します。
境界ボックスラベル付けジョブを作成するには、Amazonの Ground Truth セクションを使用します。
SageMaker コンソール、またはCreateLabelingJob操作。

Important
このタスクタイプでは、独自のマニフェストファイルを作成する場合、"source-ref" を使用
して、ラベル付けする Amazon S3 内の各イメージファイルの場所を特定します。詳細について
は、「入力データ (p. 465)」を参照してください。

境界ボックスラベル付けジョブの作成 (コンソール)
指示に従うことができますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)境界ボックスのラベル付けジョ
ブを作成する方法については SageMaker コンソール。ステップ 10 で、[Task category] (タスクカテゴリ)
ドロップダウンメニューから [Image] (イメージ) を選択し、[Boundary box] (境界ボックス) タスクタイプ
を選択します。
Ground Truth には、ラベル付けタスク用の次のようなワーカー UI が用意されています。コンソールでラ
ベル付けジョブを作成するときは、ワーカーがジョブを実行できる手順と、ワーカーが選択できるラベル
を最大 50 個指定します。
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境界ボックスラベル付けジョブの作成 (API)
境界ボックスのラベル付けジョブを作成するには、 SageMaker API オペレーショ
ンCreateLabelingJob。この API は、すべての AWS SDK に対してこのオペレーションを定
義します。このオペレーションでサポートされている言語固有の SDK のリストを確認するに
は、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照してください」セクションを確認してください。
リクエストを設定する際には、「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」の指示に従ったうえで、以下
のことを実行してください。
• このタスクタイプの注釈前 Lambda 関数は PRE-BoundingBox で終わります。リージョンの注釈前
Lambda ARN を検索するには、「」を参照してください。PreHumanTaskLambdaArn。
• このタスクタイプの注釈統合 Lambda 関数は ACS-BoundingBox で終わります。リージョンの注釈統
合 Lambda ARN を確認するには、「」を参照してください。AnnotationConsolidationLambdaArn。
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンでラベル付けジョブを作成する AWS Python SDK (Boto3)
リクエストの例です。赤色のすべてのパラメータを仕様とリソースに置き換えます。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-bounding-box-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREBoundingBox',
'TaskKeywords': [
'Bounding Box',
],
'TaskTitle': 'Bounding Box task',
'TaskDescription': 'Draw bounding boxes around objects in an image',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-BoundingBox'
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},
Tags=[
{

]

)

},

'Key': 'string',
'Value': 'string'

境界ボックスラベル付けジョブのテンプレートの提供
API を使用してラベル付けジョブを作成する場合は、UiTemplateS3Uri でワーカータスクテ
ンプレートを指定する必要があります。次のテンプレートをコピーして変更します。shortinstructions、full-instructions、header のみ変更します。このテンプレートを S3 にアップ
ロードし、このファイルの S3 URI を UiTemplateS3Uri で指定します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-bounding-box
name="boundingBox"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="please draw box"
labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
>
<full-instructions header="Bounding box instructions">
<ol><li><strong>Inspect</strong> the image</li><li><strong>Determine</strong>
if the specified label is/are visible in the picture.</li>
<li><strong>Outline</strong> each instance of the specified label in the image using
the provided “Box” tool.</li></ol>
<ul><li>Boxes should fit tight around each object</li>
<li>Do not include parts of the object are overlapping or that cannot be seen, even
though you think you can interpolate the whole shape.</li>
<li>Avoid including shadows.</li>
<li>If the target is off screen, draw the box up to the edge of the image.</li>
</full-instructions>
<short-instructions>
<h3><span style="color:
<p>Enter description of
<h3><span style="color:
<p>Enter description of
</short-instructions>

rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
a correct bounding box label and add images</p>
rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3>
an incorrect bounding box label and add images</p>

</crowd-bounding-box>
</crowd-form>

境界ボックス出力データ
境界ボックスラベル付けジョブを作成すると、出力データは、APIを使用するときに S3OutputPath パラ
メータで指定された Amazon S3 バケット、またはコンソールの [Job overview] (ジョブの概要) セクション
の [Output dataset location] (出力データセットの場所) フィールドに配置されます。
例えば、正常に完了した単一クラスの境界ボックスタスクの出力マニフェストファイルには、次のものが
含まれます。
[

{

"boundingBox": {
"boundingBoxes": [
{
"height": 2832,
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"label": "bird",
"left": 681,
"top": 599,
"width": 1364

]

}

}

}
],
"inputImageProperties": {
"height": 3726,
"width": 2662
}

boundingBoxes パラメータは、「bird」として識別されたオブジェクトを囲むように描画した境界ボッ
クスの位置を特定します。これは、イメージの左上隅のピクセル座標 (0,0) を基準とした相対位置です。
前の例で、left と top は、イメージの左上隅を基準とした、境界ボックスの左上隅のピクセル位置を特
定します。境界ボックスのサイズは、height と width で特定します。inputImageProperties パラ
メータは、元の入力イメージのピクセルサイズを指定します。
境界ボックスタスクタイプを使用すると、単一クラスおよびマルチクラスの境界ボックスラベル付けジョ
ブを作成できます。正常に完了したマルチクラス境界ボックスの出力マニフェストファイルには、次のも
のが含まれます。
[

{

}

"boundingBox": {
"boundingBoxes": [
{
"height": 938,
"label": "squirrel",
"left": 316,
"top": 218,
"width": 785
},
{
"height": 825,
"label": "rabbit",
"left": 1930,
"top": 2265,
"width": 540
},
{
"height": 1174,
"label": "bird",
"left": 748,
"top": 2113,
"width": 927
},
{
"height": 893,
"label": "bird",
"left": 1333,
"top": 847,
"width": 736
}
],
"inputImageProperties": {
"height": 3726,
"width": 2662
}
}
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]

境界ボックスのラベル付けジョブによって生成される出力マニフェストファイルの詳細については、「境
界ボックスジョブの出力 (p. 514)」を参照してください。
Ground Truth によって生成される出力マニフェストファイルと、Ground Truth が出力データを保存するた
めに使用するファイル構造の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。

イメージセマンティックセグメンテーション
ピクセルレベルでイメージの内容を識別するには、Amazon を参照してください SageMaker Ground Truth
ルースセマンティックセグメンテーションラベリングタスク セマンティックセグメンテーションのラベル
付けジョブが指定されると、ワーカーはイメージ内のピクセルを定義済みのラベルまたはクラスのセット
に分類します。Ground Truth は、単一および複数クラスのセマンティックセグメンテーションのラベル付
けジョブをサポートします。
セグメント化する必要のある多数のオブジェクトを含むイメージでは、セグメント化にさらに時間がかか
ります。ワーカー (自社またはベンダーのスタッフ) がこれらのオブジェクトにより短時間、高精度でラベ
ル付けできるように、Ground Truth には AI 支援の自動セグメンテーションツールが用意されています。
詳細については、「自動セグメンテーションツール (p. 275)」を参照してください。
Amazon の Ground Truth セクションを使用して、セマンティックセグメンテーションラベル付けジョブを
作成します。 SageMakerコンソールまたはCreateLabelingJob操作。

Important
このタスクタイプでは、独自のマニフェストファイルを作成する場合、"source-ref" を使用
して、ラベル付けする Amazon S3 内の各イメージファイルの場所を特定します。詳細について
は、「入力データ (p. 465)」を参照してください。

セマンティックセグメンテーションラベル付けジョブを作成する (コンソール)
指示に従うことができますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)セマンティックセグメン
テーションラベル付けジョブの作成方法については、 SageMaker コンソール。ステップ 10 で、[Task
category] (タスクカテゴリ) ドロップダウンメニューから [Image] (イメージ) を選択し、[Semantic
segmentation] (セマンティックセグメンテーション) タスクタイプを選択します。
Ground Truth には、ラベル付けタスク用の次のようなワーカー UI が用意されています。コンソールでラ
ベル付けジョブを作成するときは、ワーカーがジョブを実行できる手順と、ワーカーが選択できるラベル
を指定します。
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セマンティックセグメンテーションラベル付けジョブを作成する (API)
セマンティックセグメンテーションラベル付けジョブを作成するには、 SageMaker API オペレー
ションCreateLabelingJob。この API は、すべての AWS SDK に対してこのオペレーションを
定義します。このオペレーションでサポートされている言語固有の SDK のリストを確認するに
は、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照してください」セクションを確認してください。
リクエストを設定する際には、「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」の指示に従ったうえで、以下
のことを実行してください。
• このタスクタイプの注釈前 Lambda 関数は PRE-SemanticSegmentation で終わります。リージョン
の注釈前 Lambda ARN を確認するには、「」を参照してください。PreHumanTaskLambdaArn。
• このタスクタイプの注釈統合 Lambda 関数は ACS-SemanticSegmentation で終わ
ります。リージョンの注釈統合 Lambda ARN を確認するには、「」を参照してくださ
い。AnnotationConsolidationLambdaArn。
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンでラベル付けジョブを作成する AWS Python SDK (Boto3)
リクエストの例です。赤色のすべてのパラメータを仕様とリソースに置き換えます。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-semantic-segmentation-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRESemanticSegmentation,
'TaskKeywords': [
'Semantic Segmentation',
],
'TaskTitle': 'Semantic segmentation task',
'TaskDescription': 'For each category provided, segment out each relevant object
using the color associated with that category',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
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'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-SemanticSegmentation'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

セマンティックセグメンテーションラベル付けジョブのテンプレートの提供
API を使用してラベル付けジョブを作成する場合は、UiTemplateS3Uri でワーカータスクテ
ンプレートを指定する必要があります。次のテンプレートをコピーして変更します。shortinstructions、full-instructions、header のみ変更します。
このテンプレートを S3 にアップロードし、このファイルの S3 URI を UiTemplateS3Uri で指定しま
す。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-semantic-segmentation
name="crowd-semantic-segmentation"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Please segment out all pedestrians."
labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
>
<full-instructions header="Segmentation instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to understand
more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits an object and paint
that object using the tools provided.</li></ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<h2><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h2>
<p>Enter description to explain a correctly done segmentation</p>
<p><br></p><h2><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h2>
<p>Enter description of an incorrectly done segmentation</p>
</short-instructions>
</crowd-semantic-segmentation>
</crowd-form>

セマンティックセグメンテーション出力データ
セマンティックセグメンテーションを作成すると、出力データは、APIを使用するときに S3OutputPath
パラメータで指定された Amazon S3 バケット、またはコンソールの [Job overview] (ジョブの概要)セク
ションの [Output dataset location] (出力データセットの場所) フィールドに配置されます。
Ground Truth によって生成される出力マニフェストファイルと、Ground Truth が出力データを保存するた
めに使用するファイル構造の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。
セマンティックセグメンテーションラベル付けジョブの出力マニフェストファイルの例については、「3D
点群セマンティックセグメンテーションの出力 (p. 525)」を参照してください。

自動セグメンテーションツール
イメージのセグメンテーションは、イメージを複数のセグメント、またはラベル付きピクセルのセットに
分割するプロセスです。アマゾンで SageMaker Ground Truth、特定のラベルに該当するすべてのピクセ
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ルを識別するプロセスに、それらのピクセルへの色付きフィラーつまり「マスク」の適用が含まれます。
一部のラベル付けジョブタスクには、セグメント化する必要のある多数のオブジェクトからなるイメージ
が含まれます。ワーカーがより短時間で正確にこれらのオブジェクトにラベル付けできるように、Ground
Truth には、プライベートワークフォースとベンダーワークフォースに割り当てられるセグメンテーショ
ンタスク向けに自動セグメンテーションツールが用意されています。このツールでは、機械学習モデルを
使用して、ワーカーからの最小限の入力により、イメージ内の個々のオブジェクトが自動的にセグメント
化されます。ワーカーは、ワーカーコンソールにあるその他のツールを使用して、自動セグメンテーショ
ンツールによって生成されたマスクを絞り込むことができます。これにより、ワーカーはイメージセグメ
ンテーションタスクをより迅速かつ正確に完了することができ、その結果、コストが削減され、ラベル品
質が向上します。

Note
自動セグメンテーションツールは、プライベートワークフォースまたはベンダーワークフォース
に送信されるセグメンテーションタスクに使用できます。パブリックワークフォース (Amazon
Mechanical Turk) に送信されるタスクには使用できません。

ツールのプレビュー
自動セグメンテーションツールを提供するラベル付けジョブがワーカーに割り当てられると、ツールの使
用方法に関する詳細な手順が表示されます。例えば、ワーカーコンソールには以下のように表示されま
す。
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ワーカーは [View full instructions] (手順をすべて表示) を使用して、ツールの使用方法を理解できます。
ワーカーは目的のオブジェクトの 4 つの端点 (最上部、最下部、左端、右端のポイント) にポイントを配置
する必要があり、ツールによってオブジェクトのマスクが自動的に生成されます。ワーカーは、提供され
るその他のツールを使用するか、またはオブジェクトの処理されなかった小さい部分に対して自動セグメ
ンテーションツールを使用して、マスクをさらに絞り込むことができます。

利用可能なツール
Amazon を使用してセマンティックセグメンテーションラベル付けジョブを作成する場合、自動セグメ
ンテーションツールがワーカーのコンソールに自動的に表示されます SageMaker コンソール。でセマ
ンティックセグメンテーションジョブを作成中 SageMaker コンソール。ワーカーの手順を作成しながら
ツールをプレビューできます。セマンティックセグメンテーションラベル付けジョブを作成する方法につ
いては、「」を参照してください SageMaker コンソール、を参照してください開始方法 (p. 261)。
カスタムインスタンスセグメンテーションラベル付けジョブを作成する場合は SageMaker コンソール、
またはGround Truth APIを使用してインスタンスまたはセマンティックセグメンテーションラベル付け
ジョブを作成する場合は、ワーカーのコンソールと手順を設計するためのカスタムタスクテンプレートを
作成する必要があります。ワーカーコンソールに自動セグメンテーションツールを含めるには、カスタム
タスクテンプレートで以下の条件が満たされていることを確認します。
• API を使用して作成されたセマンティックセグメンテーションラベル付けジョブの場合、<crowdsemantic-segmentation> がタスクテンプレートにある。カスタムインスタンスセグメンテーション
ラベル付けジョブの場合、<crowd-instance-segmentation> タグがタスクテンプレートにある。
• タスクがプライベートワークフォースまたはベンダーワークフォースに割り当てられている。
• ラベルを付けるイメージは、ワーカーがアクセスできるように事前に署名されたAmazon
Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトである。これは、タスクテンプレートに
grant_read_access フィルターが含まれている場合に当てはまります。grant_read_access フィ
ルターの詳細については、「Liquid を使用してオートメーションを追加する (p. 404)」を参照してくだ
さい。
以下に示しているのは、カスタムインスタンスセグメンテーションラベル付けジョブのカスタムタス
クテンプレートの例です。このテンプレートには、<crowd-instance-segmentation/> タグと
grant_read_access Liquid フィルターが含まれています。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-instance-segmentation
name="crowd-instance-segmentation"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
labels="['Car','Road']"
<full-instructions header="Segmentation instructions">
Segment each instance of each class of objects in the image.
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Segment each instance of each class of objects in the image.</p>
<h3 style="color: green">GOOD EXAMPLES</h3>
<img src="path/to/image.jpg" style="width: 100%">
<p>Good because A, B, C.</p>
<h3 style="color: red">BAD EXAMPLES</h3>
<img src="path/to/image.jpg" style="width: 100%">
<p>Bad because X, Y, Z.</p>
</short-instructions>
</crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>
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イメージ分類 (単一ラベル)
使用アイテム Amazon SageMaker 指定した定義済みのラベルを使用してワーカーがイメージを分類する
必要がある場合は、Ground Truth イメージ分類のラベル付けタスクです。ワーカーにはイメージが表示さ
れ、イメージごとに 1 つのラベルを選択するように求められます。
イメージ分類ラベル付けジョブを作成するには、Amazon の Ground Truth セクションを参照してくださ
い。 SageMakerコンソールまたはCreateLabelingJob操作。

Important
このタスクタイプでは、独自のマニフェストファイルを作成する場合、"source-ref" を使用
して、ラベル付けする Amazon S3 内の各イメージファイルの場所を特定します。詳細について
は、「入力データ (p. 465)」を参照してください。

イメージ分類ラベル付けジョブを作成する (コンソール)
指示に従うことができますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)イメージ分類ラベル付けジョ
ブの作成方法については、 SageMaker コンソール。ステップ 10 で、[Task category] (タスクカテゴリ) ド
ロップダウンメニューから [Image] (イメージ) を選択し、[Image Classification] (イメージ分類 (単一ラベ
ル)) タスクタイプを指定します。
Ground Truth には、ラベル付けタスク用の次のようなワーカー UI が用意されています。コンソールでラ
ベル付けジョブを作成するときは、ワーカーがジョブを実行できる手順と、ワーカーが選択できるラベル
を指定します。
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イメージ分類ラベル付けジョブを作成する (API)
イメージ分類ラベル付けジョブを作成するには、 SageMaker API オペレーショ
ンCreateLabelingJob。この API は、すべての AWS SDK に対してこのオペレーションを定
義します。このオペレーションでサポートされている言語固有の SDK のリストを確認するに
は、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照してください」セクションを確認してください。
リクエストを設定する際には、「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」の指示に従ったうえで、以下
のことを実行してください。
• このタスクタイプの注釈前 Lambda 関数は PRE-ImageMultiClass で終わります。リージョンの注釈
前 Lambda ARN を検索するには、「」を参照してください。PreHumanTaskLambdaArn。
• このタスクタイプの注釈統合 Lambda 関数は ACS-ImageMultiClass で終わります。リージョンの注
釈統合 Lambda ARN を確認するには、「」を参照してください。AnnotationConsolidationLambdaArn。
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンでラベル付けジョブを作成する AWS Python SDK (Boto3)
リクエストの例です。赤色のすべてのパラメータを仕様とリソースに置き換えます。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-image-classification-labeling-job',
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREImageMultiClass,
'TaskKeywords': [
Image classification',
],
'TaskTitle': Image classification task',
'TaskDescription': 'Carefully inspect the image and classify it by selecting one
label from the categories provided.',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
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'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-ImageMultiClass'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

イメージ分類ラベル付けジョブ用のテンプレートの提供
API を使用してラベル付けジョブを作成する場合は、UiTemplateS3Uri でワーカータスクテ
ンプレートを指定する必要があります。次のテンプレートをコピーして変更します。shortinstructions、full-instructions、header のみ変更します。
このテンプレートを S3 にアップロードし、このファイルの S3 URI を UiTemplateS3Uri で指定しま
す。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
name="crowd-image-classifier"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="please classify"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
>
<full-instructions header="Image classification instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to understand
more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the image.</li></
ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
<p>Enter description to explain the correct label to the workers</p>
<h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3><p>Enter description
of an incorrect label</p>
</short-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>

イメージ分類出力データ
イメージ分類ラベル付けジョブを作成すると、出力データは、APIを使用するときに S3OutputPath パラ
メータで指定された Amazon S3 バケット、またはコンソールの [Job overview] (ジョブの概要)セクション
の [Output dataset location] (出力データセットの場所) フィールドに配置されます。
Ground Truth によって生成される出力マニフェストファイルと、Ground Truth が出力データを保存するた
めに使用するファイル構造の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。
イメージ分類ラベル付けジョブの出力マニフェストファイルの例については、「分類ジョブの出
力 (p. 512)」を参照してください。

イメージ分類 (マルチラベル)
使用アイテム Amazon SageMaker Ground Truth マルチラベルのイメージ分類ラベル付けタスクは、イ
メージ内の複数のオブジェクトを作業者に分類する必要がある場合です。例えば、次のイメージは、犬と
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猫を示しています。マルチラベルイメージ分類を使用して、「dog」と「cat」というラベルをこのイメー
ジに関連付けることができます。

マルチラベルのイメージ分類タスクで作業する場合、ワーカーは適用可能なすべてのラベルを選択するべ
きですが、少なくとも 1 つは必ず選択する必要があります。このタスクタイプを使用してジョブを作成す
る場合、最大 50 のラベルカテゴリを指定できます。
コンソールでラベル付けジョブを作成する場合、Ground Truth には、どのラベルもイメージに適用されな
い場合のための「none」カテゴリがありません。このオプションをワーカーに提供するには、マルチラベ
ルのイメージ分類ジョブを作成するときに「none」または「other」に似たラベルを含めます。
各イメージに対して 1 つのラベルを選択するようにワーカーを制限するには、イメージ分類 (単一ラベ
ル) (p. 279) タスクタイプを使用します。

Important
このタスクタイプでは、独自のマニフェストファイルを作成する場合、"source-ref" を使用
して、ラベル付けする Amazon S3 内の各イメージファイルの場所を特定します。詳細について
は、「入力データ (p. 465)」を参照してください。

マルチラベルのイメージ分類ラベル付けジョブを作成する (コンソール)
指示に従うことができますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)でマルチラベルのイ
メージ分類ラベルリングジョブを作成する方法については、 SageMaker コンソール。ステップ 10
で、[Task category] (タスクカテゴリ) ドロップダウンメニューから [Image] (イメージ) を選択し、[Image
Classification] (イメージ分類 (マルチラベル)) タスクタイプを指定します。
Ground Truth には、ラベル付けタスク用の次のようなワーカー UI が用意されています。コンソールでラ
ベル付けジョブを作成するときは、ワーカーがジョブを実行できる手順と、ワーカーが選択できるラベル
を指定します。
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マルチラベルのイメージ分類ラベル付けジョブ (API) を作成する
マルチラベルのイメージ分類ラベル付けジョブを作成するには、 SageMaker API オペレーショ
ンCreateLabelingJob。この API は、すべての AWS SDK に対してこのオペレーションを定
義します。このオペレーションでサポートされている言語固有の SDK のリストを確認するに
は、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照してください」セクションを確認してください。
リクエストを設定する際には、「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」の指示に従ったうえで、以下
のことを実行してください。
• このタスクタイプの注釈前 Lambda 関数は PRE-ImageMultiClassMultiLabel で終わります。リー
ジョンの注釈前 Lambda ARN を確認するには、PreHumanTaskLambdaArn。
• このタスクタイプの注釈統合 Lambda 関数は ACS-ImageMultiClassMultiLabel で終わ
ります。リージョンの注釈統合 Lambda ARN を確認するには、「」で手順を説明していま
す。AnnotationConsolidationLambdaArn。
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンでラベル付けジョブを作成する AWS Python SDK (Boto3)
リクエストの例です。赤色のすべてのパラメータを仕様とリソースに置き換えます。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-multi-label-image-classification-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
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}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREImageMultiClassMultiLabel',
'TaskKeywords': [
'Image Classification',
],
'TaskTitle': 'Multi-label image classification task',
'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the images shown',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-ImageMultiClassMultiLabel'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

マルチラベルのイメージ分類用のテンプレートを提供する
API を使用してラベル付けジョブを作成する場合は、UiTemplateS3Uri でワーカータスクテ
ンプレートを指定する必要があります。次のテンプレートをコピーして変更します。shortinstructions、full-instructions、header のみ変更します。
このテンプレートを S3 にアップロードし、このファイルの S3 URI を UiTemplateS3Uri で指定しま
す。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier-multi-select
name="crowd-image-classifier-multi-select"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Please identify all classes in image"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
>
<full-instructions header="Multi Label Image classification instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to understand
more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the image.</li></
ol>
</full-instructions>
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<short-instructions>
<h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
<p>Enter description to explain the correct label to the workers</p>
<h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3>
<p>Enter description of an incorrect label</p>
</short-instructions>
</crowd-image-classifier-multi-select>
</crowd-form>

マルチラベルのイメージ分類出力データ
マルチラベルイメージ分類のラベル付けジョブを作成すると、出力データは、APIを使用するときに
S3OutputPath パラメータで指定された Amazon S3 バケット、またはコンソールの [Job overview] (ジョ
ブの概要)セクションの [Output dataset location] (出力データセットの場所) フィールドに配置されます。
Ground Truth によって生成される出力マニフェストファイルと、Ground Truth が出力データを保存するた
めに使用するファイル構造の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。
マルチラベルのイメージ分類ラベル付けジョブの出力マニフェストファイルの例については、「マルチラ
ベル分類ジョブの出力 (p. 513)」を参照してください。

イメージラベルの検証
機械学習 (ML) アルゴリズム用の高精度のトレーニングデータセットの構築は反復プロセスです。通常、
ラベルがグランドトゥルース (実世界で直接観察できるもの) を正確に表すようになるまで、ラベルを確認
し、継続的に調整します。
アマゾンを使える SageMaker Ground Truth イメージラベル検証タスクを使用して、ワーカーに、データ
セットのラベルを確認し、ラベルの精度を向上させるように指示します。ワーカーは、既存のラベルが正
しいかどうかを示したり、ラベルの品質を評価したりできます。推論を説明するコメントを追加すること
もできます。アマゾン SageMaker Ground Truth は、境界ボックス (p. 266)そしてイメージセマンティッ
クセグメンテーション (p. 272)ラベル。
イメージラベル検証ラベル付けジョブを作成するには、Amazon Ground Truth セクションを使用します
SageMaker コンソールまたはCreateLabelingJob操作。
Ground Truth には、ラベル付けタスク用の次のようなワーカーコンソール が用意されています。コン
ソールを使用してラベル付けジョブを作成する場合は、表示されるイメージとコンテンツを変更できま
す。Ground Truth コンソールを使用してラベル付けジョブを作成する方法については、「ラベル付けジョ
ブの作成 (コンソール) (p. 436)」を参照してください。
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ラベル検証ラベル付けジョブを作成するには、 SageMaker コンソールまたは API。Ground Truth API オ
ペレーション CreateLabelingJob を使用してラベル付けジョブを作成する方法については、「ラベル
付けジョブを作成 (API) (p. 439)」を参照してください。

Ground Truth を使用してテキストにラベル付けする
Ground Truth を使用してテキストを作成します。次の組み込みタスクタイプのいずれかを選択して、その
タスクタイプの詳細を確認します。各ページには、そのタスクタイプを使用してラベル付けジョブを作成
する手順が記載されています。

Tip
サポートされているファイルタイプと入力データクォータの詳細については、「入力デー
タ (p. 465)」を参照してください。
トピック
• 固有表現認識 (p. 286)
• テキスト分類 (単一ラベル) (p. 290)
• テキスト分類 (マルチラベル) (p. 293)

固有表現認識
非構造化テキストから情報を抽出し、事前定義されたカテゴリに分類するには、Amazon を参照してく
ださい SageMaker Ground Truth の表現認識 (NER) のラベル付けタスクを示します。従来、NER はテキ
ストデータを調べて、名前付きエンティティと呼ばれる名詞句を見つけ、それぞれを「person (人)」、
「organization (組織)」、「brand (ブランド)」などのラベルで分類します。このタスクの対象をテキスト
のより長いスパンのラベル付けまで広げて、指定した定義済みのラベルでそれらのシーケンスを分類でき
ます。
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固有表現認識のラベル付けジョブを使用すると、ワーカーは大きなテキストブロック内の特定の単語やフ
レーズにラベルを適用します。ラベルを選択し、カーソルを使用してラベルの適用先のテキストの部分を
強調表示することで、ラベルを適用します。Ground Truth の固有表現認識ツールは、単一のハイライト
に対して、重複する注釈、コンテキスト内ラベル選択、マルチラベル選択をサポートします。また、ワー
カーはキーボードを使用してラベルをすばやく選択できます。
Amazon の Ground Truth セクションを使用して、固有表現認識ラベル付けジョブを作成できます。
SageMakerコンソール、またはCreateLabelingJob操作。

Important
入力マニフェストファイルを手動で作成する場合は、"source" を使用してラベル付けするテキ
ストを指定します。詳細については、「入力データ (p. 465)」を参照してください。

固有表現認識ラベル付けジョブの作成 (コンソール)
指示に従うことができますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)固有表現認識ラベル付けジョ
ブの作成方法については SageMaker コンソール。ステップ 10 で、 [Task category] (タスクカテゴリ) ド
ロップダウンメニューから [Text] (テキスト) を選択し、[Named entity recognition] (固有表現認識) タスク
タイプを指定します。
Ground Truth には、ラベル付けタスク用の次のようなワーカー UI が用意されています。コンソールでラ
ベル付けジョブを作成するときは、ワーカーがジョブを実行できる手順と、ワーカーが選択できるラベル
を指定します。

固有表現認識ラベル付けジョブ (API) の作成
固有表現認識ラベル付けジョブを作成するには SageMaker API オペレーションCreateLabelingJob。
この API は、すべての AWS SDK に対してこのオペレーションを定義します。このオペレーションでサ
ポートされている言語固有の SDK のリストを確認するには、CreateLabelingJob の「以下の資料も参
照してください」セクションを確認してください。
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リクエストを設定する際には、「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」の指示に従ったうえで、以下
のことを実行してください。
• このタスクタイプの注釈前 Lambda 関数は PRE-NamedEntityRecognition で終わります。リージョ
ンの注釈前 Lambda ARN を検索するには、「」を参照してくださいPreHumanTaskLambdaArn。
• このタスクタイプの注釈統合 Lambda 関数は ACS-NamedEntityRecognition で終わ
ります。リージョンの注釈統合 Lambda ARN を確認するには、「」を参照してくださ
い。AnnotationConsolidationLambdaArn。
• HumanTaskUiArn には以下の ARN が必要です。
arn:aws:sagemaker:aws-region:394669845002:human-task-ui/NamedEntityRecognition

aws-region を、ラベル付けジョブを作成するために使用している AWS のリージョンに置き換えま
す。例えば、ラベル付けジョブを米国西部 (北カリフォルニア) で作成する場合は、us-west-1 を使用
します。
• instructions パラメータを使用して、ラベルカテゴリの設定ファイルにワーカー向け指示書を指定
します。shortInstruction と fullInstruction のフィールドには、文字列または HTML マーク
アップ言語を使用できます。詳細については、「ラベルカテゴリ設定ファイルにワーカー向け指示書を
指定する (p. 289)」を参照してください。
"instructions": {"shortInstruction":"<h1>Add header</h1><p>Add Instructions</p>",
"fullInstruction":"<p>Add additional instructions.</p>"}

以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンでラベル付けジョブを作成する AWS Python SDK (Boto3)
リクエストの例です。赤色のすべてのパラメータを仕様とリソースに置き換えます。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-ner-labeling-job',
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
NamedEntityRecognition'
},
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'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRENamedEntityRecognition',
'TaskKeywords': [
'Named entity Recognition',
],
'TaskTitle': 'Named entity Recognition task',
'TaskDescription': 'Apply the labels provided to specific words or phrases within
the larger text block.',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1,
'TaskTimeLimitInSeconds': 28800,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 864000,
'MaxConcurrentTaskCount': 1000,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-NamedEntityRecognition'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

ラベルカテゴリ設定ファイルにワーカー向け指示書を指定する
CreateLabelingJob の LabelCategoryConfigS3Uri パラメータで特定するラベルカテゴリ設定ファ
イルで、ワーカー向け指示書を指定する必要があります。これらの指示を使用して、ワーカーが実行する
タスクの詳細を提示し、ツールを効率的に使用できるようにします。
instructions パラメータの shortInstruction と fullInstruction をそれぞれ使用して、
短い指示書と長い指示書を指定します。これらの指示書タイプの詳細については、「指示ページの作
成 (p. 434)」を参照してください。
以下は、固有表現認識ラベル付けジョブに使用できる指示を含むラベルカテゴリ設定ファイルの例です。
{

"document-version": "2018-11-28",
"labels": [
{
"label": "label1",
"shortDisplayName": "L1"
},
{
"label": "label2",
"shortDisplayName": "L2"
},
{
"label": "label3",
"shortDisplayName": "L3"
},
{
"label": "label4",
"shortDisplayName": "L4"
},
{
"label": "label5",
"shortDisplayName": "L5"
}
],
"instructions": {
"shortInstruction": "<p>Enter description of the labels that workers have
to choose from</p><br><p>Add examples to help workers understand
the label</p>",
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"fullInstruction": "<ol>
<li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
<li><strong>Highlight</strong> words, phrases, or sections of the
text.</li>
<li><strong>Choose</strong> the label that best matches what you
have highlighted.</li>
<li>To <strong>change</strong> a label, choose highlighted text and
select a new label.</li>
<li>To <strong>remove</strong> a label from highlighted text,
choose the X next to the
abbreviated label name on the highlighted text.</li>
<li>You can select all of a previously highlighted text, but not a
portion of it.</li>
</ol>"
}

}

固有表現認識出力データ
固有表現認識ラベル付けジョブを作成すると、出力データは、APIを使用するときに S3OutputPath パラ
メータで指定された Amazon S3 バケット、またはコンソールの [Job overview] (ジョブの概要)セクション
の [Output dataset location] (出力データセットの場所) フィールドに配置されます。
Ground Truth によって生成される出力マニフェストファイルと、Ground Truth が出力データを保存するた
めに使用するファイル構造の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。

テキスト分類 (単一ラベル)
記事とテキストを定義済みのカテゴリに分類するには、テキスト分類を使用します。例えば、テキスト
分類を使用して、レビューで伝えられた感情や、テキストのセクションの根底にある感情を識別できま
す。Amazon の使用 SageMaker Ground Truth テキスト分類では、定義したカテゴリにテキストを分類し
ています。
テキスト分類ラベル付けジョブを作成するには、Amazon の Ground Truth セクションを使用します。
SageMaker コンソールまたはCreateLabelingJob操作。

Important
入力マニフェストファイルを手動で作成する場合は、"source" を使用してラベル付けするテキ
ストを指定します。詳細については、「入力データ (p. 465)」を参照してください。

テキスト分類ラベル付けジョブを作成する (コンソール)
指示に従うことができますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)テキスト分類ラベル付けジョブ
の作成方法については SageMaker コンソール。ステップ 10 で、[Task category] (タスクカテゴリ) ドロッ
プダウンメニューから [Text] (テキスト) を選択し、[Text Classification] (テキスト分類 (単一ラベル)) タス
クタイプを指定します。
Ground Truth には、ラベル付けタスク用の次のようなワーカー UI が用意されています。コンソールでラ
ベル付けジョブを作成するときは、ワーカーがジョブを実行できる手順と、ワーカーが選択できるラベル
を指定します。
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テキスト分類ラベル付けジョブを作成する (API)
テキスト分類ラベル付けジョブを作成するには、 SageMaker API オペレーショ
ンCreateLabelingJob。この API は、すべての AWS SDK に対してこのオペレーションを定
義します。このオペレーションでサポートされている言語固有の SDK のリストを確認するに
は、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照してください」セクションを確認してください。
リクエストを設定する際には、「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」の指示に従ったうえで、以下
のことを実行してください。
• このタスクタイプの注釈前 Lambda 関数は PRE-TextMultiClass で終わります。リージョンの注釈前
Lambda ARN を検索するには、「」を参照してくださいPreHumanTaskLambdaArn。
• このタスクタイプの注釈統合 Lambda 関数は ACS-TextMultiClass で終わります。リージョンの注釈
統合 Lambda ARN を確認するには、「」を参照してください。AnnotationConsolidationLambdaArn。
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンでラベル付けジョブを作成する AWS Python SDK (Boto3)
リクエストの例です。赤色のすべてのパラメータを仕様とリソースに置き換えます。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-text-classification-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
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},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRETextMultiClass,
'TaskKeywords': [
Text classification',
],
'TaskTitle': Text classification task',
'TaskDescription': 'Carefully read and classify this text using the categories
provided.',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-TextMultiClass'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

テキスト分類ラベル付けジョブ用のテンプレートの提供
API を使用してラベル付けジョブを作成する場合は、UiTemplateS3Uri でワーカータスクテ
ンプレートを指定する必要があります。次のテンプレートをコピーして変更します。shortinstructions、full-instructions、header のみ変更します。
このテンプレートを S3 にアップロードし、このファイルの S3 URI を UiTemplateS3Uri で指定しま
す。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="crowd-classifier"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
header="classify text"
>
<classification-target style="white-space: pre-wrap">
{{ task.input.taskObject }}
</classification-target>
<full-instructions header="Classifier instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
<li><strong>Read</strong> the examples to understand more about the options.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the text.</li></ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Enter description of the labels that workers have to choose from</p>
<p><br></p><p><br></p><p>Add examples to help workers understand the label</p>
<p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
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</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>

テキスト分類出力データ
テキスト分類のラベル付けジョブを作成すると、出力データは、APIを使用するときに S3OutputPath パ
ラメータで指定された Amazon S3 バケット、またはコンソールの [Job overview] (ジョブの概要)セクショ
ンの [Output dataset location] (出力データセットの場所) フィールドに配置されます。
Ground Truth によって生成される出力マニフェストファイルと、Ground Truth が出力データを保存するた
めに使用するファイル構造の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。
テキスト分類ラベル付けジョブの出力マニフェストファイルの例については、「分類ジョブの出
力 (p. 512)」を参照してください。

テキスト分類 (マルチラベル)
記事とテキストを複数の定義済みカテゴリに分類するには、マルチラベルのテキスト分類タスクタイプを
使用します。例えば、このタスクの種類を使用して、テキストで伝えられる複数の感情を識別できます。
マルチラベルのテキスト分類タスクで作業する場合、ワーカーは適用可能なすべてのラベルを選択するべ
きですが、少なくとも 1 つは必ず選択する必要があります。このタスクタイプを使用してジョブを作成す
る場合、最大 50 のラベルカテゴリを指定できます。
アマゾン SageMaker Ground Truth には、どのラベルも適用されない場合のための「なし」カテゴリがあ
りません。ワーカーにこのオプションを提供するには、マルチラベルのテキスト分類ジョブを作成する際
に「none」または「other」に似たラベルを含めます。
ワーカーがドキュメントまたはテキスト選択ごとに 1 つのラベルを選択するように制限するには、テキス
ト分類 (単一ラベル) (p. 290) タスクタイプを使用します。

Important
入力マニフェストファイルを手動で作成する場合は、"source" を使用してラベル付けするテキ
ストを指定します。詳細については、「入力データ (p. 465)」を参照してください。

マルチラベルのテキスト分類のラベル付けジョブを作成する (コンソール)
指示に従うことができますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)Amazonでマルチラベルのテ
キスト分類ラベル付けジョブを作成する方法については、「」で手順を説明しています SageMaker コン
ソール。ステップ 10 で、[Task category] (タスクカテゴリ) ドロップダウンメニューから [Text] (テキスト)
を選択し、[Text Classification (Multi-label)] (テキスト分類 (マルチラベル)) タスクタイプを指定します。
Ground Truth には、ラベル付けタスク用の次のようなワーカー UI が用意されています。コンソールでラ
ベル付けジョブを作成するときは、ワーカーがジョブを実行できる手順と、ワーカーが選択できるラベル
を指定します。

293

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
テキストにラベル付けする

マルチラベルのテキスト分類ラベル付けジョブ (API) を作成する
マルチラベルのテキスト分類ラベル付けジョブを作成するには、 SageMaker API オペレーショ
ンCreateLabelingJob。この API は、すべての AWS SDK に対してこのオペレーションを定
義します。このオペレーションでサポートされている言語固有の SDK のリストを確認するに
は、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照してください」セクションを確認してください。
リクエストを設定する際には、「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」の指示に従ったうえで、以下
のことを実行してください。
• このタスクタイプの注釈前 Lambda 関数は PRE-TextMultiClassMultiLabel で終わります。リー
ジョンの注釈前 Lambda ARN を検索するには、PreHumanTaskLambdaArn。
• このタスクタイプの注釈統合 Lambda 関数は ACS-TextMultiClassMultiLabel で終わります。リー
ジョンの注釈統合 Lambda ARN を確認するには、AnnotationConsolidationLambdaArn。
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンでラベル付けジョブを作成する AWS Python SDK (Boto3)
リクエストの例です。赤色のすべてのパラメータを仕様とリソースに置き換えます。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-multi-label-text-classification-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
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},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/custom-worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda::function:PRE-TextMultiClassMultiLabel,
'TaskKeywords': [
'Text Classification',
],
'TaskTitle': 'Multi-label text classification task',
'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the text shown',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-TextMultiClassMultiLabel'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

マルチラベルのテキスト分類用のテンプレートを作成する
API を使用してラベル付けジョブを作成する場合は、UiTemplateS3Uri でワーカータスクテ
ンプレートを指定する必要があります。次のテンプレートをコピーして変更します。shortinstructions、full-instructions、header のみ変更します。
このテンプレートを S3 にアップロードし、このファイルの S3 URI を UiTemplateS3Uri で指定しま
す。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier-multi-select
name="crowd-classifier-multi-select"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
header="Please identify all classes in the below text"
>
<classification-target style="white-space: pre-wrap">
{{ task.input.taskObject }}
</classification-target>
<full-instructions header="Classifier instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
<li><strong>Read</strong> the examples to understand more about the options.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the text.</li></ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Enter description of the labels that workers have to choose from</p>
<p><br></p>
<p><br></p><p>Add examples to help workers understand the label</p>
<p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
</short-instructions>
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</crowd-classifier-multi-select>
</crowd-form>

カスタムテンプレートを作成する方法については、「カスタムラベル付けワークフローの作成 (p. 400)」
を参照してください。

マルチラベルのテキスト分類出力データ
マルチラベルのテキスト分類のラベル付けジョブを作成すると、出力データは、APIを使用するときに
S3OutputPath パラメータで指定された Amazon S3 バケット、またはコンソールの [Job overview] (ジョ
ブの概要)セクションの [Output dataset location] (出力データセットの場所) フィールドに配置されます。
Ground Truth によって生成される出力マニフェストファイルと、Ground Truth が出力データを保存するた
めに使用するファイル構造の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。
マルチラベルのテキスト分類ラベル付けジョブの出力マニフェストファイルの例については、「マルチラ
ベル分類ジョブの出力 (p. 513)」を参照してください。

動画と動画フレームにラベル付けする
Ground Truth を使用して動画を分類し、3 つの組み込み動画タスクタイプのいずれかを使用して、動
画フレーム（動画から抽出された静止画像）に注釈を付けることができます。これらのタスクタイプ
により、Amazon を使用して動画フレームラベル付けジョブを作成するプロセスが効率化されます。
SageMaker コンソール、API、および言語固有の SDK。
• 動画クリップの分類 - ワーカーが指定したカテゴリに動画を分類できるようにします。例えば、このタ
スクタイプを使用して、ワーカーが動画をスポーツ、コメディ、音楽、教育などのトピックに分類する
ようにできます。詳細については、「動画分類 (p. 297)」を参照してください。
• 動画フレームラベル付けジョブ - ワーカーは、境界ボックス、ポリライン、ポリゴン、または特徴点注
釈ツールを使用して、動画から抽出された動画フレームに注釈を付けることができます。Ground Truth
には、動画フレームにラベルを付けるために 2 つの組み込みタスクタイプが用意されています。
• 動画フレームオブジェクト検出: ワーカーが動画フレーム内のオブジェクトを識別して検索できるよう
にします。
• 動画フレームオブジェクト追跡: ワーカーが動画フレーム間のオブジェクトの動きを追跡できるように
します。
• 動画フレーム調整ジョブ: 以前の動画フレームオブジェクト検出またはオブジェクトトラッキングラベ
ル付けジョブのラベル、ラベルカテゴリ属性、フレーム属性を調整する作業を行います。
• 動画フレーム検証ジョブ: 以前の動画フレームオブジェクト検出またはオブジェクトトラッキングラベ
ル付けジョブのラベル、ラベルカテゴリ属性、フレーム属性を検証します。
動画ファイルがある場合は、Ground Truth 自動フレーム抽出ツールを使用して、動画から動画フレーム
を抽出できます。詳細については、動画フレーム入力データ (p. 502) を参照してください。

Tip
サポートされているファイルタイプと入力データクォータの詳細については、「入力デー
タ (p. 465)」を参照してください。
トピック
• 動画分類 (p. 297)
• 動画フレームにラベル付けする (p. 301)
• ワーカー向け指示書 (p. 314)
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動画分類
Amazon の使用 SageMaker 指定した定義済みのラベルを使用してワーカーが動画を分類する必要がある
場合は、Ground Truth の動画分類のラベル付けタスクを使用します。ワーカーに動画が表示され、動画ご
とに 1 つのラベルを選択するように求められます。
動画分類ラベル付けジョブを作成するには、Amazon の Ground Truth セクションを使用します。
SageMaker コンソールまたはCreateLabelingJob操作。
動画ファイルは、データにラベルを付ける作業チームが使用するブラウザでサポートされている形式でエ
ンコードする必要があります。ワーカー UI プレビューを使用して、入力マニフェストファイル内のすべて
の動画ファイル形式が正しく表示されることを確認することをお勧めします。ワーカー向け指示書を使用
して、サポートされているブラウザをワーカーに指示できます。サポートされているファイル形式につい
ては、「サポートされている日付書式 (p. 468)」を参照してください。

Important
このタスクタイプでは、独自のマニフェストファイルを作成する場合、"source-ref" を使用
して、ラベル付けする Amazon S3 内の各動画ファイルの場所を特定します。詳細については、
「入力データ (p. 465)」を参照してください。

動画分類ラベル付けジョブを作成する (コンソール)
手順については、「」で手順を説明しています。ラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)動画分類
ラベル付けジョブの作成方法については SageMaker コンソール。ステップ 10 で、[Task category] (タス
クカテゴリ) ドロップダウンメニューから [Video] (動画) を選択し、[Video Classification ] (動画分類) タス
クタイプを指定します。
Ground Truth には、ラベル付けタスク用の次のようなワーカー UI が用意されています。コンソールでラ
ベル付けジョブを作成するときは、ワーカーがジョブを実行できる手順と、ワーカーが選択できるラベル
を指定します。
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動画分類ラベル付けジョブを作成する (API)
このセクションでは、 SageMaker の API オペレーション CreateLabelingJob を使用してラベル付
けジョブを作成する場合に知っておく必要のある詳細情報について説明します。この API は、すべての
AWS SDK に対してこのオペレーションを定義します。このオペレーションでサポートされている言語固
有の SDK のリストを確認するには、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照してください」セク
ションを確認してください。
リクエストを設定する際には、「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」の指示に従ったうえで、以下
のことを実行してください。
• PRE-VideoClassification で終わる注釈前 Lambda 関数を使用します。リージョンの注釈前
Lambda ARN を検索するには、「」を参照してください。PreHumanTaskLambdaArn。
• ACS-VideoClassification で終わる 注釈統合 Lambda 関数を使用します。リージョンの注釈統合
Lambda ARN を確認するには、「」を参照してください。AnnotationConsolidationLambdaArn。
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンでラベル付けジョブを作成する AWS Python SDK (Boto3)
リクエストの例です。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-video-classification-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREVideoClassification',
'TaskKeywords': [
'Video Classification',
],
'TaskTitle': 'Video classification task',
'TaskDescription': 'Select a label to classify this video',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
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'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-VideoClassification'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

動画分類用のテンプレートを指定する
API を使用してラベル付けジョブを作成する場合は、UiTemplateS3Uri でワーカータスクテンプ
レートを指定する必要があります。次のテンプレートをコピーし、short-instructions、fullinstructions、header を修正して変更します。このテンプレートを Amazon S3 にアップロード
し、UiTemplateS3Uri で、このファイルに Amazon S3 URI を指定します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="crowd-classifier"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
header="Please classify video"
>
<classification-target>
<video width="100%" controls/>
<source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
type="video/mp4"/>
<source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
type="video/webm"/>
<source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
type="video/ogg"/>
Your browser does not support the video tag.
</video>
</classification-target>
<full-instructions header="Video classification instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the
video.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples
provided to understand more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits
the video.</li></ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
<p>Enter description to explain the correct label to the workers</
p>
<p><img src="https://d7evko5405gb7.cloudfront.net/
fe4fed9b-660c-4477-9294-2c66a15d6bbe/src/images/quick-instructions-example-placeholder.png"
style="max-width:100%"></p>
<h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3>
<p>Enter description of an incorrect label</p>
<p><img src="https://d7evko5405gb7.cloudfront.net/
fe4fed9b-660c-4477-9294-2c66a15d6bbe/src/images/quick-instructions-example-placeholder.png"
style="max-width:100%"></p>
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>
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動画分類出力データ
動画分類のラベル付けジョブを作成すると、出力データは、APIを使用するときに S3OutputPath パラ
メータで指定された Amazon S3 バケット、またはコンソールの [Job overview] (ジョブの概要)セクション
の [Output dataset location] (出力データセットの場所) フィールドに配置されます。
Ground Truth によって生成される出力マニフェストファイルと、Ground Truth が出力データを保存するた
めに使用するファイル構造の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。
動画分類ラベル付けジョブの出力マニフェストファイルの例については、「分類ジョブの出力 (p. 512)」
を参照してください。

動画フレームにラベル付けする
Ground Truth 組み込みの動画フレームタスクタイプを使用して、ワーカーが境界ボックス、ポリライン、
ポリゴン、または特徴点を使用して動画フレームに注釈を付けることができます。動画フレームは、動画
から抽出された一連のイメージです。
動画フレームがない場合は、動画ファイル（MP4 ファイル）を提供し、Ground Truth 自動フレーム抽出
ツールを使用して動画フレームを抽出できます。詳細については、動画ファイルを提供する (p. 504) を
参照してください。
次の組み込み動画タスクタイプを使用して、Amazon で動画フレームラベル付けジョブを作成できます。
SageMaker コンソール、API、および言語固有の SDK
• 動画フレームオブジェクト検出 - ワーカーに一連の動画フレーム内のオブジェクトを特定および検索さ
せたい場合に、このタスクタイプを使用します。カテゴリのリストを指定すると、ワーカーは一度に 1
つのカテゴリを選択し、すべてのフレームでカテゴリが適用されるオブジェクトに注釈を付けることが
できます。例えば、このタスクタイプを使用して、車、自転車、歩行者など、さまざまなタイプのオブ
ジェクトを特定し、ローカライズするようにワーカーに指示できます。
• 動画フレームオブジェクト追跡— ワーカーに、一連の動画フレームにわたるオブジェクトのインスタン
スの動きを追跡させたい場合に、このタスクタイプを使用します。ワーカーが単一のフレームに注釈を
追加すると、その注釈は一意のインスタンス ID に関連付けられます。ワーカーは、同一のオブジェクト
または個人を特定するために、他のすべてのフレームに、同じ ID と関連付けられた注釈を追加します。
例えば、ワーカーは、表示される各フレームの車両の周囲に、同じ ID と関連付けられた境界ボックスを
描画することで、一連の動画フレームの車両の動きを追跡できます。
次のトピックでは、これらの組み込みタスクタイプの詳細と各タスクタイプを使用してラベル付けジョブ
を作成する方法について説明します。これらのタスクタイプで使用できる注釈ツール (境界ボックス、ポ
リライン、ポリゴン、特徴点) の詳細については、「タスクタイプ (p. 310)」を参照してください。
ラベル付けジョブを作成する前に、「動画フレームラベル付けジョブの概要 (p. 309)」を確認しておくこ
とをお勧めします。
トピック
• 動画フレームオブジェクト検出 (p. 301)
• 動画フレームオブジェクト追跡 (p. 305)
• 動画フレームラベル付けジョブの概要 (p. 309)

動画フレームオブジェクト検出
動画フレームオブジェクト検出のタスクタイプを使用すると、境界ボックス、ポリライン、ポリゴン、ま
たは特徴点注釈ツールを使用して、ワーカーに一連の動画フレーム（動画から抽出された画像）内のオブ
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ジェクトを特定して検索させることができます。選択したツールで、作成する動画フレームのタスクタイ
プを定義します。例えば、境界ボックス動画フレームオブジェクト検出タスクタイプのワーカーを使用し
て、車、自転車、歩行者など、一連の動画フレーム内のさまざまなオブジェクトを特定し、ローカライズ
できます。
動画フレームオブジェクト検出のラベル付けジョブは、Amazon を使用して作成できます SageMaker
Ground Truth コンソール、 SageMaker API、言語固有のAWSSDK。詳細については、「動画フレームオ
ブジェクト検出のラベル付けジョブを作成する (p. 302)」を参照して、任意の方法を選択してください。
ラベル付けジョブを作成する際に選択できる注釈ツールの詳細については、「タスクタイプ (p. 310)」を
参照してください。
Ground Truth は、ラベル付けジョブタスクを完了するためのワーカー UI とツールを提供します (ワーカー
UI をプレビューする (p. 302))。
動画オブジェクト検出調整タスクタイプを使用して、動画オブジェクト検出ラベル付けジョブで作成され
た注釈の調整を行うジョブを作成できます。詳細については、動画フレームオブジェクト検出の調整また
は検証ラベル付けジョブを作成する (p. 305) を参照してください。

ワーカー UI をプレビューする
Ground Truth は、ワーカーに動画フレームオブジェクトの検出注釈タスクを実行するためのウェブユー
ザーインターフェイス (UI) を提供します。コンソールでラベル付けジョブを作成するときに、ワーカー UI
のプレビューと操作ができます。新規ユーザーの場合は、コンソールで小さな入力データセットを使用し
てラベル付けジョブを作成し、ワーカー UI をプレビューし、動画フレーム、ラベル、ラベルの属性が想定
どおりに表示されることを確認することをお勧めします。
UI には、オブジェクト検出タスクを完了するための次の補助ラベル付けツールがユーザー向けに用意され
ています。
• すべてのタスクに対して、ワーカーは次にコピーとすべてにコピー機能を使用して、注釈を次のフレー
ム、または、後続のすべてのフレームにそれぞれコピーできます。
• 境界ボックスツールを含むタスクの場合、ワーカーは次を予測機能を使用して、1 つのフレームに境界
ボックスを描画し、他のすべてのフレームで同じラベルを持つボックスの位置を Ground Truth に予測さ
せることができます。ワーカーは、予測されたボックスを調整して正しい位置に修正できます。

動画フレームオブジェクト検出のラベル付けジョブを作成する
動画フレームオブジェクト検出のラベル付けジョブは、 SageMaker コンソールまた
はCreateLabelingJobAPI オペレーション。
このセクションは、「動画フレームラベル付けジョブの概要 (p. 309)」を確認済みであることと、使用す
る入力データと入力データセット接続のタイプを選択済みであることを前提としています。

ラベル付けジョブの作成 (コンソール)
の手順に従いますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)動画フレームオブジェクト追跡ジョブ
を作成する方法については、 SageMaker コンソール。ステップ 10 で、[Task category] (タスクカテゴ
リ) ドロップダウンリストから[Video - Object detection] (動画 - オブジェクト検出) を選択します。[Task
selection] (タスク選択) でいずれかのカードを選択して、目的のタスクタイプを選択します。
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ラベル付けジョブを作成 (API)
オブジェクト検出のラベル付けジョブは、 SageMaker API オペレーションCreateLabelingJob。この
API は、すべての AWS SDK に対してこのオペレーションを定義します。このオペレーションでサポート
されている言語固有の SDK のリストを確認するには、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照して
ください」セクションを確認してください。
「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」では、CreateLabelingJob オペレーションの概要を説明
しています。リクエストを設定する際には、それらの指示に従ったうえで、以下のことを実行してくださ
い。
• HumanTaskUiArn の ARN を入力する必要がありま
す。arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/VideoObjectDetection
を使用します。<region> を、ラベル付けジョブを作成している AWS のリージョンに置き換えます。
UiTemplateS3Uri パラメータのエントリを含めないでください。
• LabelAttributeName の末尾には、-ref を付ける必要があります。例: video-od-labels-ref。
• 入力マニフェストファイルは、動画フレームシーケンスのマニフェストファイルである必要がありま
す。このマニフェストファイルは、 SageMaker コンソール、または手動で作成して Amazon S3 にアッ
プロードします。詳細については、「入力データのセットアップ (p. 504)」を参照してください。
• ビデオフレームオブジェクト検出ラベル付けジョブを作成できるのは、プライベートまたはベンダーの
作業チームのみです。
• ラベル、ラベルカテゴリ、フレーム属性、タスクタイプ、ワーカー向け指示書は、ラベルカテゴリ設
定ファイルで指定します。タスクタイプ (境界ボックス、ポリライン、ポリゴン、または特徴点) を、
ラベルカテゴリ設定ファイルの annotationType を使用して指定します。このファイルを作成する
方法については、「ラベルカテゴリとフレーム属性を含むラベル付けカテゴリ設定ファイルを作成す
る (p. 449)」を参照してください。
• 注釈前および注釈後 (ACS) の Lambda 関数には、事前定義済みの ARN を指定する必要があります。こ
れらの ARN は、ラベル付けジョブの作成に使用する AWS リージョンに固有です。
• 注釈前の Lambda ARN を確認するには、「PreHumanTaskLambdaArn」を参照してください。ラ
ベル付けジョブを作成するリージョンに基づいて、PRE-VideoObjectDetection で終わる適切な
ARN を見つけます。
• 注釈後の Lambda ARN を確認するには、「AnnotationConsolidationLambdaArn」を参照して
ください。ラベル付けジョブを作成するリージョンに基づいて、ACS-VideoObjectDetection で
終わる適切な ARN を見つけます。
• NumberOfHumanWorkersPerDataObject で指定するワーカーの数は 1 である必要があります 。
• 動画フレームのラベル付けジョブでは、自動データラベリングはサポートされていませ
ん。LabelingJobAlgorithmsConfig では、パラメータの値を指定しないでください。
• 動画フレームオブジェクト追跡のラベル付けジョブは、完了に数時間かかることがあります。このよう
なラベル付けジョブには、TaskTimeLimitInSeconds で制限時間を長く指定することができます (最
長 7 日、つまり 604,800 秒)。
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンでラベル付けジョブを作成する AWS Python SDK (Boto3)
リクエストの例です。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-video-od-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/path/video-frame-sequence-inputmanifest.json'
}
},
'DataAttributes': {
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'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]

}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/prefix/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'HumanTaskUiArn: 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
VideoObjectDetection'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREVideoObjectDetection',
'TaskKeywords': [
'Video Frame Object Detection',
],
'TaskTitle': 'Video frame object detection task',
'TaskDescription': 'Classify and identify the location of objects and people in
video frames',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-VideoObjectDetection'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

動画フレームオブジェクト検出の調整または検証ラベル付けジョブを作成する
Ground Truth コンソールまたは CreateLabelingJob API を使用して、調整とラベル検証ラベル付けの
ジョブを作成できます。調整と検証のラベル付けジョブの詳細と作成方法については、「ラベルの検証と
調整 (p. 393)」を参照してください。

出力データ形式
動画フレームオブジェクト検出のラベル付けジョブを作成すると、タスクはワーカーに送信されます。タ
スクを受け取ったワーカーがタスクを完了すると、ラベル付けジョブの作成時に指定した Amazon S3 の
出力場所にラベルが書き込まれます。動画フレームオブジェクト検出の出力データ形式については、「動
画フレームオブジェクト検出の出力 (p. 520)」を参照してください。Ground Truth を初めて使用する場
合は、 出力データ形式の詳細について「出力データ (p. 508)」を参照してください。

動画フレームオブジェクト追跡
動画フレームオブジェクト追跡のタスクタイプを使用すると、境界ボックス、ポリライン、ポリゴン、ま
たは特徴点注釈ツールを使用して、ワーカーに一連の動画フレーム（動画から抽出された画像）内のオブ
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ジェクトの動きを追跡させることができます。選択したツールで、作成する動画フレームのタスクタイプ
を定義します。例えば、境界ボックス動画フレームオブジェクト追跡タスクタイプを使用して、車、自転
車、歩行者などのオブジェクトの周囲にボックスを描画し、その動きを追跡するようにワーカーに指示で
きます。
カテゴリのリストを指定すると、ワーカーが動画フレームに追加する各注釈は、インスタンス ID を使用
して、そのカテゴリのインスタンスとして特定されます。例えば、ラベルカテゴリ car を指定した場合、
ワーカーが注釈を付ける最初の車はインスタンス ID car:1 になります。ワーカーが注釈を付ける 2 番目の
車には、インスタンス ID car: 2 が指定されます。オブジェクトの動きを追跡するため、ワーカーはすべて
のフレームのオブジェクトの周囲に、同じインスタンス ID と関連付けられた注釈を追加します。
動画フレームオブジェクト追跡のラベル付けジョブは、Amazon を使用して作成できます SageMaker
Ground Truth コンソール、 SageMaker API、言語固有のAWSSDK。詳細については、「動画フレームオ
ブジェクト検出のラベル付けジョブを作成する (p. 302)」を参照して、任意の方法を選択してください。
ラベル付けジョブを作成する際に選択できる注釈ツールの詳細については、「タスクタイプ (p. 310)」を
参照してください。
Ground Truth は、ラベル付けジョブタスクを完了するためのワーカー UI とツールを提供します (ワーカー
UI をプレビューする (p. 302))。
動画オブジェクト検出調整タスクタイプを使用して、動画オブジェクト検出ラベル付けジョブで作成され
た注釈の調整を行うジョブを作成できます。詳細については、動画フレームオブジェクト検出の調整また
は検証ラベル付けジョブを作成する (p. 305) を参照してください。

ワーカー UI をプレビューする
Ground Truth は、ワーカーに動画フレームオブジェクトの追跡注釈タスクを実行するためのウェブユー
ザーインターフェイス (UI) を提供します。コンソールでラベル付けジョブを作成するときに、ワーカー UI
のプレビューと操作ができます。新規ユーザーの場合は、コンソールで小さな入力データセットを使用し
てラベル付けジョブを作成し、ワーカー UI をプレビューし、動画フレーム、ラベル、ラベルの属性が想定
どおりに表示されることを確認することをお勧めします。
UI には、オブジェクト追跡タスクを完了するためにワーカーが使用できる次の補助ラベル付けツールがあ
ります。
• すべてのタスクに対して、ワーカーは次へコピーとすべてにコピー (すべてにコピー) 機能を使用して、
同じ固有 ID を持つ注釈を次のフレームにコピーするか、後続のすべてのフレームにそれぞれコピーでき
ます。
• 境界ボックスツールを含むタスクの場合、ワーカーは次を予測機能を使用して、1 つのフレームに境界
ボックスを描画し、他のすべてのフレームで同じラベルを持つボックスの位置を Ground Truth に予測さ
せることができます。ワーカーは、予測されたボックスを調整して正しい位置に修正できます。

動画フレームオブジェクト追跡のラベル付けジョブを作成する
動画フレームオブジェクト追跡のラベル付けジョブは、 SageMaker コンソールまた
はCreateLabelingJobAPI オペレーション。
このセクションは、「動画フレームラベル付けジョブの概要 (p. 309)」を確認済みであることと、使用す
る入力データと入力データセット接続のタイプを選択済みであることを前提としています。

ラベル付けジョブの作成 (コンソール)
の手順に従いますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)動画フレームオブジェクト追跡ジョブ
を作成する方法については、 SageMaker コンソール。ステップ 10 で、[Task category] (タスクカテゴ
リ) ドロップダウンリストから[Video - Object tracking] (動画 - オブジェクト追跡) を選択します。[Task
selection] (タスク選択) でいずれかのカードを選択して、目的のタスクタイプを選択します。
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ラベル付けジョブを作成 (API)
オブジェクト追跡のラベル付けジョブは、 SageMaker API オペレーションCreateLabelingJob。この
API は、すべての AWS SDK に対してこのオペレーションを定義します。このオペレーションでサポート
されている言語固有の SDK のリストを確認するには、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照して
ください」セクションを確認してください。
「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」では、CreateLabelingJob オペレーションの概要を説明
しています。リクエストを設定する際には、それらの指示に従ったうえで、以下のことを実行してくださ
い。
• HumanTaskUiArn の ARN を入力する必要がありま
す。arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/VideoObjectTracking
を使用します。<region> を、ラベル付けジョブを作成している AWS のリージョンに置き換えます。
UiTemplateS3Uri パラメータのエントリを含めないでください。
• LabelAttributeName の末尾には、-ref を付ける必要があります。例: ot-labels-ref。
• 入力マニフェストファイルは、動画フレームシーケンスのマニフェストファイルである必要がありま
す。このマニフェストファイルは、 SageMaker コンソール、または手動で作成して Amazon S3 にアッ
プロードします。詳細については、「入力データのセットアップ (p. 504)」を参照してください。スト
リーミングラベル付けジョブを作成する場合、入力マニフェストファイルは任意です。
• ビデオフレームオブジェクト検出ラベル付けジョブを作成できるのは、プライベートまたはベンダーの
作業チームのみです。
• ラベル、ラベルカテゴリ、フレーム属性、タスクタイプ、ワーカー向け指示書は、ラベルカテゴリ設
定ファイルで指定します。タスクタイプ (境界ボックス、ポリライン、ポリゴン、または特徴点) を、
ラベルカテゴリ設定ファイルの annotationType を使用して指定します。このファイルを作成する
方法については、「ラベルカテゴリとフレーム属性を含むラベル付けカテゴリ設定ファイルを作成す
る (p. 449)」を参照してください。
• 注釈前および注釈後 (ACS) の Lambda 関数には、事前定義済みの ARN を指定する必要があります。こ
れらの ARN は、ラベル付けジョブの作成に使用する AWS リージョンに固有です。
• 注釈前の Lambda ARN を確認するには、「PreHumanTaskLambdaArn」を参照してください。ラベ
ル付けジョブを作成するリージョンに基づいて、PRE-VideoObjectTracking で終わる適切な ARN
を見つけます。
• 注釈後の Lambda ARN を確認するには、「AnnotationConsolidationLambdaArn」を参照して
ください。ラベル付けジョブを作成するリージョンに基づいて、ACS-VideoObjectTracking で終
わる適切な ARN を見つけます。
• NumberOfHumanWorkersPerDataObject で指定するワーカーの数は 1 である必要があります 。
• 動画フレームのラベル付けジョブでは、自動データラベリングはサポートされていませ
ん。LabelingJobAlgorithmsConfig では、パラメータの値を指定しないでください。
• 動画フレームオブジェクト追跡のラベル付けジョブは、完了に数時間かかることがあります。このよう
なラベル付けジョブには、TaskTimeLimitInSeconds で制限時間を長く指定することができます (最
長 7 日、つまり 604,800 秒)。
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンでラベル付けジョブを作成する AWS Python SDK (Boto3)
リクエストの例です。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-video-ot-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/path/video-frame-sequence-inputmanifest.json'
}
},
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'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}

},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/prefix/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'HumanTaskUiArn: 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
VideoObjectTracking'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREVideoObjectTracking',
'TaskKeywords': [
'Video Frame Object Tracking,
],
'TaskTitle': 'Video frame object tracking task',
'TaskDescription': Tracking the location of objects and people across video
frames',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-VideoObjectTracking'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

動画フレームオブジェクト追跡の調整または検証ラベル付けジョブを作成する
Ground Truth コンソールまたは CreateLabelingJob API を使用して、調整とラベル検証ラベル付けの
ジョブを作成できます。調整と検証のラベル付けジョブの詳細と作成方法については、「ラベルの検証と
調整 (p. 393)」を参照してください。

出力データ形式
動画フレームオブジェクト追跡のラベル付けジョブを作成すると、タスクはワーカーに送信されます。タ
スクを受け取ったワーカーがタスクを完了すると、ラベル付けジョブの作成時に指定した Amazon S3 の
出力場所にラベルが書き込まれます。動画フレームオブジェクト追跡の出力データ形式については、「動
画フレームオブジェクト追跡の出力 (p. 523)」を参照してください。Ground Truth を初めて使用する場
合は、 出力データ形式の詳細について「出力データ (p. 508)」を参照してください。

動画フレームラベル付けジョブの概要
このページでは、オブジェクト検出とオブジェクト追跡の動画フレームラベル付けジョブについて説明し
ます。このページの情報は、組み込みのどちらのタスクタイプにも適用されます。
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動画フレームラベル付けジョブは、次の点で一意です。
• 注釈を付ける準備ができているデータオブジェクト（動画フレーム）を提供するか、動画ファイルを提
供して Ground Truth に動画フレームを自動的に抽出させることができます。
• ワーカーは作業を随時保存できます。
• Amazon Mechanical Turk ワークフォースを使用してラベル付けタスクを完了することはできません。
• Ground Truth は、ワークフォースがタスクを完了するのに役立つ支援ツールや基本的なラベル付けツー
ルだけでなく、ワーカー UI を備えています。ワーカータスクテンプレートを提供する必要はありませ
ん。
詳細については、以下のトピックを参照してください。
トピック
• 入力データ (p. 310)
• ジョブの完了時間 (p. 310)
• タスクタイプ (p. 310)
• ワークフォース (p. 311)
• ワーカーユーザーインターフェイス (UI) (p. 311)
• 動画フレームジョブのアクセス許可の要件 (p. 313)

入力データ
動画フレームラベル付けジョブは、動画フレームのシーケンスを使用します。単一シーケンスは、単一の
動画から抽出された一連のイメージです。独自の動画フレームシーケンスを提供するか、Ground Truth に
動画ファイルから動画フレームシーケンスを自動的に抽出させることができます。詳細については、動画
ファイルを提供する (p. 504) を参照してください。
Ground Truth は、シーケンスファイルを使用して、1 つのシーケンス内のすべてのイメージを特定しま
す。1 つのラベル付けジョブに含めるシーケンスはすべて、入力マニフェストファイルで特定されます。
各シーケンスは、1 つのワーカータスクを作成するために使用されます。Ground Truth の自動データ設
定を使用して、シーケンスファイルと入力マニフェストファイルを自動的に作成できます。詳細について
は、動画フレーム入力データの自動設定 (p. 505) を参照してください。
シーケンスファイルと入力マニフェストファイルを手動で作成する方法については、「動画フレームの入
力マニフェストファイルを作成する (p. 507)」を参照してください。

ジョブの完了時間
動画と動画フレームのラベル付けジョブは、作業者が作業を完了するまでに何時間もかかることがありま
す。ラベル付けジョブを作成するときに、ワーカーが各タスクに取り組むことのできる合計時間を設定で
きます。ワーカーがタスクに取り組むように設定できる最大時間は 7 日です。デフォルト値は 3 日です。
ワーカーが 12 時間以内に完了できるタスクを作成することを強くお勧めします。ワーカーは、タスクに
取り組んでいる間、ワーカー UI を開いたままにしておく必要があります。ワーカーは作業内容を随時保存
できます。また、Ground Truth では作業内容が 15 分ごとに保存されます。
以下を使用する場合 SageMaker CreateLabelingJobAPI オペレーション。ワーカーがタスクを使用で
きる合計時間を設定します。TaskTimeLimitInSecondsパラメーターHumanTaskConfig。
コンソールでラベル付けジョブを作成する場合は、ワークフォースタイプと作業チームを選択するとき
に、この制限時間を指定できます。

タスクタイプ
動画オブジェクト追跡または動画オブジェクト検出のラベル付けジョブを作成するときに、ワーカーがラ
ベル付けタスクの作業中に作成する注釈のタイプを指定します。注釈タイプは、Ground Truth が返す出力
データのタイプを決定し、ラベル付けジョブのタスクタイプを定義します。
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API オペレーション CreateLabelingJob を使用してラベル付けジョブを作成する場合は、ラベルカテ
ゴリ設定ファイルパラメータ annotationType を使用してタスクタイプを指定します。詳細について
は、ラベルカテゴリとフレーム属性を含むラベル付けカテゴリ設定ファイルを作成する (p. 449) を参照
してください。
次のタスクタイプは、次の動画オブジェクト追跡またはビデオオブジェクト検出ラベル付けの両方のジョ
ブで使用できます。
• 境界ボックス - ワーカーには、境界ボックスの注釈を作成するためのツールが用意されています。境界
ボックスは、フレーム内のそのオブジェクトのピクセル位置とラベルを識別するためにワーカーがオブ
ジェクトの周りに描画するボックスです。
• ポリライン - ワーカーには、ポリライン注釈を作成するためのツールが用意されています。ポリライン
は一連の X、Y 座標によって定義されます。ポリラインに追加された各ポイントは、ラインによって前
のポイントに接続されます。ポリラインは閉じていて (始点と終点が同じである必要はない)、ライン間
に形成される角度に制限はありません。
• ポリゴン — ワーカーには、ポリゴン注釈を作成するためのツールが用意されています。ポリゴンは、
一連の X、Y 座標によって定義される閉じた形状です。ポリゴンに追加された各ポイントは、ラインに
よって前のポイントに接続され、ライン間に形成される角度に制限はありません。ポリゴンの 2 本の線
(側面) は交差できません。ポリゴンの始点と終点は同じでなければなりません。
• 特徴点 - ワーカーには、特徴点注釈を作成するためのツールが用意されています。特徴点は、ビデオフ
レーム内の X、Y 座標に関連付けられた単一のポイントです。

ワークフォース
動画フレームのラベル付けジョブを作成するときは、注釈タスクを実行する作業チームを指定する必要が
あります。作業チームは、自社のワーカーのプライベートワークフォース、または AWS Marketplace で選
択したベンダーワークフォースから選択できます。Amazon Mechanical Turk のワークフォースを動画フ
レームラベル付けジョブに使用することはできません。
ベンダーワークフォースの詳細については、「ベンダーワークフォースの管理 (p. 584)」を参照してくだ
さい。
プライベートワークフォースの作成と管理の方法については、「プライベートワークフォースを使用す
る (p. 586)」を参照してください。

ワーカーユーザーインターフェイス (UI)
Ground Truth には、ワーカーが動画のラベル付けタスクを実行するのに役立つワーカーユーザーインター
フェイス (UI)、ツール、ラベル付け支援機能があります。コンソールでラベル付けジョブを作成するとき
に、ワーカー UI をプレビューできます。
API オペレーション CreateLabelingJob を使用してラベル付けジョブを作成する場合、Ground
Truth によって提供される ARN をパラメータ HumanTaskUiArn に指定して、タスクタイプ用の
ワーカー UI を指定する必要があります。以下を使用できます。HumanTaskUiArnと SageMaker
RenderUiTemplateワーカー UI をプレビューする API オペレーション。
ワーカー向け指示書、ラベル、さらに任意でワーカーがラベルと動画フレームに関する詳細情報を提供す
るために使用できる属性を指定します。これらの属性は、それぞれラベルカテゴリ属性とフレーム属性と
呼ばれます。これらはすべてワーカー UI に表示されます。

ラベルカテゴリ属性とフレーム属性
動画オブジェクトの追跡または動画オブジェクト検出のラベル付けジョブを作成すると、1 つ以上のラベ
ルカテゴリ属性とフレーム属性を追加できます。
• ラベルカテゴリ属性 - 1 つ以上のラベルに関連付けられたオプション (文字列)、フリーフォームのテキ
ストボックス、または数値フィールドのリスト。ワーカーがラベルに関するメタデータを提供する際に
使用します。
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• フレーム属性 - 注釈を付けるためにワーカーに送信される各動画フレームに表示されるオプション (文字
列)、フリーフォームのテキストボックス、または数値フィールドのリスト。ワーカーが動画フレームに
関するメタデータを提供する際に使用します。
さらに、ラベル属性とフレーム属性を使用して、ワーカーにビデオフレームラベル検証ジョブでラベルを
検証させることができます。
これらの属性の詳細については、次のセクションを参照してください。ラベルカテゴリ属性とフレーム属
性をラベル付けジョブに追加する方法については、任意のタスクタイプのページ (p. 301)のラベル付け
ジョブを作成するセクションを参照してください。

ラベルカテゴリ属性
ラベルカテゴリ属性をラベルに追加すると、ワーカーは作成した注釈に関する詳細情報を提供できます。
ラベルカテゴリ属性は、個々のラベルまたはすべてのラベルに追加されます。ラベルカテゴリ属性をすべ
てのラベルに適用すると、ラベルカテゴリ属性はグローバルラベルカテゴリ属性として参照されるように
なります。
例えば、車にラベルカテゴリを追加すると、自動車が遮られているかどうかや自動車のサイズなど、ラ
ベル付けされた自動車に関する追加データを取得したい場合もあります。このメタデータを、ラベルカ
テゴリ属性を使用して取得できます。この例では、属性 occluded を car ラベルカテゴリに追加した場
合、partial、completely、no を occluded 属性に指定することができ、ワーカーはこれらのオプションのい
ずれかを選択できます。
ラベル検証ジョブを作成するときに、ワーカーが検証する各ラベルに、ラベルカテゴリ属性を追加しま
す。

フレームレベル属性
フレーム属性を追加すると、ワーカーが個々の動画フレームに関する詳細情報を提供できるようになりま
す。追加した各フレーム属性は、すべてのフレームに表示されます。
例えば、ワーカーが特定のフレームに表示されるオブジェクトの数を識別できるように number-frame 属
性を追加できます。
あるいは、ワーカーが質問に対する回答を提供できるように、フリーフォームのテキストボックスを提供
できます。
ラベル検証ジョブを作成するときに、1 つ以上のフレーム属性を追加して、ビデオフレーム内のすべての
ラベルに関するフィードバックを提供するようにワーカーに指示できます。

ワーカー向け指示書
ワーカーが動画フレームのラベル付けタスクを実行するのに役立つワーカー向け指示書を提供できます。
指示書を書くときは、次のトピックを参照してください。
• オブジェクトに注釈を付けるときのベストプラクティスと避けるべきことの指示。
• 指定したラベルカテゴリ属性 (オブジェクト検出とオブジェクト追跡のタスク用) とその使用方法。
• ラベル付けの際にキーボードショートカットを使用して時間を節約する方法。
以下を使用して追加できます。 SageMaker ラベル付けジョブを作成するときに API オペレーション
CreateLabelingJob を使用してラベル付けジョブを作成する場合は、ラベルカテゴリ設定ファイルで
ワーカー向け指示書を指定します。
指示書に加えて、Ground Truth には、ワーカーがワーカーポータルを移動および使用するのに役立つリン
クが用意されています。これらの指示書を表示するには、「ワーカー向け指示書 (p. 314)」でタスクタイ
プを選択します。
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タスクを拒否する
ワーカーはタスクを拒否できます。
ワーカーは、指示が明確でない場合、入力データが正しく表示されない場合、またはタスクで他
の問題が発生した場合、タスクを拒否します。データセットオブジェクトあたりのワーカー数
(NumberOfHumanWorkersPerDataObject) がタスクを拒否すると、データオブジェクトは期限切れと
してマークされ、追加のワーカーに送信されません。

動画フレームジョブのアクセス許可の要件
動画フレームのラベル付けジョブを作成するときは、Ground Truth を使用するための IAM アクセス権限を
割り当てる (p. 545) のアクセス許可の要件に加えて、入力マニフェストファイルを含む S3 バケットに
CORS ポリシーを追加する必要があります。

CORS アクセス許可ポリシーを S3 バケットに追加する
動画フレームのラベル付けジョブを作成するときは、入力データとマニフェストファイルがあり、出力
データが保存されるバケットを S3 で指定します。これらのバケットは同じもかまいません。次の CrossOrigin Resource Sharing (CORS) ポリシーを、入力バケットと出力バケットにアタッチする必要がありま
す。Amazon S3 コンソールを使用してポリシーをバケットに追加する場合は、JSON 形式を使用する必要
があります。
JSON
[

]

{

}

"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"GET",
"HEAD",
"PUT"
],
"AllowedOrigins": [
"*"
],
"ExposeHeaders": [
"Access-Control-Allow-Origin"
],
"MaxAgeSeconds": 3000

XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
<ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

S3 バケットに CORS ポリシーを追加する方法については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ド の「CORS によりクロスドメインリソース共有を追加する方法」を参照してください。
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ワーカー向け指示書
このトピックでは、Ground Truth ワーカーポータルの概要と、動画フレームのラベル付けタスクを完了す
るために利用できるツールについて説明します。まず、「トピック」から作業しているタスクの種類を選
択します。

Important
Google Chrome または Firefox ウェブブラウザを使用してタスクを実行することをお勧めしま
す。
調整ジョブの場合は、調整するラベルを生成した元のラベル付けジョブタスクタイプを選択します。必要
に応じて、タスクのラベルを確認して調整します。
トピック
• 動画フレームオブジェクト追跡タスクで作業する (p. 314)
• 動画フレームオブジェクト検出タスクで作業する (p. 322)

動画フレームオブジェクト追跡タスクで作業する
動画フレームオブジェクトの追跡タスクでは、動画フレーム間のオブジェクトの動きを追跡する必要があ
ります。動画フレームは、動画シーンの静止画です。
ワーカー UI を使用して動画フレーム間をナビゲートし、指定ツールを使用して、一意のオブジェクトを特
定し、あるオブジェクトから次のオブジェクトへの移動を追跡します。このページでは、Worker UI のナ
ビゲート、指定ツールの使用方法、タスクの実行方法を学習します。
Google Chrome または Firefox ウェブブラウザを使用してタスクを実行することをお勧めします。

Important
タスクを開いたときに 既に 1 つ以上の動画フレームに注釈が追加されている場合は、注釈を調整
し、必要に応じて注釈を追加します。
トピック
• タスク (p. 314)
• UI をナビゲートする (p. 316)
• ラベル属性とフレーム属性を一括編集する (p. 316)
• ツールガイド (p. 317)
• アイコンガイド (p. 320)
• Shortcuts (p. 321)
• タスクをリリース、停止と再開、拒否する (p. 321)
• 作業の保存と送信 (p. 322)

タスク
動画フレームオブジェクト追跡タスクで作業する場合は、ワーカーポータルの右側にある [Label category]
(ラベルカテゴリ) メニューからカテゴリを選択して注釈付けを開始します。カテゴリを選択したら、指定
されたツールを使用して、カテゴリが適用されるオブジェクトに注釈を付けます。この注釈は、そのオブ
ジェクトに対してのみ使用できる一意のラベル ID と関連付けられます。この同じラベル ID を使用して、
表示されるすべての動画フレームの同じオブジェクトに追加の注釈を作成します。指定ツールについての
詳細は、ツールガイド (p. 317)を参照してください。
ラベルを追加すると、[Label] (ラベル) メニューのラベルの横に下向きの矢印が表示されることがありま
す。この矢印を選択し、表示されるラベル属性ごとに 1 つのオプションを選択して、そのラベルの詳細情
報を指定します。
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[Label] (ラベル) メニューにフレーム属性が表示されることがあります。これらの属性は、タスクの各フ
レームに表示されます。これらの属性プロンプトを使用して、各フレームに関する追加情報を入力しま
す。

ラベルを追加したら、[Label] (ラベル) メニューのラベルの横にある下向きの矢印を使用して、ラベルカテ
ゴリ属性値をすばやく追加、編集できます。[Label] (ラベル) メニューのラベルの横にある鉛筆アイコンを
選択すると、[Edit instance] (インスタンスの編集 )メニューが表示されます。このメニューを使用して、ラ
ベル ID、ラベルカテゴリ、ラベルカテゴリの属性を編集できます。
注釈を編集するには、編集する注釈のラベルを [Label] (ラベル) メニューで選択するか、フレーム内の注釈
を選択します。注釈を編集または削除するときは、1 つのフレーム内の注釈のみが変更されます。
境界ボックスツールを含むタスクを作業している場合は、[次を予測] アイコンを使用して、次のフレーム
のフレームに描画したすべての境界ボックスの位置を予測します。1 つのボックスを選択して、Predict
next (次を予測) アイコンを選択すると、そのボックスのみが次のフレームで予測されます。現在のフレー
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ムにボックスを追加していない場合は、エラーが発生します。この機能を使用するには、フレームに少な
くとも 1 つのボックスを追加する必要があります。
Predict next (次を予測) アイコンを使用した後は、次のフレーム内の各ボックスの位置を確認し、必要に応
じてボックスの位置とサイズを調整します。
その他のすべてのツールについては、[Copy to next] (次へコピー) と [Copy to all] (すべてにコピー)ツール
を使用して、注釈を次のフレームまたはすべてのフレームにそれぞれコピーできます。

UI をナビゲートする
UI の左下隅にあるナビゲーションバーを使用して、ビデオフレーム間を移動できます。
再生ボタンを使用し、フレームのシーケンス全体を自動的に移動します。
[Next frame] (次のフレーム) ボタンと [Previous frame] (前のフレーム) ボタンを使用すると、一度に 1 フ
レームずつ前または後ろに移動します。フレーム番号を入力して、そのフレームに移動することもできま
す。
すべての動画フレームは拡大または縮小できます。動画フレームを拡大したら、移動アイコンを使用して
そのフレーム内の周囲を移動できます。そのフレーム内でズームおよび移動して 1 つの動画フレームに新
しいビューを設定すると、すべての動画フレームが同じビューに設定されます。画面に合わせるアイコン
を使用すると、すべての動画フレームを元のビューにリセットできます。その他の表示オプションについ
ては、「アイコンガイド (p. 320)」を参照してください。
ワーカー UI では、次のメニューが表示されます。
• Instructions (手順) - タスクを開始する前に、これらの手順を確認します。また、[More instructions] (そ
の他の手順) 選択してこれらの手順を確認します。
• Shortcuts (ショートカット) - このメニュー を使用して、動画フレームを移動したり、指定されたツール
を使用したりするためのキーボードショートカットを表示します。
• Help (ヘルプ) — このオプションを使用して、このドキュメントを参照します。

ラベル属性とフレーム属性を一括編集する
ラベル属性とフレーム属性は一括編集できます。
属性を一括編集する場合は、編集を適用するフレーム範囲を 1 つ以上指定します。選択した属性は、指定
した開始フレームと終了フレームを含む、その範囲内のすべてのフレームで編集されます。ラベル属性を
一括編集する場合は、指定する範囲に、ラベル属性がアタッチされるラベルを含める必要があります。こ
のラベルを含まないフレームを指定した場合は、エラーが発生します。
属性を一括編集するには、まず属性の値を指定する必要があります。例えば、属性を Yes から No に変更
する場合は、No を選択してから一括編集を実行する必要があります。
また、入力されていない属性に新しい値を指定し、一括編集機能を使用してその値を複数のフレームに入
力できます。これを行うには、属性の目的の値を選択し、以下の手順を実行します。

ラベルまたは属性を一括編集するには、次の手順を実行します。
1.
2.

3.

マウスを使用して、一括編集する属性を右クリックします。
テキストボックスで、一括編集を適用するフレームの範囲をダッシュ (-) で指定します。例えば、編
集を 1 から 10 のフレームに適用する場合は、1-10 と入力します。編集をフレーム 2 から 5、8 から
10、20 に適用する場合は、2-5,8-10,20 と入力します。
[Confirm] (確認) を選択します。

エラーメッセージが表示された場合は、有効な範囲を入力し、編集中のラベル属性に関連付けられている
ラベル（該当する場合）が、指定したすべてのフレームに存在することを確認します。
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画面上部の [Label] (ラベル) メニューにある [Duplicate to previous frames] (前のフレームに複製)
と[Duplicate to next frames] (次のフレームに複製) オプションを使用し、ラベルを前または後続のすべての
フレームにすばやく追加できます。

ツールガイド
タスクには、1 つ以上のツールが含まれます。指定されたツールによって、オブジェクトを特定して追跡
するために作成する注釈のタイプが決まります。次の表を使用して、指定された各ツールの詳細について
説明します。
ツール

[Icon] (アイコン)

[Action] (アクション)

説明

境界ボックス

境界ボックスの注釈を
追加します。

境界ボックスを追加す
るには、このアイコ
ンを選択します。追加
する各境界ボックスに
は、[Label category] (ラ
ベルカテゴリ) ドロッ
プダウンメニューから
選択したカテゴリが関
連付けられます。境界
ボックスまたは関連す
るラベルを選択して調
整します。

境界ボックス

次のフレームで境界
ボックスを予測しま
す。

境界ボックスを選択
し、このアイコンを
選択して、次のフレー
ムのボックスの位置を
予測します。アイコン
を連続して複数回選択
すると、複数のフレー
ム内のボックスの位置
を自動的に検出できま
す。例えば、このアイ
コンを 5 回選択する
と、次の 5 フレーム内
のバウンディングボッ
クスの位置を予測でき
ます。

Keypoint (特徴点)

特徴点の注釈を追加し
ます。

このアイコンを選択し
て、特徴点を追加し
ます。イメージのオブ
ジェクトをクリックし
て、その位置に特徴点
を配置します。
追加する各特徴点に
は、[Label category] (ラ
ベルカテゴリ) ドロップ
ダウンメニューから選
択したカテゴリが関連
付けられます。特徴点
またはそれに関連する
ラベルを選択して調整
します。
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ツール

[Icon] (アイコン)

Polyline (ポリライン)

[Action] (アクション)

説明

ポリライン注釈を追加
します。

このアイコンを選択し
て、ポリラインを追加
します。ポリラインを
追加するには、対象オ
ブジェクトの周りを連
続してクリックして新
しいポイントを追加し
ます。ポリラインの描
画を停止するには、2 回
目に配置した点 (緑色の
点) を選択するか、キー
ボードの Enter キーを押
します。
ポリラインに追加され
た各ポイントは、ライ
ンによって前のポイン
トに接続されます。ポ
リラインは閉じていて
(始点と終点が同じであ
る必要はない)、ライン
間に形成される角度に
制限はありません。
追加する各ポリライン
には、[Label category]
(ラベルカテゴリ) ドロッ
プダウンメニューから
選択したカテゴリが関
連付けられます。ポリ
ラインまたはそれに関
連するラベルを選択し
て調整します。
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ツール

[Icon] (アイコン)

Polygon (ポリゴン)

[Action] (アクション)

説明

ポリゴン注釈を追加し
ます。

このアイコンを選択し
て、ポリゴンを追加
します。ポリゴンを追
加するには、対象オブ
ジェクトの周りを連続
してクリックして新し
いポイントを追加しま
す。ポリゴンの描画を
停止するには、始点 (緑
色の点) を選択します。
ポリゴンは、配置する
一連のポイントによっ
て定義される閉じた
図形です。ポリゴン
に追加された各ポイン
トは、ラインによって
前のポイントに接続さ
れ、ライン間に形成さ
れる角度に制限はあり
ません。始点と終点は
同じでなければなりま
せん。
追加する各ポリゴン
は、[Label] (ラベルカ
テゴリ) ドロップダウン
メニューから選択した
カテゴリが関連付けら
れます。ポリゴンまた
はそれに関連するラベ
ルを選択して調整しま
す。

Copy to Next (次へコ
ピー)

注釈を次のフレームに
コピーします。
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ツール

[Icon] (アイコン)

Copy to All (すべてにコ
ピー)

[Action] (アクション)

説明

後続のすべてのフレー
ムに注釈をコピーしま
す。

現在のフレームで 1 つ
または複数の注釈が
選択されている場合、
それらの注釈が後続の
すべてのフレームにコ
ピーされます。注釈が
選択されていない場合
は、現在のフレーム内
のすべての注釈が後続
のすべてのフレームに
コピーされます。

アイコンガイド
この表を使用して、UI に表示されるアイコンについて学習します。これらのアイコンの一部
は、[Shortcuts] (ショートカット) メニューにあるキーボードショートカットを使用して自動的に選択でき
ます。
[Icon] (アイコン)

[Action] (アクショ
ン)

説明

Brightness (明る
さ)

このアイコンを選択して、すべてのビデオフレームの明るさ
を調整します。

contrast (コントラ
スト)

このアイコンを選択して、すべてのビデオフレームのコント
ラストを調整します。

zoom in (ズームイ
ン)

このアイコンを選択して、すべてのビデオフレームを拡大表
示します。

zoom out (ズーム
アウト)

このアイコンを選択して、すべてのビデオフレームを縮小表
示します。

move screen (画面
移動)

ビデオフレームを拡大した後に、このアイコンを選択して、
そのビデオフレーム内を移動します。マウスを使用してビ
デオフレーム内を移動するには、フレームを移動する方向
にドラッグします。これにより、すべてのビューフレームの
ビューが変更されます。

fit screen (画面に
合わせる)

すべてのビデオフレームを元の位置にリセットします。
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[Icon] (アイコン)

[Action] (アクショ
ン)

説明

undo (元に戻す)

アクションを元に戻します。このアイコンを使用して、追加
した境界ボックスを削除したり、境界ボックスに加えた調整
を元に戻したりすることができます。

redo (再実行)

再実行アイコンを使用して元に戻した操作をやり直します。

delete label (ラベ
ルを削除)

ラベルを削除します。1 つのフレーム内のラベルに関連付け
られている境界ボックスを削除します。

show or hide label
(ラベルを表示また
は非表示)

このアイコンを選択して、非表示になっているラベルを表示
します。このアイコンにスラッシュが含まれている場合は、
そのアイコンを選択してラベルを非表示にします。

edit label (ラベル
を編集)

このアイコンを選択すると、[Edit instance] (インスタンスの
編集) メニューが開きます。このメニューを使用して、ラベ
ルカテゴリ、ID を編集し、ラベル属性を追加または編集しま
す。

Shortcuts
[Shortcuts] メニューにリストされているキーボードショートカットを使用すると、アイコンの選択、注釈
の取り消しとやり直し、ツールを使用した注釈の追加と編集を簡単に行えます。例えば、境界ボックスを
追加すると、P をクリックして、後続のフレームでそのボックスの位置を迅速に予測できます。
タスクを開始する前に、[Shortcuts] (ショートカット) メニューを確認して、これらのコマンドに慣れてお
くことをお勧めします。

タスクをリリース、停止と再開、拒否する
ラベル付けタスクを開くと、右上の 3 つのボタンでタスクを拒否（[Decline task] (タスクを拒否))、リリー
ス ([Release task] (タスクをリリース))、停止して後で再開 ([Stop and resume later] (停止して後で再開))
できます。次のリストでは、これらのオプションのいずれかを選択した場合の動作について説明します。
• Decline task: 不明なビデオフレームイメージや UI の問題など、タスクに問題がある場合にのみタスクを
拒否してください。タスクを拒否すると、そのタスクに戻ることはできません。
• リリースタスク: このオプションを使用してタスクをリリースし、他のユーザーがタスクに取り組めるよ
うにします。タスクをリリースすると、そのタスクで完了したすべての作業がなくなり、チームの他の
ワーカーがそのタスクを選択できるようになります。十分な数のワーカーがタスクを取得した場合は、
タスクに戻れない場合があります。このボタンを選択してから、[Confirm] (確認) をクリックすると、
ワーカーポータルに戻ります。タスクがまだ利用可能な場合、そのステータスは [Available] (使用可能)
になります。他のワーカーがそれを選択すると、ポータルから消えます。
• Stop and resume later: 以下を使用できます。Stop and resume laterボタンをクリックして作業を停止
し、後でタスクに戻ります。[Save] (保存) ボタンをクリックして作業内容を保存してから、[Stop and
resume later] (停止して後で再開) を選択してください。このボタンを選択してから、[Confirm] (確認) を
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クリックすると、ワーカーポータルに戻り、タスクステータスは [Stopped] (停止済み) になります。同
じタスクを選択して、そこで作業を再開できます。
ラベル付けタスクを作成する担当者によって、すべてのタスクを完了するための時間制限が指定されま
す。その制限時間内にこのタスクに戻って完了しないと、タスクは期限切れになり、作業内容は送信さ
れません。詳細については、管理者にお問い合わせください。

作業の保存と送信
[Save] (保存) ボタンを使用して定期的に作業を保存してください。Ground Truth では、15 分ごとに自動
的に作業が保存されます。
タスクを開いたら、[送信] を押す前に、タスクに対する作業を完了する必要があります。

動画フレームオブジェクト検出タスクで作業する
動画フレームオブジェクトの検出タスクでは、注釈を使用して動画フレーム内のオブジェクトの位置の分
類と識別を必要としました。動画フレームは、動画シーンの静止画です。
ワーカー UI を使用して動画フレーム間を移動し、注釈を作成して対象のオブジェクトを特定できます。こ
のページのセクションでは、Worker UI のナビゲート、指定ツールの使用方法、タスクの実行方法を学習
します。
Google Chrome ウェブブラウザを使用してタスクを実行することをお勧めします。

Important
タスクを開いたときに 既に 1 つ以上の動画フレームに注釈が追加されている場合は、注釈を調整
し、必要に応じて注釈を追加します。
トピック
• タスク (p. 322)
• UI をナビゲートする (p. 324)
• ラベル属性とフレーム属性を一括編集する (p. 324)
• ツールガイド (p. 325)
• UI Icon Guide (UI アイコンガイド) (p. 328)
• Shortcuts (p. 329)
• タスクをリリース、停止と再開、拒否する (p. 329)
• 作業の保存と送信 (p. 330)

タスク
動画フレームオブジェクト検出タスクで作業する場合は、ワーカーポータルの右側にある [Label category]
(ラベルカテゴリ) メニューからカテゴリを選択して注釈付けを開始します。カテゴリを選択したら、この
カテゴリが適用されるオブジェクトの周囲に注釈を作成します。ワーカー UI に表示されるツールの詳細に
ついては、「ツールガイド (p. 325)」を参照してください。
ラベルを追加すると、[Label] (ラベル) メニューのラベルの横に下向きの矢印が表示されることがありま
す。この矢印を選択し、表示されるラベル属性ごとに 1 つのオプションを選択して、そのラベルの詳細情
報を指定します。
[Label] (ラベル) メニューにフレーム属性が表示されることがあります。これらの属性は、タスクの各フ
レームに表示されます。これらの属性プロンプトを使用して、各フレームに関する追加情報を入力しま
す。
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注釈を編集するには、編集する注釈のラベルを [Label] (ラベル) メニューで選択するか、フレーム内の注釈
を選択します。注釈を編集または削除するときは、1 つのフレーム内の注釈のみが変更されます。
境界ボックスツールを含むタスクを作業している場合は、[次を予測] アイコンを使用して、次のフレーム
のフレームに描画したすべての境界ボックスの位置を予測します。1 つのボックスを選択して、Predict
next (次を予測) アイコンを選択すると、そのボックスのみが次のフレームで予測されます。現在のフレー
ムにボックスを追加していない場合は、エラーが発生します。この機能を使用するには、フレームに少な
くとも 1 つのボックスを追加する必要があります。

Note
次を予測の機能では、手動で作成された注釈を上書きしません。注釈を追加するだけです。[次
を予測] を使用した結果、1 つのオブジェクトの周りに複数の境界ボックスがある場合は、1 つの
ボックスを除いてすべて削除します。各オブジェクトは 1 つのボックスでのみ特定される必要が
あります。
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Predict next (次を予測) アイコンを使用した後は、次のフレーム内の各ボックスの位置を確認し、必要に応
じてボックスの位置とサイズを調整します。
その他のすべてのツールについては、[Copy to next] (次へコピー) と [Copy to all] (すべてにコピー)ツール
を使用して、注釈を次のフレームまたはすべてのフレームにそれぞれコピーできます。

UI をナビゲートする
UI の左下隅にあるナビゲーションバーを使用して、ビデオフレーム間を移動できます。
再生ボタンを使用して、複数のフレームを自動的に再生します。
[Next frame] (次のフレーム) ボタンと [Previous frame] (前のフレーム) ボタンを使用すると、一度に 1 フ
レームずつ前または後ろに移動します。フレーム番号を入力して、そのフレームに移動することもできま
す。
すべての動画フレームは拡大または縮小できます。動画フレームを拡大したら、移動アイコンを使用して
そのフレーム内の周囲を移動できます。そのフレーム内でズームおよび移動して 1 つの動画フレームの新
しいビューに移動すると、すべての動画フレームが同じビューに設定されます。画面に合わせるアイコン
を使用すると、すべての動画フレームを元のビューにリセットできます。詳細については、UI Icon Guide
(UI アイコンガイド) (p. 328) を参照してください。
ワーカー UI では、次のメニューが表示されます。
• Instructions (手順) - タスクを開始する前に、これらの手順を確認します。また、[More instructions] (そ
の他の手順) 選択してこれらの手順を確認します。
• Shortcuts (ショートカット) - このメニュー を使用して、動画フレームを移動したり、提供されている注
釈ツールを使用したりするためのキーボードショートカットを表示します。
• Help (ヘルプ) — このオプションを使用して、このドキュメントを参照します。
オプション:

ラベル属性とフレーム属性を一括編集する
ラベル属性とフレーム属性は一括編集できます。
属性を一括編集する場合は、編集を適用するフレーム範囲を 1 つ以上指定します。選択した属性は、指定
した開始フレームと終了フレームを含む、その範囲内のすべてのフレームで編集されます。ラベル属性を
一括編集する場合は、指定する範囲に、ラベル属性がアタッチされるラベルを含める必要があります。こ
のラベルを含まないフレームを指定した場合は、エラーが発生します。
属性を一括編集するには、まず属性の値を指定する必要があります。例えば、属性を Yes から No に変更
する場合は、No を選択してから一括編集を実行する必要があります。
また、入力されていない属性に新しい値を指定し、一括編集機能を使用してその値を複数のフレームに入
力できます。これを行うには、属性の目的の値を選択し、以下の手順を実行します。

ラベルまたは属性を一括編集するには、次の手順を実行します。
1.

マウスを使用して、一括編集する属性を右クリックします。

2.

テキストボックスで、一括編集を適用するフレームの範囲をダッシュ (-) で指定します。例えば、編
集を 1 から 10 のフレームに適用する場合は、1-10 と入力します。編集をフレーム 2 から 5、8 から
10、20 に適用する場合は、2-5,8-10,20 と入力します。

3.

[Confirm] (確認) を選択します。

エラーメッセージが表示された場合は、有効な範囲を入力し、編集中のラベル属性に関連付けられている
ラベル（該当する場合）が、指定したすべてのフレームに存在することを確認します。
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画面上部の [Label] (ラベル) メニューにある [Duplicate to previous frames] (前のフレームに複製)
と[Duplicate to next frames] (次のフレームに複製) オプションを使用し、ラベルを前または後続のすべての
フレームにすばやく追加できます。

ツールガイド
タスクには、1 つ以上のツールが含まれます。提供されるツールによって、オブジェクトを特定してラ
ベル付けするために作成する注釈のタイプが決まります。Worker UI に表示されるツールの詳細について
は、次の表を参照してください。
ツール

[Icon] (アイコン)

[Action] (アクション)

説明

境界ボックス

境界ボックスの注釈を
追加します。

境界ボックスを追加す
るには、このアイコ
ンを選択します。追加
する各境界ボックスに
は、[Label category] (ラ
ベルカテゴリ) ドロッ
プダウンメニューから
選択したカテゴリが関
連付けられます。境界
ボックスまたは関連す
るラベルを選択して調
整します。

Predict next (次を予測す
る)

次のフレームで境界
ボックスを予測しま
す。

境界ボックスを選択
し、このアイコンを
選択して、次のフレー
ムのボックスの位置を
予測します。アイコン
を連続して複数回選択
すると、複数のフレー
ム内のボックスの位置
を自動的に検出できま
す。例えば、このアイ
コンを 5 回選択する
と、次の 5 フレーム内
のバウンディングボッ
クスの位置を予測でき
ます。

Keypoint (特徴点)

特徴点の注釈を追加し
ます。

このアイコンを選択し
て、特徴点を追加し
ます。イメージのオブ
ジェクトをクリックし
て、その位置に特徴点
を配置します。
追加する各特徴点に
は、[Label category] (ラ
ベルカテゴリ) ドロップ
ダウンメニューから選
択したカテゴリが関連
付けられます。特徴点
またはそれに関連する
ラベルを選択して調整
します。
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ツール

[Icon] (アイコン)

Polyline (ポリライン)

[Action] (アクション)

説明

ポリライン注釈を追加
します。

このアイコンを選択し
て、ポリラインを追加
します。ポリラインを
追加するには、対象オ
ブジェクトの周りを連
続してクリックして新
しいポイントを追加し
ます。ポリラインの描
画を停止するには、2 回
目に配置した点 (緑色の
点) を選択するか、キー
ボードの Enter キーを押
します。
ポリラインに追加され
た各ポイントは、ライ
ンによって前のポイン
トに接続されます。ポ
リラインは閉じていて
(始点と終点が同じであ
る必要はない)、ライン
間に形成される角度に
制限はありません。
追加する各ポリライン
には、[Label category]
(ラベルカテゴリ) ドロッ
プダウンメニューから
選択したカテゴリが関
連付けられます。ポリ
ラインまたはそれに関
連するラベルを選択し
て調整します。
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ツール

[Icon] (アイコン)

Polygon (ポリゴン)

[Action] (アクション)

説明

ポリゴン注釈を追加し
ます。

このアイコンを選択し
て、ポリゴンを追加
します。ポリゴンを追
加するには、対象オブ
ジェクトの周りを連続
してクリックして新し
いポイントを追加しま
す。ポリゴンの描画を
停止するには、始点 (緑
色の点) を選択します。
ポリゴンは、配置する
一連のポイントによっ
て定義される閉じた
図形です。ポリゴン
に追加された各ポイン
トは、ラインによって
前のポイントに接続さ
れ、ライン間に形成さ
れる角度に制限はあり
ません。ポリゴンの 2
本の線 (側面) は交差で
きません。この条件に
違反すると、線は赤に
なります。始点と終点
は同じでなければなり
ません。
追加する各ポリゴン
は、[Label] (ラベルカ
テゴリ) ドロップダウン
メニューから選択した
カテゴリが関連付けら
れます。ポリゴンまた
はそれに関連するラベ
ルを選択して調整しま
す。

Copy to Next (次へコ
ピー)

注釈を次のフレームに
コピーします。
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ツール

[Icon] (アイコン)

Copy to All (すべてにコ
ピー)

[Action] (アクション)

説明

後続のすべてのフレー
ムに注釈をコピーしま
す。

現在のフレームで 1 つ
または複数の注釈が
選択されている場合、
それらの注釈が後続の
すべてのフレームにコ
ピーされます。注釈が
選択されていない場合
は、現在のフレーム内
のすべての注釈が後続
のすべてのフレームに
コピーされます。

UI Icon Guide (UI アイコンガイド)
この表を使用して、ワーカータスクポータルに表示されるアイコンについて学習します。これらのアイコ
ンは、Shortcuts (ショートカット) メニューにあるキーボードショートカットを使用して自動的に選択でき
ます。
アイコン

説明
Brightness (明る
さ)

このアイコンを選択して、すべてのビデオフレームの明るさ
を調整します。

contrast (コントラ
スト)

このアイコンを選択して、すべてのビデオフレームのコント
ラストを調整します。

zoom in (ズームイ
ン)

このアイコンを選択して、すべてのビデオフレームを拡大表
示します。

zoom out (ズーム
アウト)

このアイコンを選択して、すべてのビデオフレームを縮小表
示します。

move screen (画面
移動)

ビデオフレームを拡大した後に、このアイコンを選択して、
そのビデオフレーム内を移動します。マウスを使用してビデ
オフレーム内を移動するには、マウスをクリックしてフレー
ムを移動する方向にドラッグします。これにより、すべての
ビューフレームのビューが変更されます。

fit screen (画面に
合わせる)

すべてのビデオフレームを元の位置にリセットします。
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アイコン

説明
undo (元に戻す)

アクションを元に戻します。このアイコンを使用して、追加
した境界ボックスを削除したり、境界ボックスに加えた調整
を元に戻したりすることができます。

redo (再実行)

再実行アイコンを使用して元に戻した操作をやり直します。

delete label (ラベ
ルを削除)

ラベルを削除します。1 つのフレーム内のラベルに関連付け
られている境界ボックスを削除します。

show or hide label
(ラベルを表示また
は非表示)

このアイコンを選択して、非表示になっているラベルを表示
します。このアイコンにスラッシュが含まれている場合は、
そのアイコンを選択してラベルを非表示にします。

Shortcuts
[Shortcuts] メニューにリストされているキーボードショートカットを使用すると、アイコンの選択、注釈
の取り消しとやり直し、ツールを使用した注釈の追加と編集を簡単に行えます。例えば、境界ボックスを
追加すると、P をクリックして、後続のフレームでそのボックスの位置を迅速に予測できます。
タスクを開始する前に、[Shortcuts] (ショートカット) メニューを確認して、これらのコマンドに慣れてお
くことをお勧めします。

タスクをリリース、停止と再開、拒否する
ラベル付けタスクを開くと、右上の 3 つのボタンでタスクを拒否（[Decline task] (タスクを拒否))、リリー
ス ([Release task] (タスクをリリース))、停止して後で再開 ([Stop and resume later] (停止して後で再開))
できます。次のリストでは、これらのオプションのいずれかを選択した場合の動作について説明します。
• Decline task: 不明なビデオフレームイメージや UI の問題など、タスクに問題がある場合にのみタスクを
拒否してください。タスクを拒否すると、そのタスクに戻ることはできません。
• リリースタスク: このオプションを使用してタスクをリリースし、他のユーザーがタスクに取り組めるよ
うにします。タスクをリリースすると、そのタスクで完了したすべての作業がなくなり、チームの他の
ワーカーがそのタスクを選択できるようになります。十分な数のワーカーがタスクを取得した場合は、
タスクに戻れない場合があります。このボタンを選択してから、[Confirm] (確認) をクリックすると、
ワーカーポータルに戻ります。タスクがまだ利用可能な場合、そのステータスは [Available] (使用可能)
になります。他のワーカーがそれを選択すると、ポータルから消えます。
• Stop and resume later: 以下を使用できます。Stop and resume laterボタンをクリックして作業を停止
し、後でタスクに戻ります。[Save] (保存) ボタンをクリックして作業内容を保存してから、[Stop and
resume later] (停止して後で再開) を選択してください。このボタンを選択してから、[Confirm] (確認) を
クリックすると、ワーカーポータルに戻り、タスクステータスは [Stopped] (停止済み) になります。同
じタスクを選択して、そこで作業を再開できます。
ラベル付けタスクを作成する担当者によって、すべてのタスクを完了するための時間制限が指定されま
す。その制限時間内にこのタスクに戻って完了しないと、タスクは期限切れになり、作業内容は送信さ
れません。詳細については、管理者にお問い合わせください。
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作業の保存と送信
作業は定期的に保存してください。Ground Truth は 15 分ごとに自動的に作業を保存します。
タスクを開いたら、[Submit] (送信) を押す前に、タスクに対する作業を完了する必要があります。

Ground Truth を使用した 3D 点群のラベル付け
3D 点群のラベル付けジョブを作成すると、LiDAR (Light Detection and Ranging) センサーや深度カメラな
どの 3D センサーから作成した 3D 点群オブジェクトや、ドローンなどのエージェントで収集した画像を
組み合わせる 3D 再構成によって作成した 3D 点群オブジェクトに対して、ワーカーにラベルを付けさせ
ることができます。

3D 点群
点群は、点からなる 3 次元 (3D) のビジュアルデータで構成されます。それぞれの点は、通常、x、y、z
の 3 つの座標で示されます。点群に色や点の反射強度の違いを追加する場合は、反射強度の i や r
(赤)、g (緑)、b (青) の 8 ビットのカラーチャネルの値などの追加の属性を使用して点を示すことができ
ます。Ground Truth の 3D 点群のラベル付けジョブを作成する際は、点群データと必要に応じてセンサー
フュージョンデータを指定できます。
次の図は、Ground Truth でレンダリングした単一の 3D 点群のシーンをセマンティックセグメンテーショ
ンのワーカー UI で表示したものを示しています。
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LiDAR
LiDAR (Light Detection and Ranging) センサーは、点群データの作成に使用する測定値の収集に使用され
る一般的なセンサーです。LiDAR は、パルス状のレーザー光を使用してセンサーから物体までの距離を測
定するリモートセンシング技術です。LiDAR センサーから作成した 3D 点群データは、使用できる 3D の
raw データ形式 (p. 478) で説明されている raw データ形式を使用して Ground Truth の 3D 点群のラベル
付けジョブに使用できます。

センサーフュージョン
Ground Truth の 3D 点群のラベル付けジョブには、すべてのタスクタイプでビデオカメラによるセンサー
フュージョンをサポートするセンサーフュージョン機能が含まれています。一部のセンサーは、複数の
LiDAR デバイスとビデオカメラを備えており、画像を収集して LiDAR フレームに関連付けます。注釈担
当者がその目で見て自信を持ってタスクを完了できるように、Ground Truth のセンサーフュージョン機能
では、3D スキャナー (LiDAR など) の外部マトリックスとカメラの外部/内部マトリックスを使用して、3D
点群とカメラの 2D 画像の間で相互に注釈 (ラベル) を反映できます。詳細については、センサーフュー
ジョン (p. 495) を参照してください。

3D 点群のラベル付け
Ground Truth には、ワーカーが 3D 点群のラベル付け または注釈に使用するユーザーインターフェイス
(UI) とツールが用意されています。オブジェクトの検出またはセマンティックセグメンテーションのタス
クタイプでは、ワーカーは単一の点群フレームに注釈を付けます。オブジェクトの追跡では、ワーカー
はフレームのシーケンスに注釈を付けます。オブジェクトの追跡を使用すると、シーケンスのすべてのフ
レームにわたるオブジェクトの動きを追跡することができます。
次の画像は、ワーカーが Ground Truth のワーカーポータルとツールを使用して、オブジェクトの検出タス
クで 3D 点群に注釈を付けているところを示しています。他のタスクタイプでの同様の画像の例について
は、「3D 点群のタスクタイプ (p. 334)」を参照してください。
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点群の注釈のラベル付け支援ツール
Ground Truth には、ワーカーが点群の注釈タスクをより早く正確に完了できるように、ラベル付け支援
ツールが用意されています。各タスクタイプのワーカー UI に含まれているラベル付け支援ツールの詳細に
ついては、タスクタイプを選択 (p. 334)して、そのページの「ワーカータスクインターフェイスの表示」
セクションを参照してください。

次のステップ
Ground Truth の 3D 点群のラベル付けジョブを使用すると、6 種類のタスクを作成できます。3D 点群のタ
スクタイプ (p. 334) のトピックでは、これらのタスクタイプの詳細と、任意のタスクタイプを使用して
ラベル付けジョブを作成する方法について説明します。
3D 点群のラベル付けジョブは、Ground Truth の他のラベル付けモダリティとは異なります。ラベル付け
ジョブを作成する前に、「3D 点群のラベル付けジョブの概要 (p. 359)」を読むことをお勧めします。さ
らに、3D 点群と動画フレームのラベル付けジョブクォータ (p. 476) で入力データのクォータを確認しま
す。
人の場合 end-to-end を使用したデモ SageMaker API とAWSPython SDK (boto 3) 3D 点群ラベル付けジョ
ブを作成するには、以下を参照してください。Create-3D-pointcloud-labeling-jobipynb()SageMaker ノート
ブックタブの例。

Important
2020 年 6 月 5 日より前に作成されたノートブックインスタンスを使用してこのノートブックを
実行する場合は、ノートブックを機能させるためにそのノートブックインスタンスを停止して再
起動する必要があります。
トピック
• 3D 点群のタスクタイプ (p. 334)
• 3D 点群のラベル付けジョブの概要 (p. 359)
• ワーカー向け指示書 (p. 363)

3D 点群のタスクタイプ
Ground Truth の 3D 点群のラベル付けモダリティは、さまざまなユースケースで使用することができま
す。以下に、3D 点群の各タスクタイプの簡単な説明を示します。特定のタスクタイプを使用してラベル
リングジョブを作成する方法の詳細および手順については、タスクタイプ名を選択してそのタスクタイプ
ページを参照してください。
• 3D 点群オブジェクトの検出 - このタスクタイプは、ワーカーにオブジェクトの周囲に 3D の直方体を追
加およびフィットさせて、3D 点群内のオブジェクトを特定および分類させる場合に使用します。
• 3D 点群オブジェクトの追跡 - このタスクタイプは、ワーカーにオブジェクトの周囲に 3D の直方体を追
加およびフィットさせて、3D 点群フレームのシーケンスでのオブジェクトの動きを追跡させる場合に使
用します。例えば、このタスクタイプを使用して、複数の点群フレームにわたる車両の動きを追跡する
ようにワーカーに指示できます。
• 3D 点群セマンティックセグメンテーション-このタスクタイプは、ワーカーに指定した分類ごとに割り
当てた異なる色を使用して 3D 点群内のオブジェクトに色付けさせて、点レベルのセマンティックセグ
メンテーションマスクを作成させる場合に使用します。
• 3D 点群調整タスクタイプ — 上記の各タスクタイプには、調整3D 点群のラベル付けジョブから作成さ
れた注釈を監査および調整するために使用できます。関連付けられたタスクタイプのページを参照し
て、そのタスクの調整のラベル付けジョブを作成する方法を確認してください。
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3D 点群オブジェクト検出
このタスクタイプは、オブジェクトの周囲に 3D 直方体を描き、3D 点群内のオブジェクトを分類する場合
に使用します。例えば、このタスクタイプを使用して、車、自転車、歩行者など、点群のさまざまなタイ
プのオブジェクトを識別するようにワーカーに依頼できます。
このタスクタイプでは、ワーカーがラベルを付けるデータオブジェクトは、単一ポイントの点群フレーム
です。Ground Truth は、指定した点群データを使用して 3D 点群をレンダリングします。また、カメラ
のデータを用意することで、ワーカーにフレームのシーンに関する視覚的な情報をより多く提供したり、
ワーカーがオブジェクトの周囲に 3D の直方体を描画しやすくしたりすることもできます。
Ground Truth は、3D シーンと投影されたサイドビュー (上面、 側面、背面) の両方で、3 次元に 9 つの自
由度 ( x、y、z、rx、ry、rz、l、w、h ) を有するオブジェクトに注釈を行うツールを提供します。センサー
フュージョン情報 (カメラデータなど) を提供すると、ワーカーが 3D 点群オブジェクトを識別するために
直方体を追加した際に、直方体が表示され、2D イメージで修正することができます。直方体を追加した
後、2D または 3D シーンでその直方体に対して行われた編集のすべてが、他のビューに投影されます。
3D 点群オブジェクト検出調整タスクタイプを使用して、3D 点群オブジェクト検出ラベル付けジョブで作
成された注釈の調整を行うジョブを作成できます。
Ground Truth の 3D 点群のラベル付けモダリティを初めて使用する場合は、3D 点群のラベル付けジョブの
概要 (p. 359) を確認することをお勧めします。このラベル付けモダリティは、他の Ground Truth タスク
タイプとは異なります。このページでは、3D 点群のラベル付けジョブを作成するときに注意すべき重要事
項の概要を説明します。
トピック
• ワーカータスクインターフェイスの表示 (p. 335)
• 3D 点群オブジェクト検出ラベル付けジョブの作成 (p. 339)
• 3D 点群オブジェクト検出の調整または検証ラベル付けジョブを作成する (p. 340)
• 出力データ形式 (p. 341)

ワーカータスクインターフェイスの表示
Ground Truth は、3D 点群オブジェクト検出注釈タスクを実行するためのウェブポータルとツールを提供
します。ラベル付けジョブを作成する場合は、事前構築済みの Ground Truth ワーカー UI の Amazon リ
ソースネーム (ARN) を HumanTaskUiArn パラメータで指定します。コンソールでこのタスクタイプを使
用してラベル付けジョブを作成すると、そのワーカーの UI が自動的に使用されます。コンソールでラベル
付けジョブを作成するときに、ワーカー UI のプレビューと操作ができます。初めて使用する場合は、コン
ソールを使用してラベル付けジョブを作成し、ラベルの属性、点群フレーム、画像 (該当する場合) が期待
したとおりに表示されているかを確認することをお勧めします。
3D 点群オブジェクト検出のワーカータスクインターフェイスの GIF 画像 を次に示します。ワールド座標
系でセンサーフュージョン用のカメラデータを提供すると、画像は点群フレームのシーンに合致します。
これらの画像は、次の GIF 画像に示すように、ワーカーポータルに表示されます。
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キーボードとマウスを使用して 3D シーン内を移動操作できます。次の操作が可能です。
• 点群内の特定のオブジェクトをダブルクリックして、ズームインする。
• マウスホイールまたはタッチパッドを使用して、点群を拡大または縮小する。
• キーボードの矢印キーと、 [Q]、[E]、[A]、[D] キーの両方を使用して、上下左右に移動する。キーボード
の [W] と [S] キーを使用して、拡大または縮小します。
3D シーンに直方体を配置すると、側面ビューの一面が 3 つの投影された側面ビュー (上面、側面、底面)
とともに表示されます。これらの側面ビューは、配置された直方体内とその周辺の点を表示し、その領
域の直方体境界をより容易に絞り込めるようにします。ワーカーは、マウスを使用して、これらの各側面
ビューをズームインまたはズームアウトできます。
次の動画は、3D 点群の周囲と側面から見た動きを示しています。
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その他の表示オプションと機能は、ワーカー UI の [表示] メニューから使用できます。ワーカー UI の全体
的な説明については、ワーカー向け指示書のページを参照してください。
ラベル付け支援ツール
Ground Truth は、機械学習とコンピュータビジョンを活用した、3D 点群オブジェクト追跡タスク用のラ
ベル付け支援ツールによって、ワーカーが3D 点群により早く正確に注釈を行えるようにします。このタス
クタイプでは、次のラベル付け支援ツールを使用できます。
• スナップ - オブジェクトの周囲に直方体を追加し、キーボードショートカットまたはメニューオプショ
ンを使用して、Ground Truth の自動調整ツールによって直方体を物体の周囲にきっちりとスナップさせ
ることができます。
• 地面に設置 - 3D シーンに直方体を追加した後、直方体が自動的に地面にスナップされるようにします。
この機能を使用して、例えば、シーン内の道路または歩道に直方体をスナップさせることができます。
• マルチビューラベル付け - 3D シーンに 3D 直方体を追加すると、サイドパネルに正面、側面、上面が表
示されるため、オブジェクトの周囲に合わせて直方体をきっちりと調整できるようになります。これら
のすべてのビューで、オブジェクトの方向または見出しを示す矢印が直方体に付いています。ワーカー
が直方体を調整すると、調整はすべてのビュー (3D、上面、側面、前面) にリアルタイムで表示されま
す。
• センサーフュージョン - センサーフュージョン用のデータを提供すると、ワーカーは 3D シーンと 2D 画
像で注釈の調整を行うことができます。また、注釈はリアルタイムで他のビューに投影されます。さら
に、ワーカーは、カメラが向いている方向とカメラのフラスタムを表示することもできます。
• 表示オプション - 直方体、ラベル文字、地面のメッシュ、色や明暗度などのその他の点属性を簡単に非
表示または表示することができます。透視投影と正投影のいずれかを選択することもできます。

3D 点群オブジェクト検出ラベル付けジョブの作成
3D 点群のラベル付けジョブは、 SageMaker コンソールまたは API オペレーショ
ンCreateLabelingJob。このタスクタイプのラベル付けジョブを作成するには、次のものが必要です。
• 単一フレームの入力マニフェストファイル。このタイプのマニフェストファイルを作成する方法につい
ては、「点群フレーム入力マニフェストファイルの作成 (p. 480)」を参照してください。Ground Truth
3D 点群のラベル付けモダリティを初めて使用する場合は、使用できる 3D の raw データ形式 (p. 478)
を確認することをお勧めします 。
• 自社またはベンダーのスタッフで構成された作業チーム。Amazon Mechanical Turk をビデオフレーム
ラベル付けジョブに使用することはできません。ワークフォースと作業チームの作成方法については、
「ワークフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照してください。
また、「Ground Truth を使用するための IAM アクセス権限を割り当てる (p. 545)」を確認し、記載され
ている要件を満たすようにしてください 。
コンソールまたは API を使用してラベル付けジョブを作成する方法については、次のセクションのいずれ
かを参照してください。

ラベル付けジョブの作成 (コンソール)
指示に従うことができますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)3D 点群オブジェクト検出ラベ
ル付けジョブを作成する方法については SageMaker コンソール。ラベル付けジョブを作成するときは、
次の点に注意してください。
• 入力マニフェストファイルは、単一フレームのマニフェストファイルである必要があります。詳細につ
いては、「点群フレーム入力マニフェストファイルの作成 (p. 480)」を参照してください。
• 必要に応じて、ラベルカテゴリとフレーム属性を指定できます。ワーカーは、これらの属性の 1 つ以上
を注釈に割り当てて、そのオブジェクトに関する詳細情報を提供できます。例えば、occluded 属性を使
用して、オブジェクトが部分的に遮られたときにワーカーが識別できるようにできます。
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• 3D 点群のラベル付けタスクでは、データの自動データラベリングと注釈の統合はサポートされていませ
ん。
• 3D 点群オブジェクト検出ラベル付けジョブは、完了までに数時間かかることがあります。作業チームを
選択するときに、これらのラベル付けジョブにさらに長い制限時間を指定できます (最大 7 日間、また
は 604,800 秒まで)。

ラベル付けジョブを作成 (API)
このセクションでは、を使用してラベル付けジョブを作成する場合に知っておく必要のある詳細情報につ
いて説明します。 SageMaker API オペレーションCreateLabelingJob。この API は、すべての AWS
SDK に対してこのオペレーションを定義します。このオペレーションでサポートされている言語固有の
SDK のリストを確認するには、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照してください」セクション
を確認してください。
「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」では、CreateLabelingJob のオペレーションの概要を説明
しています。リクエストを設定する際には、それらの指示に従ったうえで、以下のことを実行してくださ
い。
• HumanTaskUiArn の ARN を入力する必要がありま
す。arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/
PointCloudObjectDetection を使用します。<region> を、ラベル付けジョブを作成している
AWS のリージョンに置き換えます。
UiTemplateS3Uri パラメータには値を入力しないでください。
• 入力マニフェストファイルは、単一フレームのマニフェストファイルである必要があります。詳細につ
いては、「点群フレーム入力マニフェストファイルの作成 (p. 480)」を参照してください。
• ラベル、ラベルカテゴリ、フレーム属性、ワーカー向け指示書は、ラベルカテゴリ設定ファイルで指定
します。このファイルを作成する方法については、「ラベルカテゴリとフレーム属性を含むラベル付け
カテゴリ設定ファイルを作成する (p. 449)」を参照してください。
• 注釈前および注釈後 (ACS) の Lambda 関数には、事前定義済みの ARN を指定する必要があります。こ
れらの ARN は、ラベル付けジョブの作成に使用する AWS リージョンに固有です。
• 注釈前の Lambda ARN を確認するには、「PreHumanTaskLambdaArn」を参照してくだ
さい。ラベル付けジョブを作成するリージョンに基づいて、適切な ARN を見つけます。
例えば、us-east-1 でラベル付けジョブを作成する場合、ARN は arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-3DPointCloudObjectDetection になります。
• 注釈後の Lambda ARN を確認するには、「AnnotationConsolidationLambdaArn」を参
照してください。ラベル付けジョブを作成するリージョンに基づいて、適切な ARN を見つけま
す。例えば、us-east-1 でラベル付けジョブを作成する場合、ARN は arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-3DPointCloudObjectDetection になります。
• NumberOfHumanWorkersPerDataObject で指定するワーカーの数は 1 である必要があります 。
• 3D 点群のラベル付けジョブでは、自動データラベリングはサポートされていませ
ん。LabelingJobAlgorithmsConfig では、パラメータの値を指定しないでください。
• 3D 点群オブジェクト検出ラベル付けジョブは、完了までに数時間かかることがあります。このようなラ
ベル付けジョブには、TaskTimeLimitInSeconds で制限時間を長く指定することができます (最長 7
日、つまり 604,800 秒)。

3D 点群オブジェクト検出の調整または検証ラベル付けジョブを作成する
Ground Truth コンソールまたは CreateLabelingJob API を使用して、調整または検証ラベル付けジョ
ブを作成できます。調整と検証のラベル付けジョブの詳細と作成方法については、「ラベルの検証と調
整 (p. 393)」を参照してください。
調整ラベル付けジョブを作成する場合、ラベル付けジョブへの入力データには、ラベルと、以前のラベル
付けジョブまたは外部ソースからのヨー、ピッチ、ロールの測定値を含めることができます。調整ジョブ
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では、ピッチとロールがワーカー UI で視覚化されますが、変更することはできません。ヨーは調節可能で
す。
Ground Truth は、次の固有の回転で Tait-Bryan 角度を使用して、ワーカー UI でヨー、ピッチ、ロールを
視覚化します。まず、Z 軸 (ヨー) に従って車両に回転が適用されます。次に、回転した車両は、固有のY
軸 (ピッチ) に従って回転します。最後に、車両は固有の x 軸 (ロール) に従って回転します。

出力データ形式
3D 点群オブジェクト検出ラベル付けジョブを作成すると、タスクはワーカーに送信されます。タスクを
受け取ったワーカーがタスクを完了すると、ラベル付けジョブの作成時に指定した Amazon S3 バケット
にラベルが書き込まれます。出力データ形式によって、ラベル付けジョブのステータスが Amazon S3 バ
ケットに表示される内容が決まります (LabelingJobStatus) はCompleted。
Ground Truth を初めて使用する場合は、 出力データ形式の詳細について「出力データ (p. 508)」を参照
してください。3D 点群オブジェクト検出の出力データ形式については、「3D 点群オブジェクト検出の出
力 (p. 526)」を参照してください。

3D 点群オブジェクトの追跡
このタスクタイプは、ワーカーにオブジェクトの周囲に 3D の直方体を追加およびフィットさせて、3D 点
群フレームでのオブジェクトの動きを追跡させる場合に使用します。例えば、このタスクタイプを使用し
て、複数の点群フレームにわたる車両の動きを追跡するようにワーカーに指示できます。
このタスクタイプでは、ワーカーがラベルを付けるデータオブジェクトは、点群フレームのシーケンスで
す。シーケンスは、一時的な連続した点群フレームとして定義されます。Ground Truth は、指定された
シーケンスを使用して一連の 3D 点群をレンダリングして表示します。ワーカーは、ワーカータスクイン
ターフェイスでそれらの 3D 点群フレームを切り替えることができます。
Ground Truth は、3D シーンと投影されたサイドビュー (上面、 側面、背面) の両方で、3 次元に 9 つの自
由度 (x、y、z、rx、ry、rz、l、w、h) を有するオブジェクトに注釈を行うツールを提供します。ワーカー
がオブジェクトの周囲に直方体を描画すると、その直方体には一意の ID が割り当てられます。例えば、
シーケンスの 1 つの車両には Car:1、別の車両には Car:2 というように ID が付けられます。ワーカー
は、この ID を使用して複数のフレームで同じオブジェクトにラベルを付けます。
また、カメラのデータを用意することで、ワーカーにフレームのシーンに関する視覚的な情報をより多く
提供したり、ワーカーがオブジェクトの周囲に 3D の直方体を描画しやすくしたりすることもできます。
ワーカーが 2D 画像または 3D 点群でオブジェクトを識別するために 3D の直方体を追加すると、その直方
体は他のビューにも表示されます。
3D 点群オブジェクトの検出のラベル付けジョブで作成した注釈は、3D 点群オブジェクトの追跡の調整タ
スクタイプを使用して調整できます。
Ground Truth の 3D 点群のラベル付けモダリティを初めて使用する場合は、3D 点群のラベル付けジョブの
概要 (p. 359) を確認することをお勧めします。このラベル付けモダリティは、他の Ground Truth タスク
タイプとは異なります。このページでは、3D 点群のラベル付けジョブを作成するときに注意すべき重要事
項の概要を説明します。
トピック
• ワーカータスクインターフェイスの表示 (p. 341)
• 3D 点群オブジェクトの追跡のラベル付けジョブの作成 (p. 349)
• 3D 点群オブジェクト追跡の調整または検証ラベル付けジョブを作成する (p. 350)
• 出力データ形式 (p. 350)

ワーカータスクインターフェイスの表示
Ground Truth は、3D 点群オブジェクト追跡注釈タスクを実行するためのウェブポータルとツールを提供
します。ラベル付けジョブを作成する場合は、Ground Truth UI の事前作成済みの UI の Amazon リソース
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ネーム (ARN) を HumanTaskUiArn パラメータで指定します。コンソールでこのタスクタイプを使用して
ラベル付けジョブを作成すると、その UI が自動的に使用されます。コンソールでラベル付けジョブを作成
するときに、ワーカー UI のプレビューと操作ができます。初めて使用する場合は、コンソールを使用して
ラベル付けジョブを作成し、ラベルの属性、点群フレーム、画像 (ある場合) が想定どおりに表示されるこ
とを確認することをお勧めします。
次の GIF 画像は、3D 点群オブジェクトの追跡のワーカータスクインターフェイスであり、ワーカーが
シーケンスの点群フレームをどのようにナビゲートできるかを示しています。注釈ツールはワーカータス
クインターフェースの一部です。これらはプレビューインターフェイスでは使用できません。
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ワーカーが直方体を 1 つ追加すると、その直方体が同じ ID を持つシーケンスのすべてのフレームに複製
されます。ワーカーが別のフレームで直方体を調整すると、Ground Truth はそのオブジェクトの動きを補
間し、手動で調整したフレームに合わせてすべての直方体を調整します。次の GIF 画像は、この補間機能
を示しています。左下のナビゲーションバーの赤い部分は、手動で調整したフレームを示しています。

344

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
3D 点群のラベル付け

345

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
3D 点群のラベル付け

センサーフュージョン用のカメラのデータを用意すると、画像は点群フレームのシーンと重ね合わせられ
ます。これらの画像は、次の GIF 画像に示すように、ワーカーポータルに表示されます。
キーボードとマウスを使用して 3D シーン内を移動操作できます。次の操作が可能です。
• 点群内の特定のオブジェクトをダブルクリックして、ズームインする。
• マウスホイールまたはタッチパッドを使用して、点群を拡大または縮小する。
• キーボードの矢印キーと、 [Q]、[E]、[A]、[D] キーの両方を使用して、上下左右に移動する。キーボード
の [W] と [S] キーを使用して、拡大または縮小します。
ワーカーが 3D シーンに直方体を配置すると、側面図が 3 つの斜投影図 (上面、側面、背面) と一緒に表示
されます。これらの側面ビューは、配置された直方体内とその周辺の点を表示し、その領域の直方体境界
をより容易に絞り込めるようにします。ワーカーは、マウスを使用して、これらの各側面ビューをズーム
インまたはズームアウトできます。
次の動画は、3D 点群の周囲と側面から見た動きを示しています。
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その他にも表示のオプションと機能が用意されています。ワーカー UI の全体的な説明については、ワー
カー向け指示書のページを参照してください。

ワーカー用のツール
ワーカーは、マウスやキーボードのショートカットを使用することによって、3D 点群を拡大および縮小し
たり、点群の周囲をすべての方向に移動したりしてナビゲートすることができます。ワーカーが点群の点
をクリックすると、UI では自動的にその領域が拡大されます。ワーカーは、さまざまなツールを使用して
オブジェクトの周囲に 3D の直方体を描画できます。詳細については、「ラベル付け支援ツール」を参照
してください。
ワーカーが点群に 3D の直方体を配置した後には、さまざまなビューを使用してそれらの直方体が車両
の周囲にしっかりとフィットするように調整することができます。これは、3D の直方体から直接調整し
たり、直方体の周囲の点群を拡大した 3 つの側面図で調整したりすることができます。また、センサー
フュージョン用の画像を含めている場合は、2D 画像から行うこともできます。
ワーカーがラベルのテキスト、地面のメッシュ、点の追加の属性を簡単に表示または非表示にできる表示
オプションもあります。透視投影と正投影のいずれかを選択することもできます。
ラベル付け支援ツール
Ground Truth は、UX、機械学習、コンピュータビジョンを活用した 3D 点群オブジェクトの追跡タスクの
ラベル付け支援ツールによって、ワーカーによる 3D 点群へのより早く正確な注釈付けを支援します。こ
のタスクタイプでは、次のラベル付け支援ツールを使用できます。
• ラベルの自動入力 - ワーカーがフレームに直方体を追加すると、その直方体と同じディメンションと向
きの立方体が自動的にシーケンスのすべてのフレームに追加されます。
• ラベルの補間 - ワーカーが 1 つのオブジェクトに 2 つのフレームでラベルを付けると、Ground Truth は
それらの注釈を使用してその 2 つのフレームでオブジェクトの動きを補間します。
• ラベルと属性の一括管理 - ワーカーは、注釈、ラベルカテゴリ属性、フレーム属性を一括で追加、削
除、名前変更できます。
• ワーカーは、フレームの前または後の特定のオブジェクトの注釈を手動で削除できます。例えば、特
定のオブジェクトがフレーム 10 より後のシーンに存在しなくなった場合、ワーカーはそのオブジェ
クトのフレーム 10 より後のラベルをすべて削除することができます。
• ワーカーが特定のオブジェクトのすべての注釈を誤って一括で削除した場合、その注釈を元に戻すこ
とができます。例えば、ワーカーが特定のオブジェクトのフレーム 100 より前の注釈をすべて削除し
た場合、それらのフレームに一括で注釈を追加することができます。
• ワーカーが 1 つのフレームでラベルの名前を変更すると、そのラベルが割り当てられたすべての 3D
の直方体のラベルの名前をすべてのフレームで更新することができます。
• ワーカーは一括編集を使用して、複数のフレームでラベルカテゴリ属性とフレーム属性を追加または
編集できます。
• スナップ - ワーカーは、オブジェクトの境界の周囲に直方体を追加し、キーボードショートカットまた
はメニューオプションを使用して、Ground Truth の自動フィットツールで直方体をオブジェクトの境界
にしっかりとスナップさせることができます。
• 地面へのフィット - ワーカーが 3D シーンに直方体を追加した後、直方体を地面に自動的にスナップさ
せることができます。この機能を使用して、例えば、シーン内の道路または歩道に直方体をスナップさ
せることができます。
• マルチビューラベル付け - 3D シーンに 3D の直方体を追加すると、サイドパネルに前面と 2 つの側面か
らの視点が表示されるため、オブジェクトの周囲に合わせて直方体をきっちりと調整できるようになり
ます。ワーカーは、3D 点群に注釈を付けることができます。また、サイドパネルでの調整はリアルタイ
ムで他のビューに表示されます。
• センサーフュージョン - センサーフュージョン用のデータを提供すると、ワーカーは 3D シーンと 2D 画
像で注釈の調整を行うことができます。また、注釈はリアルタイムで他のビューに投影されます。
• 直方体の自動マージ - 別のラベルを持つ直方体が実際には 1 つのオブジェクトを表していることが判明
した場合、ワーカーは 2 つの直方体をすべてのフレームで自動的にマージすることができます。
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• 表示オプション - ワーカーがラベルのテキスト、地面のメッシュ、点の追加の属性 (色や反射強度など)
を簡単に表示または非表示にすることができます。透視投影と正投影のいずれかを選択することもでき
ます。

3D 点群オブジェクトの追跡のラベル付けジョブの作成
3D 点群のラベル付けジョブは、 SageMaker コンソールまたは API オペレーショ
ンCreateLabelingJob。このタスクタイプのラベル付けジョブを作成するには、次のものが必要です。
• シーケンス入力マニフェストファイル。このタイプのマニフェストファイルを作成する方法について
は、「点群シーケンス入力マニフェストの作成 (p. 486)」を参照してください。Ground Truth の 3D 点
群のラベル付けモダリティを初めて使用する場合は、使用できる 3D の raw データ形式 (p. 478) を確
認することをお勧めします。
• 自社またはベンダーのスタッフで構成された作業チーム。Amazon Mechanical Turk を 3D 点群のラベル
付けジョブに使用することはできません。ワークフォースと作業チームの作成方法については、「ワー
クフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照してください。
また、「Ground Truth を使用するための IAM アクセス権限を割り当てる (p. 545)」を確認し、記載され
ている要件を満たすようにしてください 。
コンソールまたは API を使用してラベル付けジョブを作成する方法については、次のセクションを参照し
てください。

ラベル付けジョブを作成 (API)
このセクションでは、を使用してラベル付けジョブを作成する場合に知っておく必要のある詳細情報につ
いて説明します。 SageMaker API オペレーションCreateLabelingJob。この API は、すべての AWS
SDK に対してこのオペレーションを定義します。このオペレーションでサポートされている言語固有の
SDK のリストを確認するには、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照してください」セクション
を確認してください。
「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」では、CreateLabelingJob オペレーションの概要を説明
しています。リクエストを設定する際には、それらの指示に従ったうえで、以下のことを実行してくださ
い。
• HumanTaskUiArn の ARN を入力する必要がありま
す。arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/
PointCloudObjectTracking を使用します。<region> を、ラベル付けジョブを作成している AWS
のリージョンに置き換えます。
UiTemplateS3Uri パラメータには値を入力しないでください。
• LabelAttributeName の末尾には、-ref を付ける必要があります。例: ot-labels-ref。
• 入力マニフェストファイルは、点群フレームのシーケンスのマニフェストファイルである必要がありま
す。詳細については、「点群シーケンス入力マニフェストの作成 (p. 486)」を参照してください。
• ラベル、ラベルカテゴリ、フレーム属性、ワーカー向け指示書は、ラベルカテゴリ設定ファイルで指定
します。このファイルを作成する方法については、「ラベルカテゴリとフレーム属性を含むラベル付け
カテゴリ設定ファイルを作成する (p. 449)」を参照してください。
• 注釈前および注釈後 (ACS) の Lambda 関数には、事前定義済みの ARN を指定する必要があります。こ
れらの ARN は、ラベル付けジョブの作成に使用する AWS リージョンに固有です。
• 注釈前の Lambda ARN を確認するには、「PreHumanTaskLambdaArn」を参照してください。ラベ
ル付けジョブを作成するリージョンに基づいて、PRE-3DPointCloudObjectTracking で終わる適
切な ARN を見つけます。
• 注釈後の Lambda ARN を確認するには、「AnnotationConsolidationLambdaArn」
を参照してください。ラベル付けジョブを作成するリージョンに基づい
て、ACS-3DPointCloudObjectTracking で終わる適切な ARN を見つけます。
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• NumberOfHumanWorkersPerDataObject で指定するワーカーの数は 1 である必要があります。
• 3D 点群のラベル付けジョブでは、自動データラベリングはサポートされていませ
ん。LabelingJobAlgorithmsConfig では、パラメータの値を指定しないでください。
• 3D 点群オブジェクトの追跡のラベル付けジョブは、完了に数時間かかることがあります。このようなラ
ベル付けジョブには、TaskTimeLimitInSeconds で制限時間を長く指定することができます (最長 7
日、つまり 604,800 秒)。

ラベル付けジョブの作成 (コンソール)
指示に従うことができますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)3D 点群オブジェクト追跡の
ラベル付けジョブを作成する方法については SageMaker コンソール。ラベル付けジョブを作成するとき
は、次の点に注意してください。
• 入力マニフェストファイルは、シーケンスのマニフェストファイルである必要があります。詳細につい
ては、「点群シーケンス入力マニフェストの作成 (p. 486)」を参照してください。
• 必要に応じて、ラベルカテゴリ属性を指定できます。ワーカーは、これらの属性の 1 つ以上を注釈に割
り当てて、そのオブジェクトに関する詳細情報を提供できます。例えば、occluded 属性を使用して、オ
ブジェクトが部分的に遮られたときにワーカーが識別できるようにできます。
• 3D 点群のラベル付けタスクでは、データの自動データラベリングと注釈の統合はサポートされていませ
ん。
• 3D 点群オブジェクトの追跡のラベル付けジョブは、完了に数時間かかることがあります。作業チームを
選択するときに、これらのラベル付けジョブにさらに長い制限時間を指定できます (最大 7 日間、また
は 604,800 秒まで)。

3D 点群オブジェクト追跡の調整または検証ラベル付けジョブを作成する
Ground Truth コンソールまたは CreateLabelingJob API を使用して、調整とラベル検証ラベル付けの
ジョブを作成できます。調整と検証のラベル付けジョブの詳細と作成方法については、「ラベルの検証と
調整 (p. 393)」を参照してください。
調整ラベル付けジョブを作成する場合、ラベル付けジョブへの入力データには、ラベルと、以前のラベル
付けジョブまたは外部ソースからのヨー、ピッチ、ロールの測定値を含めることができます。調整ジョブ
では、ピッチとロールがワーカー UI で視覚化されますが、変更することはできません。ヨーは調節可能で
す。
Ground Truth は、次の固有の回転で Tait-Bryan 角度を使用して、ワーカー UI でヨー、ピッチ、ロールを
視覚化します。まず、Z 軸 (ヨー) に従って車両に回転が適用されます。次に、回転した車両は、固有のY
軸 (ピッチ) に従って回転します。最後に、車両は固有の x 軸 (ロール) に従って回転します。

出力データ形式
3D 点群オブジェクトの追跡のラベル付けジョブを作成すると、ワーカーにタスクが送信されます。タスク
を受け取ったワーカーがタスクを完了すると、ラベル付けジョブの作成時に指定した Amazon S3 バケッ
トに注釈が書き込まれます。出力データ形式によって、ラベル付けジョブのステータスが Amazon S3 バ
ケットに表示される内容が決まります (LabelingJobStatus) はCompleted。
Ground Truth を初めて使用する場合は、 出力データ形式の詳細について「出力データ (p. 508)」を参照
してください。3D 点群オブジェクトの追跡の出力データ形式については、「3D 点群オブジェクト追跡の
出力 (p. 528)」を参照してください。

3D 点群セマンティックセグメンテーション
セマンティックセグメンテーションでは、3D 点群の個々のポイントを事前に指定したカテゴリに分類しま
す。このタスクタイプは、ワーカーが 3D 点群のポイントレベルのセマンティックセグメンテーションマ
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スクを作成できるようにする場合に使用します。例えば、クラス car、pedestrian、bike を指定する
と、ワーカーは一度に 1 つのクラスを選択し、点群内でこのクラスが適用されるすべてのポイントを同じ
色に色付けします。
このタスクタイプでは、ワーカーがラベルを付けるデータオブジェクトは、単一ポイントの点群フレーム
です。Ground Truth は、指定した点群データを使用して 3D 点群のビジュアライゼーションを生成しま
す。また、カメラのデータを用意することで、ワーカーにフレームのシーンに関する視覚的な情報をより
多く提供したり、ワーカーがオブジェクトをペイントしやすくしたりすることもできます。ワーカーが 2D
画像と 3D 点群のいずれかでオブジェクトをペイントすると、そのペイントはもう一方のビューに表示さ
れます。
3D 点群オブジェクト検出のラベル付けジョブで作成した注釈は、3D 点群セマンティックセグメンテー
ションの調整タスクタイプを使用して調整できます。
Ground Truth の 3D 点群のラベル付けモダリティを初めて使用する場合は、3D 点群のラベル付けジョブの
概要 (p. 359) を確認することをお勧めします。このラベル付けモダリティは、Ground Truth の他のタス
クタイプとは異なります。このトピックでは、3D 点群のラベル付けジョブを作成するときに注意する必要
がある重要な詳細の概要を示します。
トピック
• ワーカータスクインターフェイスの表示 (p. 351)
• 3D 点群セマンティックセグメンテーションのラベル付けジョブの作成 (p. 357)
• 3D 点群セマンティックセグメンテーションの調整またはラベル付け検証ジョブを作成する (p. 358)
• 出力データ形式 (p. 358)

ワーカータスクインターフェイスの表示
Ground Truth は、3D 点群セマンティックセグメンテーションの注釈タスクを実行するためのウェブポー
タルとツールをワーカーに提供します。ラベル付けジョブを作成する場合は、Ground Truth UI の事前作成
済みの UI の Amazon リソースネーム (ARN) を HumanTaskUiArn パラメータで指定します。コンソール
でこのタスクタイプを使用してラベル付けジョブを作成すると、その UI が自動的に使用されます。コン
ソールでラベル付けジョブを作成するときに、ワーカー UI のプレビューと操作ができます。初めて使用す
る場合は、コンソールを使用してラベル付けジョブを作成し、ラベルの属性、点群フレーム、画像 (ある
場合) が想定どおりに表示されることを確認することをお勧めします。
3D 点群セマンティックセグメンテーションのワーカータスクインターフェイスの GIF を次に示します。
センサーフュージョン用のカメラのデータを用意すると、画像は点群フレームのシーンと重ね合わせられ
ます。ワーカーは、3D 点群と 2D 画像のいずれかでオブジェクトをペイントでき、ペイントはもう一方の
メディアの対応する位置に表示されます。これらの画像は、次の GIF 画像に示すように、ワーカーポータ
ルに表示されます。
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キーボードとマウスを使用して 3D シーン内を移動操作できます。次の操作が可能です。
• 点群内の特定のオブジェクトをダブルクリックして、ズームインする。
• マウスホイールまたはタッチパッドを使用して、点群を拡大または縮小する。
• キーボードの矢印キーと、 [Q]、[E]、[A]、[D] キーの両方を使用して、上下左右に移動する。キーボード
の [W] と [S] キーを使用して、拡大または縮小します。
次の動画は、3D 点群の周囲から見た動きを示しています。ワーカーは、すべての側面図とメニューを非表
示または再展開できます。この GIF では、側面ビューとメニューが折りたたまれています。
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次の GIF は、ワーカーが複数のオブジェクトにすばやくラベル付けし、[ペイント解除] オプションを使用
してペイントされたオブジェクトを微調整してから、ペイントされたポイントのみを表示する方法を示し
ています。
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その他にも表示のオプションと機能が用意されています。ワーカー UI の全体的な説明については、ワー
カー向け指示書のページを参照してください。
ワーカー用のツール
ワーカーは、マウスやキーボードのショートカットを使用することによって、3D 点群を拡大および縮小し
たり、点群の周囲をすべての方向に移動したりしてナビゲートすることができます。セマンティックセグ
メンテーションジョブを作成すると、ワーカーは次のツールを使用できるようになります。
• オブジェクトをペイントまたはペイント解除するためのペイントブラシ。ワーカーがオブジェクトをペ
イントするには、ラベルカテゴリを選択して 3D 点群でペイントします。ワーカーがオブジェクトをペ
イント解除するには、ラベルカテゴリメニューから [ペイント解除] オプションを選択し、ペイントブラ
シを使用してペイントを消去します。
• ワーカーが点群内の領域を選択してペイントするために使用できるポリゴンツール。
• バックグラウンドペイントツール。ワーカーは、元の注釈を変更することなく、既に注釈を付けたオ
ブジェクトの背後をペイントできます。例えば、ワーカーは、道路上のすべての自動車をペイントした
後、このツールを使用して道路をペイントすることができます。
• ワーカーがラベルのテキスト、地面のメッシュ、色や輝度などの追加のポイント属性を簡単に表示また
は非表示にできる表示オプション。透視投影と正投影のいずれかを選択することもできます。

3D 点群セマンティックセグメンテーションのラベル付けジョブの作成
3D 点群ラベル付けジョブは、 SageMaker コンソールまたは API オペレーションCreateLabelingJob。
このタスクタイプのラベル付けジョブを作成するには、次のものが必要です。
• 単一フレームの入力マニフェストファイル。このタイプのマニフェストファイルを作成する方法につ
いては、「点群フレーム入力マニフェストファイルの作成 (p. 480)」を参照してください。Ground
Truth の 3D 点群のラベル付けモダリティを初めて使用する場合は、使用できる 3D の raw データ形
式 (p. 478) を確認することをお勧めします。
• 自社またはベンダーのスタッフで構成された作業チーム。Amazon Mechanical Turk のワーカーを 3D 点
群のラベル付けジョブに使用することはできません。ワークフォースと作業チームの作成方法について
は、「ワークフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照してください。
• ラベルカテゴリ設定ファイル。詳細については、「ラベルカテゴリとフレーム属性を含むラベル付けカ
テゴリ設定ファイルを作成する (p. 449)」を参照してください。
また、「Ground Truth を使用するための IAM アクセス権限を割り当てる (p. 545)」を確認し、記載され
ている要件を満たすようにしてください 。
コンソールまたは API を使用してラベル付けジョブを作成する方法については、次のセクションのいずれ
かを参照してください。

ラベル付けジョブの作成 (コンソール)
指示に従うことができますラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)3D 点群セマンティックセグメ
ンテーションのラベル付けジョブを作成する方法を学ぶために SageMaker コンソール。ラベル付けジョ
ブを作成するときは、次の点に注意してください。
• 入力マニフェストファイルは、単一フレームのマニフェストファイルである必要があります。詳細につ
いては、「点群フレーム入力マニフェストファイルの作成 (p. 480)」を参照してください。
• 3D 点群のラベル付けタスクでは、データの自動データラベリングと注釈の統合はサポートされていませ
ん。
• 3D 点群セマンティックセグメンテーションのラベル付けジョブは、完了までに何時間もかかることがあ
ります。作業チームを選択するときに、これらのラベル付けジョブにさらに長い制限時間を指定できま
す (最大 7 日間、または 604,800 秒まで)。
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ラベル付けジョブを作成 (API)
このセクションでは、を使用してラベル付けジョブを作成する場合に知っておく必要のある詳細情報につ
いて説明します。 SageMaker API オペレーションCreateLabelingJob。この API は、すべての AWS
SDK に対してこのオペレーションを定義します。このオペレーションでサポートされている言語固有の
SDK のリストを確認するには、CreateLabelingJob の「以下の資料も参照してください」セクション
を確認してください。
「ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)」ページでは、CreateLabelingJob オペレーションの概要を
説明しています。リクエストを設定する際には、それらの指示に従ったうえで、以下のことを実行してく
ださい。
• HumanTaskUiArn の ARN を入力する必要がありま
す。arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/
PointCloudSemanticSegmentation を使用します。<region> を、ラベル付けジョブを作成してい
る AWS のリージョンに置き換えます。
UiTemplateS3Uri パラメータには値を入力しないでください。
• LabelAttributeName の末尾には、-ref を付ける必要があります。例: ss-labels-ref。
• 入力マニフェストファイルは、単一フレームのマニフェストファイルである必要があります。詳細につ
いては、「点群フレーム入力マニフェストファイルの作成 (p. 480)」を参照してください。
• ラベルとワーカー向け指示書は、ラベルカテゴリ設定ファイルで指定します。このファイルを作成する
方法については、「ラベルカテゴリとフレーム属性を含むラベル付けカテゴリ設定ファイルを作成す
る (p. 449)」を参照してください。
• 注釈前および注釈後 (ACS) の Lambda 関数には、事前定義済みの ARN を指定する必要があります。こ
れらの ARN は、ラベル付けジョブの作成に使用する AWS リージョンに固有です。
• 注釈前の Lambda ARN を確認するには、「PreHumanTaskLambdaArn」を参照してくだ
さい。ラベル付けジョブを作成するリージョンに基づいて、適切な ARN を見つけます。
例えば、us-east-1 でラベル付けジョブを作成する場合、ARN は arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-3DPointCloudSemanticSegmentation になります。
• 注釈後の Lambda ARN を確認するには、「AnnotationConsolidationLambdaArn」を参
照してください。ラベル付けジョブを作成するリージョンに基づいて、適切な ARN を見つけま
す。例えば、us-east-1 でラベル付けジョブを作成する場合、ARN は arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-3DPointCloudSemanticSegmentation になります。
• NumberOfHumanWorkersPerDataObject で指定するワーカーの数は 1 である必要があります。
• 3D 点群のラベル付けジョブでは、自動データラベリングはサポートされていませ
ん。LabelingJobAlgorithmsConfig では、パラメータの値を指定しないでください。
• 3D 点群セマンティックセグメンテーションのラベル付けジョブは、完了までに何時間もかかることがあ
ります。このようなラベル付けジョブには、TaskTimeLimitInSeconds で制限時間を長く指定するこ
とができます (最長 7 日、つまり 604800 秒)。

3D 点群セマンティックセグメンテーションの調整またはラベル付け検証ジョブを作成する
Ground Truth コンソールまたは CreateLabelingJob API を使用して、調整とラベル検証ラベル付けの
ジョブを作成できます。調整と検証のラベル付けジョブの詳細と作成方法については、「ラベルの検証と
調整 (p. 393)」を参照してください。

出力データ形式
3D 点群セマンティックセグメンテーションのラベル付けジョブを作成すると、タスクがワーカーに送信
されます。タスクを受け取ったワーカーがタスクを完了すると、ラベル付けジョブの作成時に指定した
Amazon S3 バケットに注釈が書き込まれます。出力データ形式によって、ラベル付けジョブのステータス
が Amazon S3 バケットに表示される内容が決まります (LabelingJobStatus) はCompleted。
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Ground Truth を初めて使用する場合は、 出力データ形式の詳細について「出力データ (p. 508)」を参照
してください。3D 点群オブジェクト検出の出力データ形式については、「3D 点群セマンティックセグメ
ンテーションの出力 (p. 525)」を参照してください。

3D 点群のラベル付けジョブの概要
このトピックでは、Ground Truth の 3D 点群のラベル付けジョブにおける固有の機能の概要を説明しま
す。3D 点群のラベル付けジョブを使用すると、ワーカーは、LiDAR や深度カメラなどの 3D センサーから
生成された 3D 点群内のオブジェクトや、ドローンなどのエージェントによって取得された画像をつなぎ
合わせることで 3D 再構成から生成された 3D 点群オブジェクトにラベルを付けることができます。

ジョブの前処理時間
3D 点群のラベル付けジョブを作成するときは、入力マニフェストファイル (p. 478)を指定する必要があ
ります。入力マニフェストファイルは次のいずれかです。
• 各行に 1 つの点群フレームを持つフレーム入力マニフェストファイル。
• 各行に 1 つのシーケンスを持つシーケンス入力マニフェストファイル。シーケンスは、一時的な連続し
た点群フレームとして定義されます。
どちらのタイプのマニフェストファイルでも、ジョブの前処理時間 (つまり、Ground Truth がワーカーに
タスクを送信し始めるまでの時間) は、入力マニフェストファイルに指定した点群フレームの総数とサイ
ズによって異なります。フレーム入力マニフェストファイルの場合、これはマニフェストファイル内の行
数です。シーケンスマニフェストファイルの場合、これは、各シーケンスのフレーム数に、マニフェスト
ファイル内のシーケンス (行) の総数を掛けた値です。
さらに、点群あたりの点の数と融合されたセンサーデータオブジェクト (画像など) の数は、ジョブの前処
理時間に影響します。平均すると、Ground Truth は 200 個の点群フレームを約 5 分で前処理できます。
多数の点群フレームを持つ 3D 点群のラベル付けジョブを作成すると、ジョブの前処理時間が長くなるこ
とがあります。例えば、4 つの点群シーケンスを含むシーケンス入力マニフェストファイルを作成し、各
シーケンスに 200 個の点群が含まれている場合、Ground Truth は 800 個の点群を前処理するため、ジョ
ブの前処理に 20 分程度かかることがあります。この間、ラベル付けジョブのステータスは InProgress
です。
3D 点群のラベル付けジョブで前処理を行っている間、以下を受け取ります。 CloudWatch ジョブ
のステータスを通知するメッセージ。このメッセージを識別するには、ラベル付けジョブのログで
3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS を検索します。
にとってフレーム入力マニフェストファイル、きみの CloudWatch ログには次のようなメッセージが表示
されます。
{

}

"labeling-job-name": "example-point-cloud-labeling-job",
"event-name": "3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS",
"event-log-message": "datasetObjectId from: 0 to 10, status: IN_PROGRESS"

イベントログメッセージ datasetObjectId from: 0 to 10, status: IN_PROGRESS は、処理さ
れた入力マニフェストのフレームの数を示します。フレームが処理されるたびに、ユーザーは新しいメッ
セージを受け取ります。例えば、フレームが 1 つ処理されると、datasetObjectId from: 1 to 10,
status: IN_PROGRESS という別のメッセージを受け取ります。
にとってシーケンス入力マニフェストファイル、きみの CloudWatch ログには次のようなメッセージが表
示されます。
{
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}

"labeling-job-name": "example-point-cloud-labeling-job",
"event-name": "3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS",
"event-log-message": "datasetObjectId: 0, status: IN_PROGRESS"

イベントログメッセージ datasetObjectId from: 0, status: IN_PROGRESS は、処理された入力
マニフェストのシーケンスの数を示します。シーケンスが処理されるたびに、ユーザーは新しいメッセー
ジを受け取ります。例えば、シーケンスが 1 つ処理されると、次のシーケンスの処理が開始されると同時
に、datasetObjectId from: 1, status: IN_PROGRESS というメッセージを受け取ります。

ジョブの完了時間
3D 点群のラベル付けジョブは、ワーカーが完了するのに何時間もかかることがあります。ラベル付けジョ
ブを作成するときに、ワーカーが各タスクに取り組むことのできる合計時間を設定できます。ワーカーが
タスクに取り組むように設定できる最大時間は 7 日です。デフォルト値は 3 日です。
ワーカーが 12 時間以内に完了できるタスクを作成することを強くお勧めします。ワーカーは、タスクに
取り組んでいる間、ワーカー UI を開いたままにしておく必要があります。ワーカーは作業内容を随時保存
できます。また、Ground Truth では作業内容が15分ごとに保存されます。
を使用する場合 SageMaker CreateLabelingJobAPI オペレーション。ワーカーがタスクを使用できる
合計時間を設定します。TaskTimeLimitInSecondsのパラメータHumanTaskConfig。
コンソールでラベル付けジョブを作成する場合は、ワークフォースタイプと作業チームを選択するとき
に、この制限時間を指定できます。

ワークフォース
3D 点群のラベル付けジョブを作成するときは、点群注釈タスクを実行する作業チームを指定する必要があ
ります。作業チームは、自社のワーカーのプライベートワークフォース、または AWS Marketplace で選択
したベンダーワークフォースから選択できます。Amazon Mechanical Turk のワークフォースを 3D 点群の
ラベル付けジョブに使用することはできません。
ベンダーワークフォースの詳細については、「ベンダーワークフォースの管理 (p. 584)」を参照してくだ
さい。
プライベートワークフォースの作成と管理の方法については、「プライベートワークフォースを使用す
る (p. 586)」を参照してください。

ワーカーユーザーインターフェイス (UI)
Ground Truth には、ワーカーが 3D 点群のラベル付けタスクを実行するのに役立つワーカーユーザーイン
ターフェイス (UI)、ツール、ラベル付け支援機能があります。
コンソールでラベル付けジョブを作成するときに、ワーカー UI をプレビューできます。
API オペレーション CreateLabelingJob を使用してラベル付けジョブを作成する場合、Ground
Truth によって提供される ARN をパラメータ HumanTaskUiArn に指定して、タスクタイプ用の
ワーカー UI を指定する必要があります。以下を使用できます。HumanTaskUiArnと SageMaker
RenderUiTemplateワーカー UI をプレビューする API オペレーション。
ワーカー UI に表示されるワーカー向け指示書、ラベル、およびオプションでラベルカテゴリ属性を指定し
ます。

ラベルカテゴリ属性
3D 点群オブジェクト追跡またはオブジェクト検出のラベル付けジョブを作成するときに、1 つ以上のラベ
ルカテゴリ属性を追加できます。次のフレーム属性をすべての 3D 点群タスクタイプに追加できます。
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• ラベルカテゴリ属性 - 1 つ以上のラベルに関連付けられたオプション (文字列)、フリーフォームのテキ
ストボックス、または数値フィールドのリスト。ワーカーがラベルに関するメタデータを提供する際に
使用します。
• フレーム属性 - 注釈を付けるためにワーカーに送信される各点群フレームに表示されるオプション (文字
列)、フリーフォームのテキストボックス、または数値フィールドのリスト。ワーカーがフレームに関す
るメタデータを提供する際に使用します。
さらに、ラベル属性とフレーム属性を使用して、ワーカーに 3D 点群ラベル検証ジョブでラベルを検証さ
せることができます。
これらの属性の詳細については、次のセクションを参照してください。ラベルカテゴリ属性とフレーム属
性をラベル付けジョブに追加する方法については、任意のタスクタイプのページのラベル付けジョブを作
成するセクションを参照してください。

ラベルカテゴリ属性
ラベルカテゴリ属性をラベルに追加すると、ワーカーは作成した注釈に関する詳細情報を提供できます。
ラベルカテゴリ属性は、個々のラベルまたはすべてのラベルに追加されます。ラベルカテゴリ属性をすべ
てのラベルに適用すると、ラベルカテゴリ属性はグローバルラベルカテゴリ属性として参照されるように
なります。
例えば、車にラベルカテゴリを追加すると、自動車が遮られているかどうかや自動車のサイズなど、ラ
ベル付けされた自動車に関する追加データを取得したい場合もあります。このメタデータを、ラベルカ
テゴリ属性を使用して取得できます。この例では、属性 occluded を car ラベルカテゴリに追加した場
合、partial、completely、no を occluded 属性に指定することができ、ワーカーはこれらのオプションのい
ずれかを選択できます。
ラベル検証ジョブを作成するときに、ワーカーが検証する各ラベルに、ラベルカテゴリ属性を追加しま
す。

フレーム属性
フレーム属性を追加して、ワーカーが個々の点群フレームに関する詳細情報を提供できるようにします。
最大 10 個のフレーム属性を指定でき、これらの属性はすべてのフレームに表示されます。
例えば、ワーカーが番号を入力できるフレーム属性を追加できます。この属性を使用して、特定のフレー
ムに表示されるオブジェクトの数をワーカーに識別させることができます。
あるいは、フリーフォームのテキストボックスを提供して、ワーカーが質問に対する回答を提供できるよ
うにします。
ラベル検証ジョブを作成するときに、1 つ以上のフレーム属性を追加して、ワーカーが点群フレーム内の
すべてのラベルに関するフィードバックを提供するように指示できます。

ワーカー向け指示書
ワーカーが点群のラベル付けタスクを実行するのに役立つワーカー向け指示書を提供できます。この指示
書は次のような目的で使用します。
• オブジェクトに注釈を付けるときのベストプラクティスと避けるべきことの指示。
• 指定したラベルカテゴリ属性 (オブジェクト検出とオブジェクト追跡のタスク用) とその使用方法の説
明。
• ラベル付けの際にキーボードショートカットを使用して時間を節約する方法についてのアドバイス。
ワーカー向け指示書は、以下を使用して追加できます。 SageMaker コンソールでラベル付けジョブを作
成する。API オペレーション CreateLabelingJob を使用してラベル付けジョブを作成する場合は、ラ
ベルカテゴリ設定ファイルでワーカー向け指示書を指定します。
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指示書に加えて、Ground Truth には、ワーカーがワーカーポータルを移動および使用するのに役立つリン
クが用意されています。これらの指示書を表示するには、「ワーカー向け指示書 (p. 363)」でタスクタイ
プを選択します。

タスクを拒否する
ワーカーはタスクを拒否できます。
ワーカーは、指示が明確でない場合、入力データが正しく表示されない場合、またはタスクで他
の問題が発生した場合、タスクを拒否します。データセットオブジェクトあたりのワーカー数
(NumberOfHumanWorkersPerDataObject) がタスクを拒否すると、データオブジェクトは期限切れと
してマークされ、追加のワーカーに送信されません。

3D 点群ラベリングジョブのアクセス許可の要件
3D 点群ラベル付けジョブを作成するときは、Ground Truth を使用するための IAM アクセス権限を割り当
てる (p. 545) の権限要件に加えて、入力マニフェストファイルを含む S3 バケットに CORS ポリシーを
追加する必要があります。

CORS アクセス許可ポリシーを S3 バケットに追加する
3D 点群のラベル付けジョブを作成するときは、入力データとマニフェストファイルがあり、出力デー
タが保存されるバケットを S3 で指定します。これらのバケットは同じもかまいません。次の CrossOrigin Resource Sharing (CORS) ポリシーを、入力バケットと出力バケットにアタッチする必要がありま
す。Amazon S3 コンソールを使用してポリシーをバケットに追加する場合は、JSON 形式を使用する必要
があります。
JSON
[

{

]

}

"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"GET",
"HEAD",
"PUT"
],
"AllowedOrigins": [
"*"
],
"ExposeHeaders": [
"Access-Control-Allow-Origin"
],
"MaxAgeSeconds": 3000

XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
<ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader>
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<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

S3 バケットに CORS ポリシーを追加する方法については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ド の「CORS によりクロスドメインリソース共有を追加する方法」を参照してください。

ワーカー向け指示書
このトピックでは、Ground Truth ワーカーポータルの概要と、3D 点群のラベル付けタスクを完了するた
めに利用できるツールについて説明します。まず、「トピック」から作業しているタスクの種類を選択し
ます。
調整ジョブの場合は、調整するラベルを生成した元のラベル付けジョブタスクタイプを選択します。必要
に応じて、タスクのラベルを確認して調整します。

Important
Google Chrome または Firefox ウェブブラウザを使用してタスクを実行することをお勧めしま
す。
トピック
• 3D 点群セマンティックセグメンテーション (p. 363)
• 3D 点群オブジェクト検出 (p. 372)
• 3D 点群オブジェクトの追跡 (p. 382)

3D 点群セマンティックセグメンテーション
このページでは、3D 点群セマンティックセグメンテーションタスクを完了するために使用できるユーザー
インターフェイスとツールについて学習します。
トピック
• タスク (p. 363)
• UI をナビゲートする (p. 368)
• アイコンガイド (p. 370)
• Shortcuts (p. 371)
• タスクをリリース、停止と再開、拒否する (p. 371)
• 作業の保存と送信 (p. 372)

タスク
3D 点群のセマンティックセグメンテーションタスクを実行するときは、[Label Categories] (ラベルカテ
ゴリ) ドロップダウンメニューを使用して、ワーカーポータルの右側にある [Annotations] (注釈) メニュー
からカテゴリを選択する必要があります。カテゴリを選択したら、ペイントブラシツールおよびポリゴン
ツールを使用して、このカテゴリが適用される 3D 点群の各オブジェクトをペイントします。例えば、[車]
カテゴリを選択した場合、これらのツールを使用して、点群内のすべての車をペイントします。次の動画
は、ペイントブラシツールを使用してオブジェクトをペイントする方法を示しています。
ワーカーポータルに 1 つ以上の画像が表示されている場合は、画像でペイントするか、3D 点群でペイン
トすることができ、ペイントはもう一方のメディアに表示されます。
[Label] (ラベル) メニューにフレーム属性が表示されることがあります。これらの属性プロンプトを使用し
て、点群に関する追加情報を入力します。
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Important
タスクを開いたときにオブジェクトが既にペイントされていることが確認できた場合は、それら
の注釈を調整します。
次の動画には、注釈を付けられる画像が含まれています。タスクに画像が表示されない場合があります。
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ラベルカテゴリを使用して 1 つまたは複数のオブジェクトをペイントしたら、右側の [ラベルカテゴリ] メ
ニューからそのカテゴリを選択して、そのカテゴリにペイントされたポイントのみを表示できます。
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UI をナビゲートする
3D シーン内を移動するには、キーボードとマウスを使用します。次のようにできます。
• 点群内の特定のオブジェクトをダブルクリックして、ズームインする。
• マウスホイールまたはタッチパッドを使用して、点群を拡大または縮小する。
• キーボードの矢印キーと、 [Q]、[E]、[A]、[D] キーの両方を使用して、上下左右に移動する。キーボード
の [W] と [S] キーを使用して、拡大または縮小します。
次の動画は、3D 点群の周囲と側面から見た動きを示しています。全画面表示アイコンを使用して、すべ
ての側面図を非表示または再展開できます。この GIF では、側面ビューとメニューが折りたたまれていま
す。
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ワーカー UI では、次のメニューが表示されます。
• Instructions (手順) - タスクを開始する前に、これらの手順を確認します。
• Shortcuts (ショートカット) - このメニュー を使用して、点群を移動したり、提供されている注釈ツール
を使用したりするためのキーボードショートカットを表示します。
• View (表示)- このメニューを使用して、さまざまなビューオプションのオン/オフを切り替えます。例え
ば、このメニューを使用して、点群にグラウンドメッシュを追加し、点群の投影を選択できます。
• 3D Point Cloud (3D 点群) - このメニューを使用して、点群内の点に色やピクセルの強度などの属性を追
加します。これらのオプションの一部またはすべてが使用できない場合があります。
• Paing (ペイント) - ペイントブラシの機能を変更するには、このメニューを使用します。
タスクを開くと、シーン移動アイコンがオンになり、マウスおよびナビゲーションボタンを使用して、画
面の点群領域内で点群を移動できます。タスクを最初に開いたときに表示される元のビューに戻るには、
[シーンをリセット] アイコンを選択します。
ペイントアイコンを選択した後、点群と画像 (含まれている場合) にペイントを追加できます。3D 点群ま
たは画像の別の領域に移動するには、[シーンを移動] アイコンを再度選択する必要があります。
右側のパネルをすべて折りたたみ、3D 点群を全画面表示にするには、全画面表示アイコンを選択します。
カメラ画像とサイドパネルには、次のビューオプションがあります。
• C - 点群ビューでカメラの角度を表示します。
• F - 点群ビューで画像をキャプチャするために使用されるカメラの錐台 (視野) を表示します。
• P - 画像に点群を重ねて表示します。

アイコンガイド
この表は、ワーカータスクポータルで使用できるアイコンを示しています。
アイコン

名前

説明

ブラシ

ブラシツールをオンにするには、このアイコンを選択しま
す。このツールを使用するには、マウスでペイントするオブ
ジェクトを選択し、移動します。選択すると、ペイントした
すべての項目が、選択したカテゴリに関連付けられます。

Polygon (ポリゴン) 多角形ペイントツールを使用するには、このアイコンを選択
します。このツールを使用すると、ペイントするオブジェク
トの周囲に多角形を描画できます。選択すると、描画した多
角形の中にあるものがすべて、選択したカテゴリに関連付け
られます。
シーンをリセット

このアイコンを選択すると、点群、サイドパネル、および該
当する場合はすべての画像のビューが、タスクが最初に開か
れたときの元の位置にリセットされます。

シーンを移動

シーンを移動するには、このアイコンを選択します。このア
イコンは、タスクを最初に開始したときに既定で選択されて
います。
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アイコン

名前

説明

全画面表示

このアイコンを選択すると、3D 点群視覚化が全画面表示にな
り、すべてのサイドパネルが折りたたまれます。

Ruler (ルーラー)

このアイコンを使用して、点群内の距離をメートル単位で測
定します。直方体の中心またはデータの取り込みに使用され
るオブジェクトから所定の距離にあるすべてのオブジェクト
に注釈を付けるように指示された場合に、このツールを使用
できます。
このアイコンを選択すると、マウスを使用して開始点 (最初の
マーカー) を点群内の任意の場所に配置できます。ツールは補
間を使用して、選択した位置までのしきい値の距離内の最も
近いポイントにマーカーを自動的に配置します。配置できな
い場合は、マーカーは地面に配置されます。誤って始点を配
置した場合は、Escape キーを使用してマーカーの配置を元に
戻すことができます。
最初のマーカーを配置すると、点線と、最初のマーカーから
移動した距離を示すダイナミックラベルが表示されます。点
群上の別の場所をクリックして、2 番目のマーカーを配置し
ます。2 番目のマーカーを配置すると、点線が実線になり、
距離が設定されます。
距離を設定した後、いずれかのマーカーを選択して編集でき
ます。ルーラーを削除するには、ルーラー上の任意の場所を
選択し、キーボードの Delete キーを使用します。

Shortcuts
[Shortcuts] (ショートカット) メニューに表示されるショートカットは、3D 点群を移動したり、ペイント
ツールを使用したりするのに役立ちます。
タスクを開始する前に、[Shortcuts] (ショートカット) メニューを確認して、これらのコマンドに慣れてお
くことをお勧めします。

タスクをリリース、停止と再開、拒否する
ラベル付けタスクを開くと、右上の 3 つのボタンでタスクを拒否（[Decline task] (タスクを拒否))、リリー
ス ([Release task] (タスクをリリース))、停止して後で再開 ([Stop and resume later] (停止して後で再開))
できます。次のリストでは、これらのオプションのいずれかを選択した場合の動作について説明します。
• Decline task: 3D 点群、画像、UI の問題など、タスクに問題がある場合にのみタスクを拒否してくださ
い。タスクを拒否すると、そのタスクに戻ることはできません。
• リリースタスク: タスクを解放すると、そのタスクで行われたすべての作業が失われます。タスクがリ
リースされると、チームの他のワーカーがタスクを選択することができます。十分な数のワーカーがタ
スクを取得した場合は、タスクに戻れない場合があります。このボタンを選択してから、[Confirm] (確
認) をクリックすると、ワーカーポータルに戻ります。タスクがまだ利用可能な場合、そのステータス
は [Available] (使用可能) になります。他のワーカーがそれを選択すると、ポータルから消えます。
• Stop and resume later: の一時次を使用できます。Stop and resume laterボタンをクリックすると、後で
タスクに戻ることができます。[Save] (保存) ボタンをクリックして作業内容を保存してから、[Stop and
resume later] (停止して後で再開) を選択してください。このボタンを選択してから、[Confirm] (確認) を
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クリックすると、ワーカーポータルに戻り、タスクステータスは [Stopped] (停止済み) になります。同
じタスクを選択して、そこで作業を再開できます。
ラベル付けタスクを作成する担当者によって、すべてのタスクを完了するための時間制限が指定されま
す。その制限時間内にこのタスクに戻って完了しないと、タスクは期限切れになり、作業内容は送信さ
れません。詳細については、管理者にお問い合わせください。

作業の保存と送信
作業は定期的に保存してください。Ground Truth では、15 分ごとに自動的に作業が保存されます。
タスクを開いたら、[送信] を押す前に、タスクに対する作業を完了する必要があります。

3D 点群オブジェクト検出
このページを使用して、3D 点群オブジェクト検出タスクを完了するためのユーザーインターフェイスと
ツールについて理解を深めます。
トピック
• タスク (p. 372)
• UI をナビゲートする (p. 374)
• アイコンガイド (p. 380)
• Shortcuts (p. 381)
• タスクをリリース、停止と再開、拒否する (p. 381)
• 作業の保存と送信 (p. 381)

タスク
3D 点群オブジェクト検出タスクを実行するときは、[Label Categories] (ラベルカテゴリ) メニューを使用
して、ワーカーポータルの右側にある [Annotations] (注釈) メニューからカテゴリを選択する必要がありま
す。カテゴリを選択したら、[直方体を追加] ツールと [直方体のフィット] ツールを使用して、このカテゴ
リが適用される 3D 点群オブジェクトの周囲に直方体をフィットさせます。直方体を配置したら、その寸
法、位置、方向を、点群と右に示す 3 つのパネルで直接修正できます。
ワーカーポータルに 1 つ以上の画像が表示されている場合は、画像または 3D 点群内の直方体を編集する
こともできます。編集内容は別のメディアに表示されます。
タスクを開いたときに直方体が 3D 点群に既に追加されている場合は、その直方体を調整し、必要に応じ
てさらに直方体を追加します。
直方体の移動、方向や寸法の変更など、直方体の編集を行うには、ショートカットキーを使用する必要が
あります。ユーザーインターフェイスの [Shortcuts] (ショートカット) メニューには、すべてのショート
カットキーのリストが表示されます。ラベリングタスクを開始する前に知っておくべき重要なキーの組み
合わせを以下に示します。
Mac コマンド

Windows コマンド

アクション

Cmd + ドラッグ

[Ctrl] + ドラッグ

直方体の寸法を変更します。

Option + ドラッグ

Alt + ドラッグ

直方体を移動します。

Shift + ドラッグ

Shift + ドラッグ

直方体を回転します。

Option + O

Alt + O

直方体を描画した点の周りに密
着させます。このオプションを
使用する前に、対象のオブジェ
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Mac コマンド

Windows コマンド

アクション
クトを直方体が完全に囲んでい
ることを確認してください。

Option + G

Alt + G

直方体を地面に配置します。

個々のラベルには、1 つ以上のラベル属性がある場合があります。ラベルにラベル属性が関連付けられて
いる場合は、[Label ID] (ラベル ID) メニューのラベルの横にある下向きの矢印を選択すると、属性が表示
されます。すべてのラベル属性に必要な値を入力します。
[Label] (ラベル) メニューにフレーム属性が表示されることがあります。これらの属性プロンプトを使用し
て、各フレームに関する追加情報を入力します。
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UI をナビゲートする
キーボードとマウスを使用して、3D シーン内をナビゲートできます。次のようにできます。
• 点群内の特定のオブジェクトをダブルクリックして、ズームインする。
• キーボードの and キーを使用して、1 つのラベルから次のラベルにズームインして移動できます。ラベ
ルが選択されていない場合は、[or] を選択すると、UI は [Label ID] (ラベル ID) リストの最初のラベルに
ズームインします。
• マウスホイールまたはタッチパッドを使用して、点群を拡大または縮小する。
• キーボードの矢印キーと、 [Q]、[E]、[A]、[D] キーの両方を使用して、上下左右に移動する。キーボード
の [W] と [S] キーを使用して、拡大または縮小します。
3D シーンに直方体を配置すると、側面ビューが 3 つの投影ビュー (上面、側面、背面) と共に表示されま
す。これらの側面ビューは、配置された直方体内とその周辺の点を表示し、その領域の直方体境界をより
容易に絞り込めるようにします。ワーカーは、マウスを使用して、これらの各側面ビューをズームインま
たはズームアウトできます。
次の動画は、3D 点群の周囲と側面から見た動きを示しています。
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ワーカー UI では、次のメニューが表示されます。
• Instructions (手順) - タスクを開始する前に、これらの手順を確認します。
• Shortcuts (ショートカット) - このメニュー を使用して、点群を移動したり、提供されている注釈ツール
を使用したりするためのキーボードショートカットを表示します。
• Label (ラベル) - このメニューを使用して、直方体を修正します。まず、直方体を選択し、このメニュー
からオプションを選択します。このメニューには、補助的なラベル付けツールが含まれています。例え
ば、直方体を地面に配置したり、直方体をオブジェクトの境界に自動的にフィットさせたりすることが
できます。
• View (表示)- このメニューを使用して、さまざまなビューオプションのオン/オフを切り替えます。例え
ば、このメニューを使用して、点群にグラウンドメッシュを追加し、点群の投影を選択できます。
• 3D Point Cloud (3D 点群) - このメニューを使用して、点群内の点に色やピクセルの強度などの属性を追
加します。これらのオプションは使用できない場合があります。
タスクを開くと、シーン移動アイコンがオンになり、マウスおよびナビゲーションボタンを使用して、画
面の点群領域内で点群を移動できます。タスクを最初に開いたときに表示される元のビューに戻るには、
[シーンをリセット] アイコンを選択します。ビューをリセットしても、注釈は変更されません。
[直方体を追加] アイコンを選択した後、3D 点群視覚化に直方体を追加できます。直方体を追加したら、3
つのビュー (上面、側面、前面) と画像 (含まれている場合) で調整できます。
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3D 点群または画像の別の領域に移動するには、[シーン移動] アイコンを再度選択する必要があります。
右側のパネルをすべて折りたたみ、3D 点群を全画面表示にするには、全画面表示アイコンを選択します。
カメラ画像が含まれている場合は、次の表示オプションを使用できます。
• C - 点群ビューでカメラの角度を表示します。
• F - 点群ビューで画像をキャプチャするために使用されるカメラの錐台 (視野) を表示します。
• P - 画像に点群を重ねて表示します。
• B - 画像内の直方体を表示します。
次の動画は、これらの表示オプションの使用方法を示しています。[F] オプションはカメラの視野 (グレー
の領域) を表示し、[C] オプションはカメラの向いている方向とカメラの角度 (青い線) を示し、 [B] オプ
ションは直方体の表示に使用します。
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アイコンガイド
この表を使用して、ワーカータスクポータルに表示されるアイコンについて学習します。
アイコン

説明
直方体を追加する

このアイコンを選択して、直方体を追加します。追加する各
直方体には、選択したカテゴリが関連付けられます。

直方体を編集

このアイコンを選択すると、直方体を編集できます。直方体
を追加したら、寸法、位置、方向を編集できます。直方体を
追加すると、自動的に直方体編集モードに切り替わります。

Ruler (ルーラー)

このアイコンを使用して、点群内の距離をメートル単位で測
定します。直方体の中心またはデータの取り込みに使用され
るオブジェクトから所定の距離にあるすべてのオブジェクト
に注釈を付けるように指示された場合に、このツールを使用
できます。
このアイコンを選択すると、マウスを使用して開始点 (最初の
マーカー) を点群内の任意の場所に配置できます。ツールは補
間を使用して、選択した位置までのしきい値の距離内の最も
近いポイントにマーカーを自動的に配置します。配置できな
い場合は、マーカーは地面に配置されます。誤って始点を配
置した場合は、Escape キーを使用してマーカーの配置を元に
戻すことができます。
最初のマーカーを配置すると、点線と、最初のマーカーから
移動した距離を示すダイナミックラベルが表示されます。点
群上の別の場所をクリックして、2 番目のマーカーを配置し
ます。2 番目のマーカーを配置すると、点線が実線になり、
距離が設定されます。
距離を設定した後、いずれかのマーカーを選択して編集でき
ます。ルーラーを削除するには、ルーラー上の任意の場所を
選択し、キーボードの Delete キーを使用します。

シーンをリセット

このアイコンを選択すると、点群、サイドパネル、および該
当する場合はすべての画像のビューが、タスクが最初に開か
れたときの元の位置にリセットされます。

シーンを移動

シーンを移動するには、このアイコンを選択します。このア
イコンは、タスクを最初に開始したときに既定で選択されて
います。

全画面表示

このアイコンを選択すると、3D 点群視覚化が全画面表示にな
り、すべてのサイドパネルが折りたたまれます。
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アイコン

説明
ラベルを表示

3D 点群視覚化 (該当する場合) にラベルを表示します。

ラベルを非表示に
する

3D 点群視覚化 (該当する場合) でラベルを非表示にします。

ラベルを削除

ラベルを削除します。

Shortcuts
[Shortcuts] (ショートカット) メニューに表示されるショートカットは、3D 点群をナビゲートしたり、ツー
ルを使用して直方体を追加および編集したりするのに役立ちます。
タスクを開始する前に、[Shortcuts] (ショートカット) メニューを確認して、これらのコマンドに慣れてお
くことをお勧めします。直方体を編集するには、3D 直方体コントロールの一部を使用する必要がありま
す。

タスクをリリース、停止と再開、拒否する
ラベル付けタスクを開くと、右上の 3 つのボタンでタスクを拒否（[Decline task] (タスクを拒否))、リリー
ス ([Release task] (タスクをリリース))、停止して後で再開 ([Stop and resume later] (停止して後で再開))
できます。次のリストでは、これらのオプションのいずれかを選択した場合の動作について説明します。
• Decline task: 3D 点群、画像、UI の問題など、タスクに問題がある場合にのみタスクを拒否してくださ
い。タスクを拒否すると、そのタスクに戻ることはできません。
• リリースタスク: タスクを解放すると、そのタスクで行われたすべての作業が失われます。タスクがリ
リースされると、チームの他のワーカーがタスクを選択することができます。十分な数のワーカーがタ
スクを取得した場合は、タスクに戻れない場合があります。このボタンを選択してから、[Confirm] (確
認) をクリックすると、ワーカーポータルに戻ります。タスクがまだ利用可能な場合、そのステータス
は [Available] (使用可能) になります。他のワーカーがそれを選択すると、ポータルから消えます。
• Stop and resume later: の一時次を使用できます。Stop and resume laterボタンをクリックすると、後で
タスクに戻ることができます。[Save] (保存) ボタンをクリックして作業内容を保存してから、[Stop and
resume later] (停止して後で再開) を選択してください。このボタンを選択してから、[Confirm] (確認) を
クリックすると、ワーカーポータルに戻り、タスクステータスは [Stopped] (停止済み) になります。同
じタスクを選択して、そこで作業を再開できます。
ラベル付けタスクを作成する担当者によって、すべてのタスクを完了するための時間制限が指定されま
す。その制限時間内にこのタスクに戻って完了しないと、タスクは期限切れになり、作業内容は送信さ
れません。詳細については、管理者にお問い合わせください。

作業の保存と送信
作業は定期的に保存してください。Ground Truth では、15 分ごとに自動的に作業が保存されます。
タスクを開いたら、[送信] を押す前に、タスクに対する作業を完了する必要があります。
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3D 点群オブジェクトの追跡
このページを使用して、3D 点群オブジェクト検出タスクを完了するためのユーザーインターフェイスと
ツールについて理解を深めます。
トピック
• タスク (p. 382)
• UI をナビゲートする (p. 386)
• ラベルカテゴリとフレーム属性を一括編集する (p. 390)
• アイコンガイド (p. 391)
• Shortcuts (p. 392)
• タスクをリリース、停止と再開、拒否する (p. 392)
• 作業の保存と送信 (p. 393)

タスク
3D 点群オブジェクト追跡タスクを実行するときは、[Label Categories] (ラベルカテゴリ) メニューを使用
して、ワーカーポータルの右側にある [Annotations] (注釈) メニューからカテゴリを選択する必要がありま
す。カテゴリを選択したら、[直方体を追加] ツールと [直方体フィット] ツールを使用して、このカテゴリ
が適用される 3D 点群オブジェクトの周囲に直方体をフィットさせます。直方体を配置したら、点群と右
に示す 3 つのパネルの中で、その位置、寸法、方向を直接編集できます。ワーカーポータルに 1 つ以上の
画像が表示されている場合は、画像または 3D 点群内の直方体を編集することもできます。編集内容は別
のメディアに表示されます。

Important
タスクを開いたときに 3D 点群フレームに既に直方体が追加されていることを確認したら、直方
体を調整し、必要に応じてさらに直方体を追加します。
直方体の移動、方向や寸法の変更など、直方体の編集を行うには、ショートカットキーを使用する必要が
あります。ユーザーインターフェイスの [Shortcuts] (ショートカット) メニューには、すべてのショート
カットキーのリストが表示されます。ラベリングタスクを開始する前に知っておくべき重要なキーの組み
合わせを以下に示します。
Mac コマンド

Windows コマンド

アクション

Cmd + ドラッグ

[Ctrl] + ドラッグ

直方体の寸法を変更します。

Option + ドラッグ

Alt + ドラッグ

直方体を移動します。

Shift + ドラッグ

Shift + ドラッグ

直方体を回転します。

Option + O

Alt + O

直方体を描画した点の周りに密
着させます。このオプションを
使用する前に、対象のオブジェ
クトを直方体が完全に囲んでい
ることを確認してください。

Option + G

Alt + G

直方体を地面に配置します。

タスクを開くと、2 つのフレームがロードされます。タスクに 3 つ以上のフレームが含まれる場合は、左
下隅のナビゲーションバーを使用するか、[フレームのロード] アイコンを使用して追加のフレームをロー
ドする必要があります。送信する前に、すべてのフレームでラベルに注釈を付け、調整する必要がありま
す。
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オブジェクトの境界に直方体をぴったりフィットさせた後、UI の左下隅にあるナビゲーションバーを使
用して別のフレームに移動します。同じオブジェクトが新しい位置に移動した場合は、別の直方体を追加
し、オブジェクトの境界にぴったりフィットさせます。直方体を手動で追加するたびに、画面の左下隅に
あるフレームシーケンスバーが赤く表示され、そのフレームがシーケンス内で一時的に配置されます。
直方体を配置すると、UI によって、他のすべてのフレームでそのオブジェクトの位置が自動的に推測され
ます。これは、補間と呼ばれます。矢印を使用して、そのオブジェクトの動きと、推測によって、および
手動で作成された直方体を確認できます。必要に応じて、推測された直方体を調整します。次の動画は、
フレーム間を移動する方法を示しています。次の動画では、あるフレームに直方体を追加し、別のフレー
ムで直方体の位置を調整すると、その間にあるすべてのフレームで直方体の位置が自動的に推測されま
す。
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Tip
[3D Point Cloud] (3D 点群) メニュー項目を使用して、フレーム間の直方体の自動補間をオフにで
きます。トップメニューから [3D Point Cloud] (3D 点群) を選択し、[Interpolate Cuboids Across
Frames] (フレーム間で立方体を補完) を選択します。このオプションがオフになり、直方体の補
間を停止します。この項目を再選択すると、直方体補間をオンに戻すことができます。
直方体補間をオフにしても、フレーム間で既に補間されている直方体には影響しません。
個々のラベルには、1 つ以上のラベル属性がある場合があります。ラベルにラベル属性が関連付けられて
いる場合は、[Label ID] (ラベル ID) メニューのラベルの横にある下向きの矢印を選択すると、属性が表示
されます。すべてのラベル属性に必要な値を入力します。
[Label Id] (ラベル Id) メニューにフレーム属性が表示されることがあります。これらの属性は、タスクの各
フレームに表示されます。これらの属性プロンプトを使用して、各フレームに関する追加情報を入力しま
す。
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UI をナビゲートする
キーボードとマウスを使用して、3D シーン内をナビゲートできます。次のようにできます。
• 点群内の特定のオブジェクトをダブルクリックして、ズームインする。
• キーボードの and キーを使用して、1 つのラベルから次のラベルにズームインして移動できます。ラベ
ルが選択されていない場合は、[or] を選択すると、UI は [Label ID] (ラベル ID) リストの最初のラベルに
ズームインします。
• マウスホイールまたはタッチパッドを使用して、点群を拡大または縮小する。
• キーボードの矢印キーと、 [Q]、[E]、[A]、[D] キーの両方を使用して、上下左右に移動する。キーボード
の [W] と [S] キーを使用して、拡大または縮小します。
3D シーンに直方体を配置すると、側面ビューが 3 つの投影ビュー (上面、側面、背面) と共に表示されま
す。これらの側面ビューは、配置された直方体内とその周辺の点を表示し、その領域の直方体境界をより
容易に絞り込めるようにします。ワーカーは、マウスを使用して、これらの各側面ビューをズームインま
たはズームアウトできます。
次の動画は、3D 点群の周囲と側面から見た動きを示しています。
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ワーカー UI では、次のメニューが表示されます。
• Instructions (手順) - タスクを開始する前に、これらの手順を確認します。
• Shortcuts (ショートカット) - このメニュー を使用して、点群を移動したり、提供されている注釈ツール
を使用したりするためのキーボードショートカットを表示します。
• Label (ラベル) - このメニューを使用して、直方体を修正します。まず、直方体を選択し、このメニュー
からオプションを選択します。このメニューには、補助的なラベル付けツールが含まれています。例え
ば、直方体を地面に配置したり、直方体をオブジェクトの境界に自動的にフィットさせたりすることが
できます。
• View (表示)- このメニューを使用して、さまざまなビューオプションのオン/オフを切り替えます。例え
ば、このメニューを使用して、点群にグラウンドメッシュを追加し、点群の投影を選択できます。
• 3D Point Cloud (3D 点群) - このメニューを使用して、点群内の点に色やピクセルの強度などの属性を追
加します。これらのオプションは使用できない場合があります。
タスクを開くと、シーン移動アイコンがオンになり、マウスおよびナビゲーションボタンを使用して、画
面の点群領域内で点群を移動できます。タスクを最初に開いたときに表示される元のビューに戻るには、
[シーンをリセット] アイコンを選択します。
[直方体を追加] アイコンを選択した後、点群と画像 (含まれている場合) に直方体を追加できます。3D 点群
または画像の別の領域に移動するには、[シーンを移動] アイコンを再度選択する必要があります。
右側のパネルをすべて折りたたみ、3D 点群を全画面表示にするには、全画面表示アイコンを選択します。
カメラ画像が含まれている場合は、次の表示オプションを使用できます。
• C - 点群ビューでカメラの角度を表示します。
• F - 点群ビューで画像をキャプチャするために使用されるカメラの錐台 (視野) を表示します。
• P - 画像に点群を重ねて表示します。
• B - 画像内の直方体を表示します。
次の動画は、これらの表示オプションの使用方法を示しています。[F] オプションはカメラの視野 (グレー
の領域) を表示し、[C] オプションはカメラの向いている方向とカメラの角度 (青い線) を示し、 [B] オプ
ションは直方体の表示に使用します。
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直方体を削除する
直方体またはラベル ID を選択し、次の操作を実行できます。
• 表示している現在のフレーム内の個々の直方体を削除します。
• 表示しているフレームの前後でそのラベル ID を持つ直方体をすべて削除します。
• すべてのフレームで、そのラベル ID を持つ直方体をすべて削除します。
直方体の削除は、オブジェクトがシーンから離れた場合などによく使用します。
これらのオプションの 1 つ以上を使用して、同じラベル ID を持つ、手動で配置した直方体と補間された
直方体の両方を削除できます。
• 現在表示されているフレームの前後にある直方体をすべて削除するには、直方体を選択し、UI の上部に
ある [Label] (ラベル) メニュー項目を選択し、[Delete in previous frames] (前のフレームで削除) または
[Delete in next frames] (次のフレームで削除) のいずれかを選択します。これらのオプションに使用でき
るショートカットキーを表示するには、[Shortcuts] (ショートカット) メニューを使用します。
• すべてのフレーム内のラベルを削除するには、Label (ラベル) メニューの [Delete in all frames] (すべて
のフレームで削除)、またはキーボードのショートカット Shift + Delete を使用します。
• 1 つのフレームから個々の直方体を削除するには、直方体を選択し、右側の [Label ID] (ラベル ID) サ
イドバーのそのラベル ID の横にあるゴミ箱アイコン (
キーを使用して、直方体を削除します。

) を選択するか、またはキーボードの Delete

異なるフレームに同じラベルを持つ複数の直方体を手動で配置した場合、手動で配置された直方体の 1 つ
を削除すると、補間されたすべての直方体が調整されます。この調整は、補間された直方体の位置を計算
するときに、UI がアンカーポイントとして手動で配置された直方体を使用するためです。これらのアン
カーポイントの 1 つを削除する場合、UI は補間された直方体の位置を再計算する必要があります。
フレームから直方体を削除した後にそれを戻す場合は、[Label] (ラベル) メニューの [Duplicate to previous
frames] (前のフレームに複製する)、または [Duplicate to next frames] (次のフレームに複製する) のオプ
ションを使用して、直方体を前のフレームまたは後続のすべてのフレームにそれぞれコピーできます。

ラベルカテゴリとフレーム属性を一括編集する
ラベル属性とフレーム属性を一括編集できます。
属性を一括編集する場合は、編集を適用するフレーム範囲を 1 つ以上指定します。選択した属性は、指定
した開始フレームと終了フレームを含む、その範囲内のすべてのフレームで編集されます。ラベル属性を
一括編集する場合は、指定する範囲に、ラベル属性がアタッチされるラベルを含める必要があります。こ
のラベルを含まないフレームを指定した場合は、エラーが発生します。
属性を一括編集するには、まず属性の値を指定する必要があります。例えば、属性を Yes から No に変更
する場合は、No を選択してから一括編集を実行する必要があります。
また、入力されていない属性に新しい値を指定し、一括編集機能を使用してその値を複数のフレームに入
力できます。これを行うには、属性の目的の値を選択し、以下の手順を実行します。

ラベルまたは属性を一括編集するには、次の手順を実行します。
1.

マウスを使用して、一括編集する属性を右クリックします。

2.

テキストボックスで、一括編集を適用するフレームの範囲をダッシュ (-) で指定します。例えば、編
集を 1 から 10 のフレームに適用する場合は、1-10 と入力します。編集をフレーム 2 から 5、8 から
10、20 に適用する場合は、2-5,8-10,20 と入力します。

3.

[Confirm] (確認) を選択します。
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エラーメッセージが表示された場合は、有効な範囲を入力し、編集中のラベル属性に関連付けられている
ラベル（該当する場合）が、指定したすべてのフレームに存在することを確認します。
画面上部の [Label] (ラベル) メニューにある [Duplicate to previous frames] (前のフレームに複製)
と[Duplicate to next frames] (次のフレームに複製) オプションを使用し、ラベルを前または後続のすべての
フレームにすばやく追加できます。

アイコンガイド
この表を使用して、ワーカータスクポータルに表示されるアイコンについて学習します。
アイコン

説明
直方体を追加する

このアイコンを選択して、直方体を追加します。追加する各
直方体には、選択したカテゴリが関連付けられます。

直方体を編集

このアイコンを選択すると、直方体を編集できます。直方体
を追加したら、その寸法、位置、方向を編集できます。直方
体を追加すると、自動的に直方体編集モードに切り替わりま
す。

Ruler (ルーラー)

このアイコンを使用して、点群内の距離をメートル単位で測
定します。直方体の中心またはデータの取り込みに使用され
るオブジェクトから所定の距離にあるすべてのオブジェクト
に注釈を付けるように指示された場合に、このツールを使用
できます。
このアイコンを選択すると、マウスを使用して開始点 (最初の
マーカー) を点群内の任意の場所に配置できます。ツールは補
間を使用して、選択した位置までのしきい値の距離内の最も
近いポイントにマーカーを自動的に配置します。配置できな
い場合は、マーカーは地面に配置されます。誤って始点を配
置した場合は、Escape キーを使用してマーカーの配置を元に
戻すことができます。
最初のマーカーを配置すると、点線と、最初のマーカーから
移動した距離を示すダイナミックラベルが表示されます。点
群上の別の場所をクリックして、2 番目のマーカーを配置し
ます。2 番目のマーカーを配置すると、点線が実線になり、
距離が設定されます。
距離を設定した後、いずれかのマーカーを選択して編集でき
ます。ルーラーを削除するには、ルーラー上の任意の場所を
選択し、キーボードの Delete キーを使用します。

シーンをリセット

このアイコンを選択すると、点群、サイドパネル、および該
当する場合はすべての画像のビューが、タスクが最初に開か
れたときの元の位置にリセットされます。

シーンを移動

シーンを移動するには、このアイコンを選択します。このア
イコンは、タスクを最初に開始したときに既定で選択されて
います。
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アイコン

説明
全画面表示

このアイコンを選択すると、3D 点群視覚化が全画面表示にな
り、すべてのサイドパネルが折りたたまれます。

フレームをロード

このアイコンを選択すると、追加のフレームがロードされま
す。

ラベルを非表示に
する

3D 点群視覚化 (該当する場合) でラベルを非表示にします。

ラベルを表示

3D 点群視覚化 (該当する場合) にラベルを表示します。

ラベルを削除

ラベルを削除します。このオプションは、手動で作成または
調整したラベルを削除する場合のみ使用できます。

Shortcuts
[Shortcuts] (ショートカット) メニューに表示されるショートカットは、3D 点群をナビゲートしたり、ツー
ルを使用して直方体を追加および編集したりするのに役立ちます。
タスクを開始する前に、[Shortcuts] (ショートカット) メニューを確認して、これらのコマンドに慣れてお
くことをお勧めします。直方体を編集するには、3D 直方体コントロールの一部を使用する必要がありま
す。

タスクをリリース、停止と再開、拒否する
ラベル付けタスクを開くと、右上の 3 つのボタンでタスクを拒否（[Decline task] (タスクを拒否))、リリー
ス ([Release task] (タスクをリリース))、停止して後で再開 ([Stop and resume later] (停止して後で再開))
できます。次のリストでは、これらのオプションのいずれかを選択した場合の動作について説明します。
• Decline task: 3D 点群、画像、UI の問題など、タスクに問題がある場合にのみタスクを拒否してくださ
い。タスクを拒否すると、そのタスクに戻ることはできません。
• リリースタスク: このオプションを使用してタスクを解放し、他のユーザーがタスクに取り組めるように
します。タスクをリリースすると、そのタスクで完了したすべての作業がなくなり、チームの他のワー
カーがそのタスクを選択できるようになります。十分な数のワーカーがタスクを取得した場合は、タス
クに戻れない場合があります。このボタンを選択してから、[Confirm] (確認) をクリックすると、ワー
カーポータルに戻ります。タスクがまだ利用可能な場合、そのステータスは [Available] (使用可能) にな
ります。他のワーカーがそれを選択すると、ポータルから消えます。
• Stop and resume later: の一時次を使用できます。Stop and resume laterボタンをクリックすると、後で
タスクに戻ることができます。[Save] (保存) ボタンをクリックして作業内容を保存してから、[Stop and
resume later] (停止して後で再開) を選択してください。このボタンを選択してから、[Confirm] (確認) を
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クリックすると、ワーカーポータルに戻り、タスクステータスは [Stopped] (停止済み) になります。同
じタスクを選択して、そこで作業を再開できます。
ラベル付けタスクを作成する担当者によって、すべてのタスクを完了するための時間制限が指定されま
す。その制限時間内にこのタスクに戻って完了しないと、タスクは期限切れになり、作業内容は送信さ
れません。詳細については、管理者にお問い合わせください。

作業の保存と送信
作業は定期的に保存してください。Ground Truth では、15 分ごとに自動的に作業が保存されます。
タスクを開いたら、[送信] を押す前に、タスクに対する作業を完了する必要があります。

ラベルの検証と調整
データセットのラベルを検証する必要がある場合、Amazon SageMaker Ground Truth には、ラベルが正し
いことをワーカーが検証する機能や、以前のラベルを調整する機能があります。
これらのタイプのジョブは、次の 2 つのカテゴリに分類されます。
• ラベルの検証 - ワーカーは、既存のラベルが正しいかどうかを示したり、品質を評価したりして、その
理由を説明するコメントを追加できます。ワーカーはラベルを変更したり調整したりすることはできま
せん。
3D 点群または動画フレームのラベル調整ジョブまたは検証ジョブを作成する場合、ワーカーがラベルカ
テゴリ属性 (3D 点群セマンティックセグメンテーションではサポートされていません) とフレーム属性
を編集可能にするように選択できます。
• ラベル調整 - ワーカーは、前の注釈と、該当する場合は、ラベルカテゴリとフレーム属性を調整して修
正します。
次の Ground Truth 組み込みタスクタイプは、調整と検証のラベル付けジョブをサポートします。
• 境界ボックス
• セマンティックセグメンテーション
• 3D 点群オブジェクト検出、3D 点群オブジェクト追跡、3D 点群セマンティックセグメンテーション
• すべての動画フレームオブジェクト検出と動画フレームオブジェクト追跡のタスクタイプ (境界ボック
ス、ポリライン、ポリゴン、特徴点)

Tip
3D 点群と動画フレームのラベル付け検証ジョブの場合は、新しいラベルカテゴリ属性またはフ
レーム属性をラベル付けジョブに追加することをお勧めします。ワーカーは、これらの属性を使
用して個々のラベルまたはフレーム全体を検証できます。ラベルカテゴリとフレーム属性の詳細
について、3D 点群の場合は「ワーカーユーザーインターフェイス (UI) (p. 360)」を、動画フ
レームの場合は「ワーカーユーザーインターフェイス (UI) (p. 311)」を参照してください。
ラベルの検証ジョブと調整ジョブは、 SageMaker コンソールまたは API。
トピック
• 検証ラベル作成ジョブと調整ラベル作成ジョブを作成するための要件 (p. 394)
• ラベルの検証ジョブを作成する (コンソール) (p. 394)
• ラベル調整ジョブを作成する (コンソール) (p. 396)
• ラベルの検証ジョブまたは調整ジョブを開始する (API) (p. 397)
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• 出力マニフェストにおけるラベルの検証データと調整データ (p. 399)
• 注意事項と考慮事項 (p. 400)

検証ラベル作成ジョブと調整ラベル作成ジョブを作成するための
要件
ラベルの検証ジョブまたは調整ジョブを作成するには、次の条件を満たす必要があります。
• 非ストリーミングのラベル付けジョブの実行 使用する入力マニフェストファイルには、ラベル属性名が
含まれている必要があります (LabelAttributeName) を調整したいラベルの 正常に完了したラベル
付けジョブをチェーンすると、出力マニフェストファイルが新しいチェーンジョブの入力マニフェスト
ファイルとして使用されます。Ground Truth が各タスクタイプに対して生成する出力マニフェストファ
イルの形式の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。
ストリーミングラベル付けジョブの実行 調整または検証ラベル付けジョブの Amazon SNS 入力トピッ
クに送信した Amazon SNS メッセージには、調整または検証するラベルのラベルラベル属性名が含まれ
ている必要があります。ストリーミングラベル付けジョブを使用して調整または検証ラベル付けジョブ
を作成する方法の例については、以下を参照してください。Jupyter Notebook の実行に GitHub。
• 検証または調整ラベル付けジョブのタスクタイプは、境界ボックスまたはセマンティックセグメンテー
ションイメージラベルの検証に イメージラベルの検証 (p. 285) タスクタイプを使用している場合を除
き、元のジョブのタスクタイプと同じである必要があります。動画フレームタスクタイプの要件の詳細
については、次の箇条書きを参照してください。
• 動画フレーム注釈の検証ジョブと調整ジョブでは、前のラベル付けジョブから注釈を作成するのに使用
したのと同じ注釈タスクタイプを使用する必要があります。例えば、動画フレームオブジェクト検出
ジョブを作成してワーカーにオブジェクトの周りに境界ボックスを描画させてから、動画オブジェク
ト検出の調整ジョブを作成する場合は、境界ボックスを注釈タスクタイプとして指定する必要がありま
す。動画フレーム注釈タスクタイプの詳細については、「タスクタイプ (p. 310)」を参照してくださ
い。
• 調整または検証ラベル付けジョブに選択したタスクタイプは、監査ワークフローをサポートしている
必要があります。次の Ground Truth 組み込みタスクタイプでは、調整および検証ラベル付けジョブを
サポートしています。境界ボックス、セマンティックセグメンテーション、3D 点群オブジェクト検
出、3D 点群オブジェクト追跡、3D 点群セマンティックセグメンテーション、すべての動画フレームオ
ブジェクト検出および動画フレームオブジェクト追跡タスクタイプ (境界ボックス、ポリライン、ポリ
ゴン、特徴点)。

ラベルの検証ジョブを作成する (コンソール)
境界ボックスとセマンティックセグメンテーションラベル付けジョブは、コンソールのラベル検証タスク
タイプを選択して作成します。3D 点群と動画フレームタスクタイプの検証ジョブを作成するには、元のラ
ベル付けジョブと同じタスクタイプを選択し、既存のラベルを表示するように選択する必要があります。
次のセクションのいずれかを使用して、タスクタイプのラベル検証ジョブを作成します。
トピック
• イメージラベルの検証ジョブを作成する (コンソール) (p. 394)
• 点群または動画フレームラベルの検証ジョブを作成する (コンソール) (p. 395)

イメージラベルの検証ジョブを作成する (コンソール)
コンソールを使用して境界ボックスまたはセマンティックセグメンテーションの検証ジョブを作成するに
は、次の手順を実行します。この手順は、既に境界ボックスまたはセマンティックセグメンテーションの
ラベル付けジョブを作成し、そのステータスが [完了] であることを前提としています。これは、検証する
ラベルを作成するラベル付けジョブです。
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イメージラベル検証ジョブを作成するには、次の手順を実行します。
1.

を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/そして選んでくださ
いラベル付けジョブのラベル。

2.

新しいラベル付けジョブを開始するには、前のジョブを連鎖 (p. 541)するかゼロから開始し、ラベル
付けされたデータオブジェクトを含む入力マニフェストを指定します。

3.

[Task type] (タスクタイプ) ペインで、[Label verification] (ラベル検証) を選択します。

4.

[Next] (次へ) を選択します。

5.

[ワーカー] セクションで、使用するワークフォースのタイプを選択します。ワークフォースオプショ
ンの詳細については、「ワークフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照してください。

6.

(オプション) ワークフォースを選択したら、[Task timeout] (タスクのタイムアウト) と[Task expiration
time] (タスクの有効期限) を指定します。

7.

[Display existing labels] (既存のラベルを表示) ペインに、マニフェストで使用可能なラベル属性名が表
示されます。ワーカーに検証させるラベルを特定するラベル属性名を選択します。Ground Truth がマ
ニフェストを分析してこれらの値の検出と入力を試みますが、正しい値の設定が必要になる場合があ
ります。

8.

ツールデザイナーの指示領域を使用して、前のラベル作成者がどのような作業を依頼されたか、およ
び現在の検証者が確認する必要がある内容に関するコンテキストを提供します。
ワーカーが検証するラベルを選択するための新しいラベルを追加できます。例えば、ワーカーに画
質の検証を依頼する場合は、[Clear] (クリア) と [Blurry] (ぼやけている) を追加します。。ワーカーに
は、選択内容を説明するコメントを追加するオプションもあります。

9.

[See preview] (プレビューを表示) を選択して、ツールが以前のラベルを正しく表示していることを確
認し、ラベル検証タスクを明確に示します。

10. [作成] を選択します。これにより、ラベル付けジョブが作成され、開始されます。

点群または動画フレームラベルの検証ジョブを作成する (コンソール)
次の手順に従って、コンソールを使用して 3D 点群または動画フレーム検証ジョブを作成します。この手
順では、検証するラベルのタイプを生成するタスクタイプを使用し、ラベル付けジョブを既に作成してお
り、そのステータスが [完了] であることを前提としています。

イメージラベル検証ジョブを作成するには、次の手順を実行します。
1.

を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/そして選んでくださ
いラベル付けジョブのラベル。

2.

新しいラベル付けジョブを開始するには、前のジョブを連鎖 (p. 541)するかゼロから開始し、ラベル
付けされたデータオブジェクトを含む入力マニフェストを指定します。

3.

[Task type] (タスクタイプ) ペインで、チェーンしたラベル付けジョブと同じタスクタイプを選択しま
す。例えば、元のラベル付けジョブが動画フレームオブジェクト検出特徴点ラベル付けジョブだった
場合は、そのタスクタイプを選択します。

4.

[Next] (次へ) を選択します。

5.

[ワーカー] セクションで、使用するワークフォースのタイプを選択します。ワークフォースオプショ
ンの詳細については、「ワークフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照してください。

6.

(オプション) ワークフォースを選択したら、[Task timeout] (タスクのタイムアウト) と[Task expiration
time] (タスクの有効期限) を指定します。

7.

[Display existing labels] (既存のラベルを表示) の横にあるスイッチを切り替えます。

8.

[Verification] (検証) を選択します。

9.

[Label attribute name] (ラベル属性名) には、マニフェストから、検証のために表示するラベルに対応
する名前を選択します。前の画面で選択したタスクタイプに一致するラベルのラベル属性名のみが表
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示されます。Ground Truth がマニフェストを分析してこれらの値の検出と入力を試みますが、正しい
値の設定が必要になる場合があります。
10. ツールデザイナーの指示領域を使用して、前のラベル作成者がどのような作業を依頼されたか、およ
び現在の検証者が確認する必要がある内容に関するコンテキストを提供します。
新しいラベルを変更または追加することはできません。ラベル属性またはフレーム属性は削除、修
正、追加できます。新しいラベルカテゴリ属性またはフレーム属性をラベル付けジョブに追加するこ
とをお勧めします。ワーカーは、これらの属性を使用して個々のラベルまたはフレーム全体を検証で
きます。
デフォルトでは、ワーカーは既存のラベルカテゴリ属性とフレーム属性を編集できません。ラベルカ
テゴリまたはフレーム属性を編集可能にする場合は、その属性で [Allow workers to edit this attribute]
(ワーカーにこの属性の編集を許可する) チェックボックスをオンにします。
ラベルカテゴリとフレーム属性の詳細について、3D 点群の場合は「ワーカーユーザーインターフェイ
ス (UI) (p. 360)」を、動画フレームの場合は「ワーカーユーザーインターフェイス (UI) (p. 311)」
を参照してください。
11. [See preview] (プレビューを表示) を選択して、ツールが以前のラベルを正しく表示していることを確
認し、ラベル検証タスクを明確に示します。
12. [作成] を選択します。これにより、ラベル付けジョブが作成され、開始されます。

ラベル調整ジョブを作成する (コンソール)
次のセクションのいずれかを使用して、タスクタイプのラベル検証ジョブを作成します。
トピック
• イメージラベル調整ジョブを作成する (コンソール) (p. 396)
• 点群または動画フレームラベル調整ジョブを作成する (コンソール) (p. 397)

イメージラベル調整ジョブを作成する (コンソール)
コンソールを使用して境界ボックスまたはセマンティックセグメンテーションの調整ラベルジョブを作
成するには、次の手順を実行します。この手順は、既に境界ボックスまたはセマンティックセグメンテー
ションのラベル付けジョブを作成し、そのステータスが [完了] であることを前提としています。これは、
調整するラベルを作成するラベル付けジョブです。

イメージラベル調整ジョブを作成するには (コンソール)
1.

を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/そして選んでくださ
いラベル付けジョブのラベル。

2.

新しいラベル付けジョブを開始するには、前のジョブを連鎖 (p. 541)するかゼロから開始し、ラベル
付けされたデータオブジェクトを含む入力マニフェストを指定します。

3.

元のラベル付けジョブと同じタスクタイプを選択します。

4.

[Next] (次へ) を選択します。

5.

[ワーカー] セクションで、使用するワークフォースのタイプを選択します。ワークフォースオプショ
ンの詳細については、「ワークフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照してください。

6.

(オプション) ワークフォースを選択したら、[Task timeout] (タスクのタイムアウト) と[Task expiration
time] (タスクの有効期限) を指定します。

7.

タイトルの横の矢印を選択して、[Existing-labels display options] (既存のラベルの表示オプション) を
展開します。

8.

[I want to display existing labels from the dataset for this job (このジョブのデータセットから既存のラ
ベルを表示します)] の横にあるチェックボックスをオンにします。
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9.

[Label attribute name] (ラベル属性名) は、マニフェストから、調整のために表示するラベルに対応す
る名前を選択します。前の画面で選択したタスクタイプに一致するラベルのラベル属性名のみが表示
されます。Ground Truth がマニフェストを分析してこれらの値の検出と入力を試みますが、正しい値
の設定が必要になる場合があります。

10. ツールデザイナーの指示領域を使用して、前のラベル作成者がどのような作業を依頼されたか、およ
び現在の検証者が確認および調整する必要がある内容に関するコンテキストを提供します。
11. [See preview] (プレビューを表示) を選択して、ツールが以前のラベルを正しく表示していることを確
認し、タスクを明確に示します。
12. [作成] を選択します。これにより、ラベル付けジョブが作成され、開始されます。

点群または動画フレームラベル調整ジョブを作成する (コンソール)
次の手順に従って、コンソールを使用して 3D 点群または動画フレーム調整ジョブを作成します。この手
順では、検証するラベルのタイプを生成するタスクタイプを使用し、ラベル付けジョブを既に作成してお
り、そのステータスが [完了] であることを前提としています。

3D 点群または動画フレームのラベル調整ジョブを作成するには (コンソール)
1.

を開きます SageMaker コンソール:https://console.aws.amazon.com/sagemaker/そして選んでくださ
いラベル付けジョブのラベル。

2.

新しいラベル付けジョブを開始するには、前のジョブを連鎖 (p. 541)するかゼロから開始し、ラベル
付けされたデータオブジェクトを含む入力マニフェストを指定します。

3.

元のラベル付けジョブと同じタスクタイプを選択します。

4.

[Display existing labels] (既存のラベルを表示) の横にあるスイッチを切り替えます。

5.

[Adjustment] (調整) を選択します。

6.

[Label attribute name] (ラベル属性名) は、マニフェストから、調整のために表示するラベルに対応す
る名前を選択します。前の画面で選択したタスクタイプに一致するラベルのラベル属性名のみが表示
されます。Ground Truth がマニフェストを分析してこれらの値の検出と入力を試みますが、正しい値
の設定が必要になる場合があります。

7.

ツールデザイナーの指示領域を使用して、前のラベル作成者がどのような作業を依頼されたか、およ
び現在の調整者が確認する必要がある内容に関するコンテキストを提供します。
既存のラベルを削除または変更できませんが、新しいラベルを追加することはできます。ラベル属性
またはフレーム属性は削除、修正、追加できます。
デフォルトでは、ワーカーは既存のラベルカテゴリ属性とフレーム属性を編集できます。ラベルカ
テゴリまたはフレーム属性を編集不可にする場合は、その属性で [Allow workers to edit this attribute]
(ワーカーにこの属性の編集を許可する) チェックボックスをオフにします。
ラベルカテゴリとフレーム属性の詳細について、3D 点群の場合は「ワーカーユーザーインターフェイ
ス (UI) (p. 360)」を、動画フレームの場合は「ワーカーユーザーインターフェイス (UI) (p. 311)」
を参照してください。

8.

[See preview] (プレビューを表示) を選択して、ツールが以前のラベルを正しく表示していることを確
認し、タスクを明確に示します。

9.

[作成] を選択します。これにより、ラベル付けジョブが作成され、開始されます。

ラベルの検証ジョブまたは調整ジョブを開始する (API)
正常に完了したジョブを連鎖させるか、CreateLabelingJob オペレーションを使用して新しい
ジョブを最初から開始することで、ラベルの検証ジョブまたは調整ジョブを開始します。この手順
は、CreateLabelingJob を使用して新しいラベル付けジョブを設定する手順に少し変更があるだけで、
ほぼ同じです。次のセクションでは、ラベル付けジョブをチェーンして調整または検証ラベル付けジョブ
を作成するために必要な変更について説明します。
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Ground Truth API を使用して調整または検証のラベル付けジョブを作成するときは、元のラベル付けジョ
ブとは異なる LabelAttributeName を使用する必要があります。元のラベル付けジョブは、調整または
検証するラベルを作成するために使用するジョブです。

Important
CreateLabelingJob の LabelCategoryConfigS3Uri で調整または検証ジョブに指定するラ
ベルカテゴリの設定ファイルには、元のラベル付けジョブで使用したのと同じラベルが含まれて
いる必要があります。新しいラベルを追加することはできます。3D 点群と動画フレームのジョブ
では、ラベルカテゴリ設定ファイルに新しいラベルカテゴリとフレーム属性を追加できます。

境界ボックスとセマンティックセグメンテーション
境界ボックスまたはセマンティックセグメンテーションラベルの検証ジョブまたは調整ジョブを作成する
には、次のガイドラインに従って CreateLabelingJob オペレーションで API 属性を指定します。
• LabelAttributeName パラメータを使用して、検証済みラベルや調整済みラベルに使用する出力ラベ
ル名を指定します。元のラベル付けジョブに使用されたものとは異なる LabelAttributeName を使用
する必要があります。
• ジョブを連鎖させる場合は、調整または検証する対象である以前のラベル付けジョブのラベルをカスタ
ム UI テンプレートで指定します。カスタムテンプレートを作成する方法については、「カスタムワー
カータスクテンプレートを作成する (p. 3208)」を参照してください。
UI テンプレートの場所UiTemplateS3Uriパラメータ。 SageMaker には、カスタムテンプレートで古
いラベルを表示するのに使用できるウィジェットがあります。次のいずれかの crowd 要素で initialvalue 属性を使用して、検証または調整を必要とするラベルを抽出し、これをタスクテンプレートに含
めます。
• crowd-semantic-segmentation (p. 668) - この crowd 要素をカスタム UI タスクテンプレートで使用し
て、検証または調整する必要があるセマンティックセグメンテーションのラベルを指定します。
• crowd-bounding-box (p. 614) - この crowd 要素をカスタム UI タスクテンプレートで使用して、検証
または調整する必要がある境界ボックスのラベルを指定します。
• LabelCategoryConfigS3Uri パラメータには、前のラベル付けジョブと同じラベルカテゴリが含ま
れている必要があります。
• PreHumanTaskLambdaArn と AnnotationConsolidationLambdaArnに、境界ボックスまたはセマ
ンティックセグメンテーション調整または検証の Lambda ARN を使用します。
• 境界ボックスの場合、調整ラベル付けジョブの Lambda 関数 ARN は AdjustmentBoundingBox で
終わり、検証 Lambda 関数 ARN は VerificationBoundingBox で終わります。
• セマンティックセグメンテーションの場合、調整ラベル付けジョブ Lambda 関数 ARN
は AdjustmentSemanticSegmentation で終わり、検証 Lambda 関数 ARN は
VerificationSemanticSegmentation で終わります。

3D 点群と動画フレーム
• LabelAttributeName パラメータを使用して、検証済みラベルや調整済みラベルに使用する出力ラベ
ル名を指定します。元のラベル付けジョブに使用されたものとは異なる LabelAttributeName を使用
する必要があります。
• 元のラベル付けジョブで使用したヒューマンタスク UI Amazon リソースネーム (ARN)
(HumanTaskUiArn) を使用する必要があります。サポートされている ARN を確認するには、
「HumanTaskUiArn」 を参照してください。
• ラベルカテゴリ設定ファイルでは、auditLabelAttributeName パラメータで調整または
検証ラベル付けジョブを作成するために使用する、以前のラベル付けジョブのラベル属性名
(LabelAttributeName) を指定する必要があります。
• ラベル付けジョブが検証または調整のラベル付けジョブのどちらであるか
を、LabelCategoryConfigS3Uri パラメータで識別したラベルカテゴリの設定ファイルの
editsAllowed パラメータを使用して指定する必要があります。
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• 検証ラベル付けジョブの場合は、editsAllowed パラメータを使用してすべてのラベルを変更できな
いことを指定する必要があります。labels の各エントリで、editsAllowed を "none" に設定しま
す。必要に応じて、ワーカーがラベルカテゴリ属性とフレーム属性を調整できるかどうかを指定でき
ます。
• 必要に応じて、調整ラベル付けジョブでは、editsAllowed パラメータを使用して、ワーカーが変更
できる、または変更できないラベル、ラベルカテゴリ属性、フレーム属性を指定できます。このパラ
メータを使用しない場合、すべてのラベル、ラベルカテゴリ属性、フレーム属性が調整可能になりま
す。
editsAllowed パラメータとラベルカテゴリ設定ファイルの設定については、「ラベルカテゴリ設定
ファイルスキーマ (p. 450)」を参照してください。
• 調整と検証のラベル付けジョブの両方で、PreHumanTaskLambdaArn と
AnnotationConsolidationLambdaArn に3D 点群または動画フレーム調整の Lambda ARN を使用し
ます。

• 3D 点群の場合、調整と検証のラベル付けジョブの Lambda 関数 ARN は、3D 点群のセマ
ンティックセグメンテーション、オブジェクト検出、オブジェクト追跡のそれぞれで、
Adjustment3DPointCloudSemanticSegmentation、Adjustment3DPointCloudObjectTracking、Adjus
で終わります。
• 動画フレームの場合、調整と検証のラベル付けジョブの Lambda 関数 ARN は、動画フレームオ
ブジェクト検出とオブジェクト追跡のそれぞれで、AdjustmentVideoObjectDetection と
AdjustmentVideoObjectTracking で終わります。
Ground Truth は、ラベル検証ジョブまたは調整ジョブからの出力データを、CreateLabelingJob オペ
レーションの S3OutputPath のパラメータで指定した S3 バケットに保存します。ラベルの検証ジョブや
調整ジョブからの出力データの詳細については、「出力マニフェストにおけるラベルの検証データと調整
データ (p. 399)」を参照してください。

出力マニフェストにおけるラベルの検証データと調整データ
アマゾン SageMaker Ground Truth は、ラベルの検証データを、ラベルのメタデータ内の出力マニフェス
トに書き込みます。メタデータに 2 つのプロパティが追加されます。
• groundtruth/label-verification 値を持つ type プロパティ。
• comment 値の配列を持つ worker-feedback プロパティ。このプロパティは、ワーカーがコメントを
入力したときに追加されます。コメントがない場合、このフィールドは表示されません。
次の出力マニフェスト例は、ラベルの検証データがどのように表示されるかを示しています。
{

}

"source-ref":"S3 bucket location",
"verify-bounding-box":"1",
"verify-bounding-box-metadata":
{
"class-name": "bad",
"confidence": 0.93,
"type": "groundtruth/label-verification",
"job-name": "verify-bounding-boxes",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"worker-feedback": [
{"comment": "The bounding box on the bird is too wide on the right side."},
{"comment": "The bird on the upper right is not labeled."}
]
}
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調整タスクのワーカー出力は、元のタスクのワーカー出力に似ていますが、調整された値と調整の有無を
示す値 (adjusted または unadjusted) を持つ adjustment-status プロパティが含まれる点が異なり
ます。
他のさまざまなタスクの出力例については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。

注意事項と考慮事項
ラベルの検証ジョブや調整ジョブを作成するときに期待どおりの動作を得るには、入力データを慎重に検
証します。
• イメージデータを使用している場合は、マニフェストファイルに 16 進数の RGB カラー情報が含まれて
いることを確認します。
• 処理コストを節約するには、ラベル付けジョブの入力マニフェストに不要なオブジェクトを含めないよ
うに、データをフィルターします。
• 入力データが正しく処理されるように、必要な Amazon S3 アクセス許可を追加します。
Ground Truth API を使用して調整または検証のラベル付けジョブを作成するときは、元のラベル付けジョ
ブとは異なる LabelAttributeName を使用する必要があります。

セマンティックセグメンテーションジョブの色情報要件
検証タスクや調整タスクで色情報を適切に再現するには、マニフェストに 16 進数の RGB 色情報が必要
です (例: 白の場合は #FFFFFF)。セマンティックセグメンテーションの検証ジョブや調整ジョブを設定す
る場合、ツールはマニフェストを調べて、この情報が存在するかどうかを判断します。見つからない場合
は、Amazon SageMaker Ground Truth はエラーメッセージを表示し、ジョブの設定を終了します。
セマンティックセグメンテーションツールの以前の反復では、カテゴリの色情報が 16 進数の RGB 形式
で出力マニフェストに出力されませんでした。この機能は、検証ワークフローと調整ワークフローの導入
と同時に出力マニフェストに導入されました。したがって、古い出力マニフェストはこの新しいワークフ
ローと互換性がありません。

ジョブを開始する前にデータをフィルターする
アマゾン SageMaker Ground Truth は、入力マニフェスト内のすべてのオブジェクトを処理します。部分
的にラベル付けされたデータセットがある場合は、入力マニフェストで Amazon S3 Select クエリ を使
用してカスタムマニフェストを作成できます。ラベル付けされていないオブジェクトは個別に失敗しま
すが、ジョブが失敗することはなく、処理コストが発生する場合があります。検証しないオブジェクトを
フィルターで除外すると、コストが削減されます。
コンソールを使用して検証ジョブを作成する場合は、コンソールに用意されているフィルタリングツール
を使用できます。API を使用してジョブを作成する場合は、必要に応じてデータのフィルタリングをワー
クフローの一部にします。

カスタムラベル付けワークフローの作成
このドキュメントでは、カスタムラベル付けテンプレートを使用してワークフローを設定するプロセスに
ついて説明します。ラベル付けジョブの開始の詳細については、「」開始方法 (p. 261)。そのセクション
で、[Task type (タスクのタイプ)] を選択する際、[Custom labeling task (カスタムラベル付けタスク)] を選
択し、このセクションの手順に従って設定します。
トピック
•
•
•
•

ステップ 1: ワークスのセットアップ (p. 401)
ステップ 2: カスタムワーカータスクテンプレートの作成 (p. 401)
ステップ 3: で処理AWS Lambda (p. 407)
デモテンプレート: による画像の注釈crowd-bounding-box (p. 421)

400

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
カスタムラベル付けワークフローの作成

• デモテンプレート: インテントのラベル付けcrowd-classifier (p. 426)
• API を介したカスタムワークフロー (p. 432)
カスタムラベル付けワークフローの作成の詳細については、「」Amazon でカスタムデータラベル作成
ワークフローを構築 SageMaker Ground Truth。

ステップ 1: ワークスのセットアップ
このステップではコンソールを使用して、使用するワーカータイプを設定し、そのワーカータイプに必要
なサブ選択項目を設定します。開始方法 (p. 261) のセクションでこの時点までステップを既に完了して
いること、および [Custom labeling task] (カスタムラベル付けタスク) を [Task type ] (タスクのタイプ) と
して選択したことを前提としています。

ワークフォースを設定するには
1.

最初に、[Worker types] (ワーカータイプ) からオプションを選択します。現在、次の 3 種類を使用で
きます。
• [Public] (一般) では、Amazon Mechanical Turk による独立系請負業者のオンデマンドワークフォー
スを使用します。支払いはタスクごとに行います。
• [Private] (プライベート) では、組織内にとどめる必要のあるデータを処理するために従業員または
請負業者を使用します。
• [Vendor] (ベンダー) では、データラベリングサービスの提供を専門とするサードパーティーベン
ダーを使用します。これは AWS Marketplace から使用できます。

2.

[Public] (一般) オプションを選択した場合は、[number of workers per dataset object] (データセットオ
ブジェクトあたりのワーカー数) を設定するよう求められます。同じオブジェクトに対して同じタス
クを複数のワーカーで実行すると、結果の精度が向上する可能性があります。デフォルトは 3 です。
必要とする精度に応じて数を上げたり下げたりすることができます。
また、ドロップダウンメニューを使用して [price per task] (タスクごとの価格) を設定するように求め
られます。メニューは、タスクを完了するのにかかる時間に基づいて価格ポイントを推奨します。
これを決定するには、[Private] (プライベート) ワークフォースを使用して最初にタスクの簡単なテス
トを実行することをお勧めします。このテストによって、実際にタスクの完了にかかる時間を見積も
ることができます。その後、見積もりが [Price per task] (タスクあたりの料金)メニューに収まる価格
帯を選択できます。平均時間が 5 分を超える場合は、タスクを小さい単位に分割することを検討しま
す。

次
ステップ 2: カスタムワーカータスクテンプレートの作成 (p. 401)

ステップ 2: カスタムワーカータスクテンプレートの作成
ワーカータスクテンプレートは、Ground Truth がワーカーのユーザーインターフェイス (UI) または
ヒューマンタスク UI をカスタマイズするために使用するファイルです。ワーカータスクテンプレート
は、HTML、CS、 JavaScript,リキッドテンプレート言語、およびCrowd HTML 要素。Liquid はテンプレー
トを自動化するために使用され、Crowd HTML Elements は、共通の注釈ツールを含めて、Ground Truth
に送信するロジックを提供するために使用できます。
• 基本テンプレートで開始する (p. 402)
•
•
•
•

テンプレートをローカルで開発する (p. 402)
外部アセットの使用 (p. 402)
変数を追跡する (p. 403)
シンプルなサンプル (p. 403)
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• Liquid を使用してオートメーションを追加する (p. 404)
• End-to-end デモ (p. 407)
• 次 (p. 407)
次のトピックでは、ワーカータスクテンプレートを作成する方法について説明します。Ground Truth ワー
カータスクテンプレートの例のリポジトリは、GitHub。

基本テンプレートで開始する
Ground Truth コンソールのテンプレートエディタを使用して、テンプレートの作成を開始できます。この
エディタには、事前設計された多数のベーステンプレートと、HTML、Crowd HTML 要素の自動入力機能
が含まれています。

Ground Truth カスタムテンプレートエディタにアクセスするには、次の手順を実行します。
1.

ラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436) の指示に従って、ラベル付けジョブの [Task type] (タ
スクタイプ) で [Custom] (カスタム) を選択します。

2.

[Next] (次へ) を選択すると、 [Custom labeling task setup] (カスタムラベル付けタスクの設定) セク
ションのテンプレートエディタと基本テンプレートにアクセスできます。

3.

(オプション) [Templates] (テンプレート) のドロップダウンメニューから基本テンプレートを選択しま
す。テンプレートを最初から作成する場合は、ドロップダウンメニューから [Custom] (カスタム) を選
択して、最小スケルトンのテンプレートを使用します。

テンプレートをローカルで開発する
テンプレートが入力データをどのように処理するかをテストするにはコンソールにアクセスしている必要
がありますが、次のコードを HTML ファイルの先頭に追加することによって、テンプレートの HTML およ
びカスタム要素のブラウザでのルックアンドフィールをテストできます。

Example
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

これによって、カスタム HTML 要素のレンダリングに必要なコードがロードされます。これは、テンプ
レートのルックアンドフィールをコンソールではなく任意のエディタで開発する場合に使用します。
ただし、変数は解析されません。ローカルでの開発中に、それらをサンプルコンテンツで置き換えること
ができます。

外部アセットの使用
アマゾン SageMaker Ground Truth カスタムテンプレートを使用すると、外部スクリプトやスタイルシー
トを埋め込むことができます。例えば、次のコードブロックは、https://www.example.com/myenhancement-styles.css にあるスタイルシートをテンプレートに追加する方法を示しています。

Example
<script src="https://www.example.com/my-enhancment-script.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.example.com/my-enhancementstyles.css">

エラーが発生した場合は、元のサーバーがアセットを含む正しい MIME タイプとエンコードヘッダーを送
信していることを確認します。
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例えば、リモートスクリプト用の MIME とエンコードタイプは application/
javascript;CHARSET=UTF-8 です。
リモートスタイルシート用の MIME と エンコードタイプは text/css;CHARSET=UTF-8 です。

変数を追跡する
次のサンプルの構築プロセスには、タスクごと、ワーカーごとに変化することがあるデータを表すために
変数を追加するステップがあります。サンプルテンプレートの 1 つから開始する場合、そのテンプレート
で既に使用されている変数を確実に把握する必要があります。注釈前 AWS Lambda スクリプトを作成す
るときは、その出力に、保持することを選択した変数の値が含まれている必要があります。
変数に使用する値は、マニフェストファイルから取得できます。データオブジェクト内のキーと値のペア
はすべて、前注釈 Lambda に渡されます。シンプルなパススルースクリプトの場合は、データオブジェク
トの値のキーとテンプレートの変数名を一致させるのが、ワーカーに表示されるタスクフォームにこれら
の値を渡すための最も簡単な方法です。

シンプルなサンプル
すべてのタスクは <crowd-form> </crowd-form> 要素で開始および終了します。標準の HTML
<form> 要素と同様に、すべてのフォームコードはそれらの間に記述します。
シンプルなツイート分析タスクでは、<crowd-classifier> 要素を使用します。以下の属性は必須で
す。
• name - フォーム出力で結果に使用する変数名。
• categories - JSON 形式の配列による考えられる回答。
• header - 注釈ツールのタイトル。
<crowd-classifier> 要素の子として 3 つのリージョンを持っている必要があります。
• <classification-target> - 上記の categories 属性に指定されたオプションに基づいてワーカーが分類す
るテキスト。
• <full-instructions> - ツールの [View full instructions (詳細な手順の表示)] リンクから使用できる手順。こ
れを空白のままにすることはできますが、より良い結果を得るための適切な手順を提供することをお勧
めします。
• <short-instructions> - ツールのサイドバーに表示される、タスクのより簡単な説明。これを空白のまま
にすることはできますが、より良い結果を得るための適切な手順を提供することをお勧めします。
このツールのシンプルなバージョンは次のようになります。

Example crowd-classifier の使用
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="tweetFeeling"
categories="['positive','negative','neutral', 'unclear']"
header="Which term best describes this tweet?"
>
<classification-target>
My favorite football team won today!
Bring on the division finals!
</classification-target>
<full-instructions header="Sentiment Analysis Instructions">
Try to determine the sentiment the author
of the tweet is trying to express.
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If none seem to match, choose "cannot determine."
</full-instructions>
<short-instructions>
Pick the term best describing the sentiment
of the tweet.
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>

Ground Truth ラベル付けジョブ作成ワークフローでコードをエディタにコピーアンドペーストしてツール
をプレビューするか、このコードのデモ CodePen。

Liquid を使用してオートメーションを追加する
カスタムテンプレートシステムは、オートメーションに Liquid を使用します。これはオープンソースのイ
ンラインマークアップ言語です。Liquid では、一重波括弧とパーセント記号で囲まれたテキストは、制御
フローやイテレーションなどを実行する 1 つの手順またはタグになります。二重波括弧で囲まれたテキス
トは、値を出力する 1 つの変数またはオブジェクトです。
最も一般的な Liquid の使用法としては、[前注釈タスク Lambda] からのデータを解析して、タスクを作成
するために関連する変数を抽出します。前注釈 Lambda (p. 408) から返された taskInput オブジェク
トは、テンプレートの task.input オブジェクトとして利用可能になります。
マニフェストのデータオブジェクトのプロパティは、event.dataObject として 前注釈
Lambda (p. 408) に渡されます。シンプルなパススルースクリプトによって、そのオブジェクトは
taskInput オブジェクトとして返ります。マニフェストの値は、変数として次のように表現します。

Example マニフェストデータオブジェクト
{

"source": "This is a sample text for classification",
"labels": [ "angry" , "sad" , "happy" , "inconclusive" ],
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}

"header": "What emotion is the speaker feeling?"

Example 変数を使用したサンプル HTML
<crowd-classifier
name='tweetFeeling'
categories='{{ task.input.labels | to_json }}'
header='{{ task.input.header }}' >
<classification-target>
{{ task.input.source }}
</classification-target>

上記の labels プロパティに " | to_json" が追加されている点に注意してください。これは配列を配
列の JSON 形式に変換するためのフィルターです。可変フィルターについては次のセクションで説明しま
す。
次のリストには、テンプレート入力データの処理を自動化するのに便利な 2 種類の Liquid タグが含まれて
います。以下のタグタイプのいずれかを選択すると、Liquid のドキュメントにリダイレクトされます。
• 制御フロー: 次のようなプログラミングロジック演算子が含まれていますif/else,unless、およ
びcase/when。
• イテレーション: FOR LOOP などのステートメントを使用して、コードのブロックを繰り返し実行でき
ます。
Liquid 要素を使用して FOR LOOP を作成する HTML テンプレートの例については、「Liquid」を参照し
てください。translation-review-and-correctionliquid.htmlに GitHub。
詳細とドキュメントについては、Liquid のホームページを参照してください。

可変フィルター
標準の Liquid フィルターとアクションに加えて、Ground Truth には追加のフィルターがいくつか用意され
ています。フィルターを適用するには、パイプ (|) 文字を変数名の後ろに配置してからフィルター名を指
定します。フィルターは次の形式で連鎖できます。

Example
{{ <content> | <filter> | <filter> }}

自動的なエスケープおよび明示的なエスケープ
デフォルトでは、変数テキストと HTML との間の混乱を避けるために、入力はエスケープされた HTML
になります。escape フィルターを明示的に追加すると、エスケープ処理の完了しているテンプレートの
ソースをユーザーが読み取ることをより明確に指定できます。

escape_once
escape_once を使用すると、既にエスケープしたコードは確実に再度エスケープされなくなります。こ
れにより、例えば、&amp; は &amp;amp; になりません。

skip_autoescape
skip_autoescape は、コンテンツが HTML として使用されるよう設計されている場合に便利です。例え
ば、いくつかの段落のテキストとイメージが境界ボックスの詳細な手順にある場合です。

skip_autoescape の使用は慎重に
テンプレートにおけるベストプラクティスは、skip_autoescape を使用して関数コードやマー
クアップを渡さないようにすることです。ただし、渡す内容を厳重に管理できることが確実な場
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合を除きます。ユーザー入力を渡している場合は、ワーカーをクロスサイトスクリプティング攻
撃に対して開放している可能性があります。

to_json
to_jsonJSONにフィードしたものをエンコードします（JavaScript Object Notation オブジェクトを供給
している場合は、シリアル化されます。

grant_read_access
grant_read_access は S3 URI を使用し、そのリソースに対する存続期間の短いアクセストークンを
使用する HTTPS URL にエンコードします。これにより、通常であればパブリックにアクセス可能でな
い、S3 バケットに保存された写真、音声、または動画オブジェクトをワーカーに表示できるようになりま
す。

Example フィルターの
入力
auto-escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" }}
explicit escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | escape }}
explicit escape_once: {{ "Have you read 'James &amp; the Giant Peach'?" | escape_once }}
skip_autoescape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | skip_autoescape }}
to_json: {{ jsObject | to_json }}
grant_read_access: {{ "s3://mybucket/myphoto.png" | grant_read_access }}

Example
出力
auto-escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape_once: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
skip_autoescape: Have you read 'James & the Giant Peach'?
to_json: { "point_number": 8, "coords": [ 59, 76 ] }
grant_read_access: https://s3.amazonaws.com/mybucket/myphoto.png?<access token and other
params>

Example 自動分類テンプレートの
このシンプルなテキスト分類サンプルを自動化するには、ツイートテキストを変数に置き換えます。
以下のテキスト分類テンプレートには、自動化が追加されています。変更および追加は太字で表示されて
います。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="tweetFeeling"
categories="['positive', 'negative', 'neutral', 'cannot determine']"
header="Which term best describes this tweet?"
>
<classification-target>
{{ task.input.source }}
</classification-target>
<full-instructions header="Analyzing a sentiment">
Try to determine the feeling the author
of the tweet is trying to express.
If none seem to match, choose "other."
</full-instructions>
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<short-instructions>
Pick the term best describing the sentiment
of the tweet.
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>

以前のサンプルにあったツイートテキストは、オブジェクトに置き換えられていま
す。entry.taskInput オブジェクトは source (または前注釈 Lambda で指定する別の名前) をテキスト
のプロパティ名として使用し、これは二重波括弧で囲まれていることから直接 HTML に挿入されます。

End-to-end デモ
以下を表示 end-to-end サンプルの Lambda 関数を含むデモ:
• デモテンプレート: による画像の注釈crowd-bounding-box (p. 421)
• デモテンプレート: インテントのラベル付けcrowd-classifier (p. 426)

次
ステップ 3: で処理AWS Lambda (p. 407)

ステップ 3: で処理AWS Lambda
このステップでは、カスタムラベル付けワークフローを作成するために必要な AWSLambda 関数の 2 つの
タイプを作成して指定する方法について説明します。
• 注釈前 Lambda: この関数は、ラベル付けジョブに送信された各データオブジェクトをワーカーに送信す
る前に開始し、前処理します。
• ポスト・アノテーション・Lambda: この関数は、ワーカーがタスクを送信すると、結果を処理します。
データオブジェクトごとに複数のワーカーを指定する場合、この関数に注釈を統合するロジックが含ま
れる場合があります。
Lambda と Ground Truth を初めて使用する場合は、このセクションのページを以下のように使用すること
をお勧めします。
1. まず、「注釈前と注釈後の Lambda 関数の要件 (p. 408)」 を確認します。
2. 次に、「Ground Truth で AWS Lambda を使用するために必要なアクセス許可 (p. 414)」の ページを
使用して、Ground Truth カスタムラベル付けジョブで注釈前と注釈後の Lambda 関数を使用するための
セキュリティ要件と権限要件について学習します。
3. 次に、Lambda コンソールにアクセスするか、Lambda の API を使用して関数を作成する必要があ
ります。関数の作成方法については「カスタムラベル付けワークフロー用の Lambda 関数を作成す
る (p. 418)」 セクションで確認できます。
4. Lambda 関数のテスト方法については、「注釈前と注釈後の Lambda 関数をテストする (p. 418)」を
参照してください。
5. 前処理と後処理の Lambda 関数を作成したら、Ground Truth コンソールでカスタム HTML のコー
ドエディタの後に表示される [Lambda functions] (Lambda 関数) セクションからそれらを選択しま
す。CreateLabelingJob API リクエストでこれらの関数を使用する方法については、「ラベル付け
ジョブを作成 (API) (p. 439)」を参照してください。
注釈前と注釈後の Lambda 関数の例を含むカスタムラベル付けワークフローのチュートリアルについて
は、「デモテンプレート: による画像の注釈crowd-bounding-box (p. 421)」ドキュメントを参照して
ください。
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トピック
• 注釈前と注釈後の Lambda 関数の要件 (p. 408)
• Ground Truth で AWS Lambda を使用するために必要なアクセス許可 (p. 414)
• カスタムラベル付けワークフロー用の Lambda 関数を作成する (p. 418)
• 注釈前と注釈後の Lambda 関数をテストする (p. 418)

注釈前と注釈後の Lambda 関数の要件
このセクションでは、注釈前と注釈後の Lambda 関数に送信されるリクエストの構文と、Ground Truth で
カスタムラベル付けワークフローを実行するために必要な応答構文について学習します。
トピック
• 前注釈 Lambda (p. 408)
• 後注釈 Lambda (p. 410)

前注釈 Lambda
ラベル付けタスクがワーカーに送信される前に、注釈前の Lambda 関数が呼び出されます。
Ground Truth は、Lambda 関数に JSON 形式のリクエストを送信し、ラベル付けジョブとデータオブジェ
クトに関する詳細を提供します。次の表に、注釈前リクエストスキーマを示します。各パラメータの詳細
は以下のとおりです。
Data object identified with "source-ref"
{

}

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": <labelingJobArn>
"dataObject" : {
"source-ref": <s3Uri>
}

Data object identified with "source"
{

}

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": <labelingJobArn>
"dataObject" : {
"source": <string>
}

• version(文字列): Ground Truth で内部的に使用されるバージョン番号です。
• labelingJobArn(文字列): ラベル付けジョブの Amazon リソースネーム (ARN) です。この ARN
は、DescribeLabelingJob のようなGround Truth ス API オペレーションを使用するときにラベル付
けジョブを参照するために使用できます。
• -dataObject(JSON オブジェクト): キーには、入力マニフェストファイルから、または Amazon SNS
から送信された 1 つの JSON 行が含まれます。マニフェストの JSON 行オブジェクトのサイズは最
大 100 キロバイトで、さまざまなデータを含むことができます。非常に基本的な画像注釈ジョブで
は、dataObject JSONには注釈を付けるイメージを指定する source-refキーのみが含まれる場合が
あります。データオブジェクト (テキスト行など) が入力マニフェストファイルに直接含まれている場
合、データオブジェクトは source で識別されます。検証ジョブまたは調整ジョブを作成する場合、こ
の行には、前のラベル付けジョブのラベルデータとメタデータが含まれる場合があります。
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次の表は、注釈前リクエストのコードブロックの例です。これらのリクエストの例の各パラメータの説明
は、タブ付きテーブルの下にあります。
Data object identified with "source-ref"
{

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:<aws_region>:<aws_account_number>:labelingjob/<labeling_job_name>"
"dataObject" : {
"source-ref": "s3://<input-data-bucket>/<data-object-file-name>"
}
}

Data object identified with "source"
{

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:<aws_region>:<aws_account_number>:labelingjob/<labeling_job_name>"
"dataObject" : {
"source": "Sue purchased 10 shares of the stock on April 10th, 2020"
}
}

代わりに、Ground Truth には、次のような形式の応答が必要です。

Example 想定される戻りデータの
{
}

"taskInput": <json object>,
"isHumanAnnotationRequired": <boolean> # Optional

前の例では、<json object> には、カスタムワーカーテンプレートに必要なすべてのデータが含まれ
ている必要があります。手順が常に同じである境界ボックスタスクを実行している場合は、単にイメージ
ファイルの HTTP(S) または Amazon S3 リソースであることがあります。これが感情分析タスクであり、
さまざまなオブジェクトに各種の選択肢がある場合には、文字列としてのオブジェクト参照、文字列の配
列としての選択肢になります。

isHumanAnnotationRequired の意義
デフォルト値が true に設定されるため、この値は任意です。明示的な設定の主なユースケース
は、このデータオブジェクトを人間のワーカーによるラベル付けから除外する場合です。
マニフェストに複数のオブジェクトがあり、それらの中に人間の注釈を必要とするものと必要としないも
のがある場合は、isHumanAnnotationRequired 値を各データオブジェクトに含めることができます。
注釈前 Lambda にロジックを追加して、オブジェクトに注釈が必要かどうかを動的に判断し、それに応じ
てこのブール値を設定できます。

注釈前 Lambda 関数の例
次の基本的な注釈前 Lambda 関数は、最初のリクエストから dataObject の JSON オブジェクトにアク
セスし、taskInput パラメータで返します。
import json
def lambda_handler(event, context):
return {
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}

"taskInput":

event['dataObject']

入力マニフェストファイルが "source-ref" を使用してデータオブジェクトを識別すると仮定して、こ
の注釈前 Lambda と同じラベル付けジョブで使用されるワーカータスクテンプレートには、dataObject
を取り込むために以下のような Liquid 要素を含める必要があります。
{{ task.input.source-ref | grant_read_access }}

入力マニフェストファイルが source を使用してデータオブジェクトを識別する場合は、ワーカータスク
テンプレートは、以下を使用して dataObject を取り込むことができます。
{{ task.input.source }}

次の注釈前 Lambda の例には、dataObject で使用されたキーを識別するロジックが含まれてお
り、Lambda の return ステートメントで taskObject を使用してそのデータオブジェクトをポイントしま
す。
import json
def lambda_handler(event, context):
# Event received
print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))
# Get source if specified
source = event['dataObject']['source'] if "source" in event['dataObject'] else None
# Get source-ref if specified
source_ref = event['dataObject']['source-ref'] if "source-ref" in event['dataObject']
else None
# if source field present, take that otherwise take source-ref
task_object = source if source is not None else source_ref
# Build response object
output = {
"taskInput": {
"taskObject": task_object
},
"humanAnnotationRequired": "true"
}
print(output)
# If neither source nor source-ref specified, mark the annotation failed
if task_object is None:
print(" Failed to pre-process {} !".format(event["labelingJobArn"]))
output["humanAnnotationRequired"] = "false"
return output

後注釈 Lambda
すべてのワーカーがデータオブジェクトに注釈を付けたとき、または
TaskAvailabilityLifetimeInSeconds に達したときのいずれか早い方で、Ground Truth はそれらの
注釈を注釈後 Lambda に送信します。この Lambda は一般に、注釈統合 (p. 533) に使用されます。

Tip
統合後の Lambda 関数の例については、annotation_consolidation_lambda.py()aws-sagemakerground-truth-Recip GitHub repository
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次のコードブロックには、注釈後のリクエストスキーマが含まれています。各パラメータの説明は、下の
箇条書きにあります。
{

}

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": <string>,
"labelCategories": [<string>],
"labelAttributeName": <string>,
"roleArn" : <string>,
"payload": {
"s3Uri": <string>
}

• version(文字列): Ground Truth で内部的に使用されるバージョン番号です。
• labelingJobArn(文字列): ラベル付けジョブの Amazon リソースネーム (ARN) です。この ARN
は、DescribeLabelingJob のようなGround Truth ス API オペレーションを使用するときにラベル付
けジョブを参照するために使用できます。
• labelCategories(文字列のリスト): コンソールで指定した、またはラベルカテゴリ設定ファイルに含
めたラベルカテゴリとその他の属性が含まれます。
• labelAttributeName(文字列): ラベル付けジョブの名前、またはラベル付けジョブの作成時に指定し
たラベル属性名のいずれかです。
• roleArn(文字列): ラベル付けジョブの作成時に指定する IAM 実行ロールの Amazon リソースネーム
(ARN)。
• payload(JSON オブジェクト): 以下を含む JSONs3Urikey。Amazon S3 内のそのデータオブジェクト
の注釈データの場所を特定します。次の 2 番目のコードブロックは、この注釈ファイルの例です。
次のコードブロックは、注釈後リクエストの例を示しています。このサンプルリクエストの各パラメータ
の説明は、コードブロックの下にあります。

Example 注釈後 Lambda リクエストの
{

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:labeling-job/labeling-jobname",
"labelCategories": ["Ex Category1","Ex Category2", "Ex Category3"],
"labelAttributeName": "labeling-job-attribute-name",
"roleArn" : "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
"payload": {
"s3Uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/annotations.json"
}
}

Note
データオブジェクトで作業するワーカーがいない場
合、TaskAvailabilityLifetimeInSeconds に達すると、データオブジェクトは失敗として
マークされ、注釈後 Lambda の呼び出しの一部として含まれません。
次のコードブロックには、ペイロードスキーマが含まれています。これは、注釈後 Lambda リクエストの
payload JSON オブジェクトの s3Uri パラメータで示されるファイルです。例えば、前のコードブロッ
クが注釈後の Lambda リクエストの場合、次の注釈ファイルの場所は s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
annotations.json になります。
各パラメータの説明は、下の箇条書きにあります。
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Example 注釈ファイルの
[

]

{

}

"datasetObjectId": <string>,
"dataObject": {
"s3Uri": <string>,
"content": <string>
},
"annotations": [{
"workerId": <string>,
"annotationData": {
"content": <string>,
"s3Uri": <string>
}
}]

• datasetObjectId(文字列): ラベル付けジョブに送信する各データオブジェクトに Ground Truth が割
り当てる一意の ID を指定します。
• dataObject(JSON オブジェクト): ラベル付けされたデータオブジェクト。データオブジェクトが
入力マニフェストファイルに含まれており、source キー (文字列など) によって特定されている場合
は、dataObject にデータオブジェクトを特定する content キーが含まれます。それ以外の場合、
データオブジェクトの場所 (リンクや S3 URI など) は、s3Uri で特定されます。
• annotations(JSON オブジェクトのリスト): このリストには、そのためにワーカーから送信された注
釈ごとに 1 つの JSON オブジェクトが含まれます。dataObject。注釈を送信したワーカーを特定する
ために使用できる一意の workerId を含む単一の JSON オブジェクト。annotationData キーには次
のいずれかが含まれます。
• content(文字列): 注釈データが含まれます。
• s3Uri(文字列): 注釈データの場所を特定する S3 URI が含まれます。
次の表に、さまざまなタイプの注釈のペイロードに表示されるコンテンツの例を示します。
Named Entity Recognition Payload
[

{

"datasetObjectId": "1",
"dataObject": {
"content": "Sift 3 cups of flour into the bowl."
},
"annotations": [
{
"workerId": "private.us-west-2.ef7294f850a3d9d1",
"annotationData": {
"content": "{\"crowd-entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset
\":4,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":0},{\"endOffset\":6,\"label\":\"number
\",\"startOffset\":5},{\"endOffset\":20,\"label\":\"object\",\"startOffset\":15},
{\"endOffset\":34,\"label\":\"object\",\"startOffset\":30}]}}"
}
}
]
}
]

Semantic Segmentation Payload
[
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"datasetObjectId": "2",
"dataObject": {
"s3Uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/gt-input-data/images/bird3.jpg"
},
"annotations": [
{
"workerId": "private.us-west-2.ab1234c5678a919d0",
"annotationData": {
"content": "{\"crowd-semantic-segmentation\":{\"inputImageProperties\":
{\"height\":2000,\"width\":3020},\"labelMappings\":{\"Bird\":{\"color\":\"#2ca02c\"}},
\"labeledImage\":{\"pngImageData\":\"iVBOR...\"}}}"
}
}
]
}
]

Bounding Box Payload
[

{

"datasetObjectId": "0",
"dataObject": {
"s3Uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/gt-input-data/images/bird1.jpg"
},
"annotations": [
{
"workerId": "private.us-west-2.ab1234c5678a919d0",
"annotationData": {
"content": "{\"boundingBox\":{\"boundingBoxes\":[{\"height\":2052,\"label
\":\"Bird\",\"left\":583,\"top\":302,\"width\":1375}],\"inputImageProperties\":
{\"height\":2497,\"width\":3745}}}"
}
}
]
}
]

注釈後 Lambda 関数には、リクエストに含まれるすべての注釈をループしてアクセス
するための次のようなロジックが含まれている場合があります。詳細な例については、
「」annotation_consolidation_lambda.py()aws-sagemaker-ground-truth-Recip GitHub repository この中で
GitHubたとえば、独自の注釈統合ロジックを追加する必要があります。
for i in range(len(annotations)):
worker_id = annotations[i]["workerId"]
annotation_content = annotations[i]['annotationData'].get('content')
annotation_s3_uri = annotations[i]['annotationData'].get('s3uri')
annotation = annotation_content if annotation_s3_uri is None else
s3_client.get_object_from_s3(
annotation_s3_uri)
annotation_from_single_worker = json.loads(annotation)
print("{} Received Annotations from worker [{}] is [{}]"
.format(log_prefix, worker_id, annotation_from_single_worker))

Tip
データに対して連結アルゴリズムを実行する場合は、AWS データベースサービスで結果を保存す
るか、処理された結果を Ground Truth に戻すことができます。Ground Truth に返すデータは、
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ラベル付けジョブの設定中に出力用に指定された S3 バケット内の統合注釈マニフェストに保存
されます。
代わりに、Ground Truth には、次のような形式の応答が必要です。

Example 想定される戻りデータの
[

{

},

{

]

}
.
.
.

"datasetObjectId": <string>,
"consolidatedAnnotation": {
"content": {
"<labelattributename>": {
# ... label content
}
}
}
"datasetObjectId": <string>,
"consolidatedAnnotation": {
"content": {
"<labelattributename>": {
# ... label content
}
}
}

この時点で、S3 バケットに送信している、datasetObjectId 以外のすべてのデータが content オブ
ジェクトに配置されます。
content で注釈を返すとき、これにより、ジョブの出力マニフェストに次のようなエントリが生成されま
す。

Example 出力マニフェストでのラベル形式の
{

}

"source-ref"/"source" : "<s3uri or content>",
"<labelAttributeName>": {
# ... label content from you
},
"<labelAttributeName>-metadata": { # This will be added by Ground Truth
"job_name": <labelingJobName>,
"type": "groundTruth/custom",
"human-annotated": "yes",
"creation_date": <date> # Timestamp of when received from Post-labeling Lambda
}

カスタムテンプレートとその収集データは複雑な特性を持つ可能性があるため、Ground Truth ではデータ
の詳細な処理は行いません。

Ground Truth で AWS Lambda を使用するために必要なアクセス許可
Ground Truth で AWS Lambda を作成および使用するには、次の一部またはすべてを設定する必要があり
ます。
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• AWS Lambda を使用して注釈前および注釈後の Lambda 関数を作成し、ラベル付けジョブを作成すると
きにそれらを選択するには、IAM ロールまたはユーザー (総称して IAM エンティティ) にアクセス許可を
付与する必要があります。
• ラベル付けジョブが設定されたときに指定された IAM 実行ロールには、注釈前と注釈後の Lambda 関数
を呼び出すためのアクセス許可が必要です。
• 注釈後の Lambda 関数では、Amazon S3 にアクセスするためのアクセス許可が必要な場合がありま
す。
以下のセクションでは、IAM エンティティを作成し、前述したアクセス許可を付与する方法について学習
します。
トピック
• AWS Lambda 関数を作成、選択するためのアクセス許可を付与する (p. 415)
• AWS Lambda 関数を呼び出す IAM 実行ロールアクセス許可を付与する (p. 416)
• 注釈にアクセスするための注釈後の Lambda アクセス許可を付与する (p. 416)

AWS Lambda 関数を作成、選択するためのアクセス許可を付与する
注釈前と注釈後の Lambda 関数の開発に詳細なアクセス許可を必要としない場合は、AWS 管理ポリ
シーAWSLambda_FullAccessをIAM ユーザーまたはロールにアタッチできます。このポリシーは、すべ
ての Lambda 機能を使用する幅広いアクセス許可と、Lambda がやりとりする他の AWS サービスでアク
ションを実行するアクセス許可を付与します。
セキュリティを重視したユースケース向けにより詳細なポリシーを作成するには、AWS Lambda デベロッ
パーガイドのドキュメント Lambda の ID ベースの IAM ポリシーを参照して、ユースケースに合った IAM
ポリシーを作成する方法を確認してください。
Lambda コンソールを使用するポリシー
IAM エンティティに Lambda コンソールを使用する権限を付与する場合は、 AWS Lambda デベロッパー
ガイドの「Lambda コンソールを使用する」を参照してください。
さらに、ユーザーが Lambda コンソールで AWS Serverless Application Repositoryを使用して Ground
Truth スターターの注釈前と注釈後の関数にアクセスしてデプロイできるようにする場合は、関数をデプ
ロイする場所である <aws-region> (ラベル付けジョブの作成に使用されたのと同じ AWS リージョンで
ある必要があります)を指定し、次のポリシーを IAM ロールに追加する必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"serverlessrepo:ListApplicationVersions",
"serverlessrepo:GetApplication",
"serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate"
],
"Resource": "arn:aws:serverlessrepo:<aws-region>:838997950401:applications/awssagemaker-ground-truth-recipe"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Allow",
"Action": "serverlessrepo:SearchApplications",
"Resource": "*"
}
]
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Ground Truth コンソールで Lambda 関数を表示するためのポリシー
ユーザーがカスタムラベル付けジョブを作成しているときに、IAM エンティティに Ground Truth コンソー
ルで Lambda 関数を表示するためのアクセス許可を付与するには、エンティティには、「Amazon を使用
するための IAM アクセス許可を付与する SageMaker Ground Truth (p. 546)」で説明されているアクセス
許可が必要です。これには、「カスタムラベル付けワークフローのアクセス許可 (p. 550)」セクションで
説明されているアクセス許可を含みます。

AWS Lambda 関数を呼び出す IAM 実行ロールアクセス許可を付与する
IAM 管理ポリシーを追加した場合AmazonSageMakerGroundTruthExecutionラベル付けジョブの作
成に使用される IAM 実行ロールには、関数名に次の文字列のいずれかを含む Lambda 関数を一覧表
示して呼び出すアクセス許可があります。GtRecipe,SageMaker,Sagemaker,sagemaker、また
はLabelingFunction。
注釈前または注釈後の Lambda 関数名に前の段落の用語のいずれかが含まれていない場合、または
AmazonSageMakerGroundTruthExecution 管理ポリシーの用語よりも詳細なアクセス許可が必要な場
合は、次のようなポリシーを追加して、注釈前と注釈後関数を呼び出すための実行ロールアクセス許可を
追加できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action":
"lambda:InvokeFunction",
"Resource": [
"arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<pre-annotation-lambdaname>",
"arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<post-annotation-lambdaname>"
]
}
]
}

注釈にアクセスするための注釈後の Lambda アクセス許可を付与する
後注釈 Lambda (p. 410) で説明したように、注釈後 Lambda リクエストには、Amazon S3 内の注釈デー
タの場所が含まれます。この場所は、payload オブジェクトの s3Uri 文字列で特定されます。注釈を取
り込みながら処理するには、シンプルなパススルー関数の場合でも、注釈後の Lambda 実行ロールに必要
なアクセス許可を割り当てて、Amazon S3 からファイルを読み取る必要があります。
Lambda を設定し、Amazon S3 の注釈データにアクセスするにはいくつかの方法があります。2 つの一般
的な方法は次のとおりです。
• Lambda 実行ロールが引き受けることを許可する SageMaker 実行ロールはで特定されまし
たroleArn注釈後 Lambda リクエストで。これ SageMaker 実行ロールはラベル付けジョブの作成に使
用されるロールで、注釈データが格納されている Amazon S3 出力バケットにアクセスできます。
• Lambda 実行ロールに、Amazon S3 出力バケットに直接アクセスするためのアクセス許可を付与しま
す。
次のセクションでは、これらのオプションを設定する方法について説明します。
Lambda に引き受けるための権限を付与 SageMaker 実行ロール
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Lambda 関数が a を仮定できるようにするには SageMaker 実行ロールについては、Lambda 関数の実行
ロールにポリシーをアタッチし、 SageMaker Lambda が引き継ぐことを許可する実行ロール。
1. 以下の IAM ポリシーをアタッチLambda 関数の実行ロールを使用して、 SageMaker 実行ロールはで特
定されましたResource。222222222222 を AWS アカウント ID に置き換えます。sm-executionrole を引き受けるロールの名前に置き換えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/sm-execution-role"
}

2. 信頼ポリシーの変更の SageMaker 以下を含む実行ロールStatement。222222222222 を AWS アカウ
ント ID に置き換えます。my-lambda-execution-role を引き受けるロールの名前に置き換えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::222222222222:role/my-lambda-execution-role"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

S3 へのアクセス権限を Lambda 実行ロールに付与する
次のようなポリシーを注釈後の Lambda 関数の実行ロールに追加して、S3 読み取り権限を付与できま
す。DOC-EXAMPLE-BUCKET を、ラベル付けジョブの作成時に指定する出力バケットの名前に置き換えま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
}
]

Lambda コンソールで Lambda 実行ロールに S3 読み取りアクセス許可を追加するには、以下の手順を使
用します。

S3 読み取りアクセス許可を注釈後 Lambda に追加するには以下の手順に従います。
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

注釈後関数の名前を選択します。

3.

[設定] を選択して、[アクセス許可] を選択します。
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4.

[Role name] (ロール名) を選択すると、IAM コンソールで新しいタブにそのロールの概要ページが開
きます。

5.
6.

[Attach policies] (ポリシーをアタッチ) を選択します。
次のいずれかを実行します。
• AmazonS3ReadOnlyAccess を検索して選択し、アカウント内のすべてのバケットとオブジェクト
を読み取るアクセス許可を関数に付与します。
• より詳細なアクセス許可が必要な場合は、[Create policy] (ポリシーの作成) をクリックし、前のセク
ションのポリシー例を使用してポリシーを作成します。ポリシーを作成したら、実行ロールの概要
ページに戻る必要があります。

7.

AmazonS3ReadOnlyAccess 管理ポリシーを使用した場合は、[Attach policy] (ポリシーのアタッチ)
を選択します。
新しいポリシーを作成した場合は、Lambda 実行ロールの概要ページに戻り、作成したポリシーをア
タッチします。

カスタムラベル付けワークフロー用の Lambda 関数を作成する
Lambda コンソール、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、サポートされている任意のプログラミン
グ言語で Lambda 関数を作成できます。次の各オプションの詳細については、AWS Lambda デベロッパー
ガイドを参照してください。
• コンソールを使用して Lambda 関数を作成する方法については、「コンソールで Lambda 関数を作成す
る」を参照してください。
• AWS CLI を使用して Lambda 関数を作成する方法については、「AWSコマンドラインインターフェイ
スで AWS Lambda を使用する」を参照してください。
• 任意の言語で Lambda を使用する方法についての詳細は、目次の該当するセクションを選択して参照
してください。例えば、AWS SDK for Python (Boto3) で Lambda を使用する場合は、[Working with
Python] (Python を使用する) を選択します。
Ground Truth は、AWS Serverless Application Repository (SAR) レシピを介して注釈前と注釈後のテンプ
レートを提供します。以下の手順を使用して、Lambda コンソールでGround Truth レシピを選択します。

Ground Truth SAR レシピを使用して、注釈前と注釈後の Lambda 関数を作成します。
1.
2.
3.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。
[Create Function] (関数を作成) を選択します。
[Browse serverless app repository] (Serverless Application Repository の参照) を選択します。

4.
5.

検索テキストボックスに「」aws-sagemaker-ground-truth-Recipそしてそのアプリを選択します。
[Deploy] (デプロイ) を選択します。アプリのデプロイには数分かかることがあります。

6.
7.

アプリがデプロイされると、2 つの関数、serverlessrepo-aws-sagemaGtRecipePreHumanTaskFunc-<id> と serverlessrepo-aws-sagemaGtRecipeAnnotationConsol-<id> がLambda コンソールの [Functions] (関数) セクションに表示
されます。
これらの関数のいずれかを選択し、カスタムロジックを[Code] (コード) セクションに追加します。
変更が完了したら、[Deploy] (デプロイ) を選択し、デプロイします。

注釈前と注釈後の Lambda 関数をテストする
Lambda コンソールで、注釈前と注釈後の Lambda 関数をテストできます。Lambda を初めて使用する場
合は、AWS Lambda デベロッパーガイドのコンソールで Lambda 関数を作成するのチュートリアルを使用
し、Lambda 関数をコンソールでテストまたは呼び出す方法を学習できます。
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このページのセクションで、AWS Serverless Application Repository (SAR) から提供される Ground Truth
の注釈前と注釈後のテンプレートをテストする方法を学習できます。
トピック
• 前提条件 (p. 419)
• 注釈前 Lambda 関数をテストする (p. 420)
• 注釈後 Lambda 関数をテストする (p. 420)

前提条件
このページで説明されているテストを使用するには、次の操作を行う必要があります。
• Lambda コンソールへのアクセスと、Lambda 関数を作成して呼び出すためのアクセス許可が必要で
す。これらのアクセス許可の設定方法については、「AWS Lambda 関数を作成、選択するためのアクセ
ス許可を付与する (p. 415)」を参照してください。
• Ground Truth SAR レシピをデプロイしていない場合は、「カスタムラベル付けワークフロー用の
Lambda 関数を作成する (p. 418)」の手順を使用してデプロイします。
• 注釈後の Lambda 関数をテストするには、Amazon S3 にサンプル注釈データを含むデータファ
イルが必要です。簡単なテストでは、次のコードをコピーしてファイルに貼り付け、sampleannotations.json として保存し、このファイルを Amazon S3 にアップロードします。このファイル
の S3 URI を記録しておきます。注釈後の Lambda テストを設定する際にこの情報が必要です。
[{"datasetObjectId":"0","dataObject":{"content":"To train a machine learning model,
you need a large, high-quality, labeled dataset. Ground Truth helps you build
high-quality training datasets for your machine learning models."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowdentity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":8,\"label\":\"verb\",\"startOffset
\":3},{\"endOffset\":27,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":11},{\"endOffset\":33,
\"label\":\"object\",\"startOffset\":28},{\"endOffset\":51,\"label\":\"adjective\",
\"startOffset\":46},{\"endOffset\":65,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":53},
{\"endOffset\":74,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":67},{\"endOffset\":82,
\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":75},{\"endOffset\":102,\"label\":\"verb
\",\"startOffset\":97},{\"endOffset\":112,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":107},
{\"endOffset\":125,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":113},{\"endOffset\":134,
\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":126},{\"endOffset\":143,\"label\":\"object
\",\"startOffset\":135},{\"endOffset\":169,\"label\":\"adjective\",\"startOffset
\":153},{\"endOffset\":176,\"label\":\"object\",\"startOffset\":170}]}}"}}]},
{"datasetObjectId":"1","dataObject":{"content":"Sift 3 cups of flour into the
bowl."},"annotations":[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":
{"content":"{\"crowd-entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":4,\"label
\":\"verb\",\"startOffset\":0},{\"endOffset\":6,\"label\":\"number\",\"startOffset
\":5},{\"endOffset\":20,\"label\":\"object\",\"startOffset\":15},{\"endOffset\":34,
\"label\":\"object\",\"startOffset\":30}]}}"}}]},{"datasetObjectId":"2","dataObject":
{"content":"Jen purchased 10 shares of the stock on Janurary 1st, 2020."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowdentity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":3,\"label\":\"person\",\"startOffset
\":0},{\"endOffset\":13,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":4},{\"endOffset\":16,
\"label\":\"number\",\"startOffset\":14},{\"endOffset\":58,\"label\":\"date\",
\"startOffset\":40}]}}"}}]},{"datasetObjectId":"3","dataObject":{"content":"The
narrative was interesting, however the character development was weak."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowd-entityannotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":29,\"label\":\"adjective\",\"startOffset
\":18},{\"endOffset\":73,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":69}]}}"}}]}]

• 次の指示を使用する必要があります注釈にアクセスするための注釈後の Lambda アクセス許可を付与す
る (p. 416)注釈後 Lambda 関数の実行ロールに、 SageMaker ラベル付けジョブの作成に使用する実
行ロール。注釈後 Lambda 関数では、 SageMaker 注釈データファイルにアクセスするための実行ロー
ルsample-annotations.json、S3 で。
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注釈前 Lambda 関数をテストする
次の手順を使用して、Ground Truth AWS Serverless Application Repository (SAR) レシピをデプロイした
ときに作成された注釈前 Lambda 関数をテストします。

Ground Truth SAR レシピの注釈前 Lambda 関数をテストする
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

Ground Truth SAR レシピからデプロイされた注釈前関数を選択します。この関数の名前
は、serverlessrepo-aws-sagema-GtRecipePreHumanTaskFunc-<id> と同様の名前になりま
す。

3.

[Code source] (コードソース) セクションで、[Test] (テスト) の横にある矢印を選択します。

4.

[Configure test event] (テストイベントを構成する) を選択します。

5.

[Create new test event] (新しいテストイベントの作成) オプションを選択したままにします。

6.

[]イベントテンプレート、SESageMakerGround Truth PreHumanTask。

7.

テストにイベント名を付けます。

8.

[作成] を選択します。

9.

再度 Test (テスト) の横にある矢印を選択すると、作成したテストが選択されて表示されます。これは
イベント名のドットで識別できます。選択されていない場合は、選択します。

10. [Test] (テスト) を選択して、テストを実行します。
テストを実行した後、[Execution results] (実行結果) を表示できます。[Function logs] (関数ログ) に、次の
ような応答が表示されます。
START RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f Version: $LATEST
Received event: {
"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:labeling-job/example-job",
"dataObject": {
"source-ref": "s3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg"
}
}
{'taskInput': {'taskObject': 's3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg'},
'isHumanAnnotationRequired': 'true'}
END RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f
REPORT RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f Duration: 0.42 ms Billed Duration: 1
ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 43 MB

この応答では、Lambda 関数の出力が必須の注釈前応答構文と一致していることがわかります。
{'taskInput': {'taskObject': 's3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg'},
'isHumanAnnotationRequired': 'true'}

注釈後 Lambda 関数をテストする
次の手順を使用して、Ground Truth AWS Serverless Application Repository (SAR) レシピをデプロイした
ときに作成された注釈後 Lambda 関数をテストします。

Ground Truth SAR レシピ注釈後の Lambda 関数をテストする
1.

Lambda コンソールの [Functions] (関数) ページを開きます。

2.

Ground Truth SAR レシピからデプロイされた注釈後関数を選択します。この関数の名前
は、serverlessrepo-aws-sagema-GtRecipeAnnotationConsol-<id> と同様の名前になりま
す。
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3.

[Code source] (コードソース) セクションで、[Test] (テスト) の横にある矢印を選択します。

4.

[Configure test event] (テストイベントを構成する) を選択します。

5.

[Create new test event] (新しいテストイベントの作成) オプションを選択したままにします。

6.

[]イベントテンプレート、SESageMakerGround Truth AnnotationConsolidation。

7.

テストにイベント名を付けます。

8.

指定されたテンプレートコードを次のように変更します。
• の Amazon リソースネーム (ARN) を置CroleArnの ARN SageMaker ラベル付けジョブの作成に使
用した実行ロール。
• s3Uri の S3 URI を、Amazon S3 に追加した sample-annotations.json ファイルの URIに置
き換えます。
これらの変更を行った後、テストは次のようになります。
{

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:labeling-job/examplejob",
"labelAttributeName": "example-attribute",
"roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/sm-execution-role",
"payload": {
"s3Uri": "s3://your-bucket/sample-annotations.json"
}
}

9.

[作成] を選択します。

10. 再度 Test (テスト) の横にある矢印を選択すると、作成したテストが選択されて表示されます。これは
イベント名のドットで識別できます。選択されていない場合は、選択します。
11. [Test] (テスト) を選択して、テストを実行します。
テストの実行後、[Function Logs] (関数ログ) に「-- Consolidated Output --」セクションが表示さ
れます。これには、sample-annotations.json に含まれるすべての注釈のリストが掲載されていま
す。

デモテンプレート: による画像の注釈crowd-bounding-box
Amazon でタスクタイプとしてカスタムテンプレートを使用することを選択した場合 SageMaker Ground
Truthコンソール、到達するとカスタムラベリングタスクパネル。そこで、複数の基本テンプレートから
選択することができます。テンプレートは最も一般的なタスクを表しており、カスタマイズしたラベル付
けタスクのテンプレートを作成するときに役立つサンプルを提供します。コンソールを使用していない場
合、または追加の手段として使用する場合は、アマゾン SageMakerGround Truth サンプルタスク UIさま
ざまなラベル付けジョブのタスクタイプのデモ用テンプレートのリポジトリ用。
このデモはBoundingBoxテンプレート。また、デモンストレーションは、タスクの前後にデータを処理す
るために必要な AWS Lambda 関数を使用して行うことができます。上記の Github リポジトリで、AWS
Lambda 関数で使用するテンプレートを見つけるには、テンプレートで {{ task.input.<property
name> }} を探します。
トピック
• スターターの境界ボックスカスタムテンプレート (p. 422)
• 独自の境界ボックスカスタムテンプレート (p. 422)
• マニフェストファイル (p. 423)
• 前注釈の Lambda 関数 (p. 424)
• 後注釈 Lambda 関数 (p. 424)
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• ラベル付けジョブの出力 (p. 425)

スターターの境界ボックスカスタムテンプレート
以下が、スターターの境界ボックステンプレートです。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-bounding-box
name="boundingBox"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="{{ task.input.header }}"
labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
>
<!-- The <full-instructions> tag is where you will define the full instructions of your
task. -->
<full-instructions header="Bounding Box Instructions" >
<p>Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of interest:</
p>
<ol>
<li>Draw a rectangle using your mouse over each instance of the target.</li>
<li>Make sure the box does not cut into the target, leave a 2 - 3 pixel margin</li>
<li>
When targets are overlapping, draw a box around each object,
include all contiguous parts of the target in the box.
Do not include parts that are completely overlapped by another object.
</li>
<li>
Do not include parts of the target that cannot be seen,
even though you think you can interpolate the whole shape of the target.
</li>
<li>Avoid shadows, they're not considered as a part of the target.</li>
<li>If the target goes off the screen, label up to the edge of the image.</li>
</ol>
</full-instructions>
<!-- The <short-instructions> tag allows you to specify instructions that are displayed
in the left hand side of the task interface.
It is a best practice to provide good and bad examples in this section for quick
reference. -->
<short-instructions>
Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of interest.
</short-instructions>
</crowd-bounding-box>
</crowd-form>

カスタムテンプレートでは Liquid テンプレート言語を使用します。二重波括弧で囲まれたそれぞ
れの項目は 1 つの変数です。前注釈の AWS Lambda 関数は taskInput という名前のオブジェ
クトを提供する必要があり、そのオブジェクトのプロパティにアクセスするにはテンプレートで
{{ task.input.<property name> }} のように指定します。

独自の境界ボックスカスタムテンプレート
例として、動物の写真が多数あり、以前のイメージ分類ジョブによって、イメージ内の動物の種類を知っ
ているとします。境界ボックスを設定しているとします。
スターターサンプルには、3 つの変数 taskObject、header、および labels があります。
各変数は、境界ボックスのさまざまな部分で示されることになります。
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• taskObject は、注釈を付ける写真の HTTP(S) URL または S3 URI です。追加された |
grant_read_access はフィルターで、S3 URI を、そのリソースに対するアクセス存続期間が短い
HTTPS URL に変換します。HTTP(S) URL を使用している場合、これは必要ありません。
• header は写真の上にあるテキストで、"Draw a box around the bird in the photo" のようにラベル付けさ
れます。
• labels は配列で ['item1', 'item2', ...] のように表されます。これらはワーカーが、描画す
るさまざまなボックスに対して割り当てることができるラベルです。1 つまたは複数持つことができま
す。
それぞれの変数名は、前注釈 Lambda からのレスポンスの JSON オブジェクトから取得されます。上記の
名前は提案にすぎないため、わかりやすい変数名を使用してください。それによって、チームでのコード
の読みやすさが向上します。

必要時のみ変数を使用する
フィールドが変わらない場合、テンプレートからその変数を削除してそのテキストに置き換える
ことができます。それ以外の場合は、マニフェストの各オブジェクトにおいてそのテキストを値
として繰り返すか、前注釈の Lambda 関数にコーディングする必要があります。

Example : 最終的なカスタム境界ボックステンプレート
このテンプレートは、シンプルにするために、1 つの変数、1 つのラベル、および非常に基本的な手順を
使用します。マニフェストの各データオブジェクトに "animal" プロパティがあるとして、その値はテンプ
レートの 2 つの部分で再利用できます。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-bounding-box
name="boundingBox"
labels="[ '{{ task.input.animal }}' ]"
src="{{ task.input.source-ref | grant_read_access }}"
header="Draw a box around the {{ task.input.animal }}."
>
<full-instructions header="Bounding Box Instructions" >
<p>Draw a bounding box around the {{ task.input.animal }} in the image. If
there is more than one {{ task.input.animal }} per image, draw a bounding
box around the largest one.</p>
<p>The box should be tight around the {{ task.input.animal }} with
no more than a couple of pixels of buffer around the
edges.</p>
<p>If the image does not contain a {{ task.input.animal }}, check the <strong>
Nothing to label</strong> box.
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Draw a bounding box around the {{ task.input.animal }} in each image. If
there is more than one {{ task.input.animal }} per image, draw a bounding
box around the largest one.</p>
</short-instructions>
</crowd-bounding-box>
</crowd-form>

テンプレート全体で {{ task.input.animal }} を再利用します。マニフェストに大文字で始まる動物
名がすべて含まれている場合は、{{ task.input.animal | downcase }} を使用して、Liquid の組
み込みフィルターのいずれかを小文字で表示する必要がある文に組み込むことができます。

マニフェストファイル
マニフェストファイルは、テンプレートで使用している変数値に合わせる必要があります。前注釈
Lambda でマニフェストデータをある程度変換できますが、変換が不要であれば、エラーの発生するリス
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クはより低いままで Lambda の実行速度は速くなります。テンプレートのマニフェストファイルの例を次
に示します。
{"source-ref":
{"source-ref":
{"source-ref":
{"source-ref":

"<S3
"<S3
"<S3
"<S3

image
image
image
image

URI>",
URI>",
URI>",
URI>",

"animal": "horse"}
"animal" : "bird"}
"animal" : "dog"}
"animal" : "cat"}

前注釈の Lambda 関数
ジョブのセットアップの一環として、マニフェストエントリを処理してテンプレートエンジンに渡すため
に呼び出すことができる、AWS Lambda 関数の ARN を指定する必要があります。

Lambda 関数に名前を付ける
関数に名前を付ける場合のベストプラクティスとし
て、SageMaker、Sagemaker、sagemaker、または LabelingFunction の 4 つの文字列の
いずれかを関数名の一部として使用します。これは、注釈前と注釈後の両方の関数に適用されま
す。
コンソールを使用しているときに、自分のアカウントが所有する AWS Lambda 関数がある場合は、命名
要件に合う関数のドロップダウンリストが表示されて選択できます。
この非常に基本的な例では、追加の処理を行わずにマニフェストからの情報をそのままパススルーしてい
ます。このサンプルの前注釈関数は Python 3.7 用に書かれています。
import json
def lambda_handler(event, context):
return {
"taskInput": event['dataObject']
}

マニフェストからの JSON オブジェクトは、event オブジェクトの子として提供されます。taskInput
オブジェクト内のプロパティはテンプレートの変数として使用できるため、taskInput の値を
event['dataObject'] に設定するだけで、マニフェストオブジェクトからテンプレートにすべての
値が個別にコピーされることなく渡されます。テンプレートにさらに値を送信する場合は、それらを
taskInput オブジェクトに追加できます。

後注釈 Lambda 関数
ジョブのセットアップの一環として、AWS Lambda の ARN を指定します。これは、ワーカーによるタス
クの完了時にフォームデータを処理するために呼び出すことができます。これは、必要なだけシンプルに
することも複雑にすることもできます。取り込みながら統合とスコアに対応する場合は、選択したスコア
アルゴリズムや統合アルゴリズムを適用できます。raw データを保存してオフライン処理する場合、これ
はオプションです。

後注釈 Lambda にアクセス許可を付与する
注釈データは、payload オブジェクトの s3Uri 文字列で指定されたファイルにあります。注釈
を取り込みながら処理するには、シンプルなパススルー関数の場合でも、注釈ファイルを読み取
ることができるように、Lambda に対して S3ReadOnly アクセス権を割り当てる必要がありま
す。
Lambda を作成するためのコンソールページで [Execution role] (実行ロール) パネルまでスクロー
ルします。[Create a new role from one or more templates] (1 つ以上のテンプレートから新しい
ロールを作成します)を選択します。ロールに名前を付けます。[ポリシーテンプレート] ドロップ
ダウンから [Amazon S3 object read-only permissions] (Amazon S3 オブジェクトの読み取り専用
アクセス権限) を選択します。Lambda を保存すると、ロールが保存されて選択されます。
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Python 2.7 での例を次に示します。
import json
import boto3
from urlparse import urlparse
def lambda_handler(event, context):
consolidated_labels = []
parsed_url = urlparse(event['payload']['s3Uri']);
s3 = boto3.client('s3')
textFile = s3.get_object(Bucket = parsed_url.netloc, Key = parsed_url.path[1:])
filecont = textFile['Body'].read()
annotations = json.loads(filecont);
for dataset in annotations:
for annotation in dataset['annotations']:
new_annotation = json.loads(annotation['annotationData']['content'])
label = {
'datasetObjectId': dataset['datasetObjectId'],
'consolidatedAnnotation' : {
'content': {
event['labelAttributeName']: {
'workerId': annotation['workerId'],
'boxesInfo': new_annotation,
'imageSource': dataset['dataObject']
}
}
}
}
consolidated_labels.append(label)
return consolidated_labels

後注釈 Lambda は、イベントオブジェクトでタスク結果のバッチを受信することがよくあります。こ
のバッチは、Lambda が繰り返す必要のある payload オブジェクトになります。返すものは API 規
約 (p. 407)を満たしているオブジェクトです。

ラベル付けジョブの出力
ジョブの出力は、指定したターゲット S3 バケットの、ラベル付けジョブの名前から命名されたフォルダ
にあります。manifests というサブフォルダにあります。
境界ボックスタスクの場合、出力マニフェストにある出力は、以下のデモのようになります。この例は、
出力のためにクリーンアップされました。実際には、レコードごとに 1 行が出力されます。

Example : 出力マニフェストの JSON
{

"source-ref":"<URL>",
"<label attribute name>":
{
"workerId":"<URL>",
"imageSource":"<image URL>",
"boxesInfo":"{\"boundingBox\":{\"boundingBoxes\":[{\"height\":878, \"label\":\"bird
\", \"left\":208, \"top\":6, \"width\":809}], \"inputImageProperties\":{\"height\":924,
\"width\":1280}}}"},
"<label attribute name>-metadata":
{
"type":"groundTruth/custom",
"job_name":"<Labeling job name>",
"human-annotated":"yes"
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}

},
"animal" : "bird"

元のマニフェストからの追加の animal 属性が、source-ref およびラベル付けデータと同じレベルで出
力マニフェストに渡される方法に注意してください。プロパティは、入力マニフェストからテンプレート
に使用されたかどうかにかかわらず、マニフェスト出力に渡されます。

デモテンプレート: インテントのラベル付けcrowd-classifier
カスタムテンプレートを選択したら、[Custom labeling task] (カスタムラベル付けタスク) パネルが表示さ
れます。ここで、一般的なタスクを表す、複数のスターターテンプレートから選択できます。テンプレー
トで作業する開始点を提供し、カスタマイズしたラベル付けタスクのテンプレートを構築します。
このデモンストレーションでは、crowd-classifier (p. 622) 要素を使用する Intent Detection テン
プレートと、タスク前後のデータ処理に必要な AWS Lambda 関数に取り組みます。
トピック
• スターターのインテント検出テンプレート (p. 426)
• インテント検出のカスタムテンプレート (p. 427)
• 前注釈の Lambda 関数 (p. 430)
• 後注釈 Lambda 関数 (p. 430)
• ラベル付けジョブの出力 (p. 431)

スターターのインテント検出テンプレート
出発点として提供されているインテント検出テンプレートです。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="intent"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
header="Pick the most relevant intention expressed by the below text"
>
<classification-target>
{{ task.input.utterance }}
</classification-target>
<full-instructions header="Intent Detection Instructions">
<p>Select the most relevant intention expressed by the text.</p>
<div>
<p><strong>Example: </strong>I would like to return a pair of shoes</p>
<p><strong>Intent: </strong>Return</p>
</div>
</full-instructions>
<short-instructions>
Pick the most relevant intention expressed by the text
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>

カスタムテンプレートでは Liquid テンプレート言語を使用します。二重波括弧で囲まれたそれぞ
れの項目は 1 つの変数です。注釈前の AWS Lambda 関数は taskInput という名前のオブジェ
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クトを提供する必要があり、そのオブジェクトのプロパティにアクセスするにはテンプレートで
{{ task.input.<property name> }} のように指定します。

インテント検出のカスタムテンプレート
スターターテンプレートには、crowd-classifier 要素の開始タグ内の task.input.labels プロパ
ティと、classification-target リージョンのコンテンツ内の task.input.utterance の 2 つの変
数があります。
発話が異なるラベルのセットを別々に提供する必要がない限り、変数を避けてテキストを使用するだけで
処理時間は短縮され、エラーが生じる可能性は低くなります。このデモンストレーションで使用されてい
るテンプレートではその変数は削除されますが、to_json のような変数やフィルターの詳細については、
「crowd-bounding-box のデモンストレーション」の記事を参照してください。

要素のスタイル
見過ごされることがあるこのようなカスタム要素には、<full-instructions> リージョンと <shortinstructions> リージョンの 2 つの部分があります。適切な指示を行うと優れた結果が生成されます。
これらのリージョンが含まれる要素では、<short-instructions> は、ワーカーの画面の左側にある
[Instructions] ペインに自動的に表示されます。<full-instructions> は、そのペインの上部近くにあ
る [View full instruction] からリンクされています。リンクをクリックすると、モーダルペインが開き、詳
細な手順が表示されます。
HTMLやCSSしか使えないし、 JavaScript これらのセクションでは、作業者がより迅速かつ正確にタスク
を完了するのに役立つ強力な指示と例を提供できると思われる場合は、そうすることをお勧めします。

Example JSFiddle のサンプルを試す

<crowd-classifier> タスクのサンプルをお試しください。このサンプルは JSFiddle でレンダリングさ
れているため、テンプレート変数はすべて、ハードコードされた値に置き換えられます。拡張 CSS スタイ
ルを使用した一連の例を表示するには、[View full instructions] (完全な説明を表示) リンクをクリックしま
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す。プロジェクトをフォークして、CSS に独自の変更を加えたり、サンプル画像を追加したり、拡張を追
加したりすることができます。 JavaScript 機能。

Example : カスタマイズされた最終的なインテント検出テンプレート
ここでは、<crowd-classifier> タスクのサンプルを使用しますが、<classification-target> の
変数を使用します。一連の異なるラベル付けジョブの間で一貫した CSS デザインを維持する場合は、他の
HTML ドキュメントと同じ方法で <link rel...> 要素を使用して外部スタイルシートを含めることがで
きます。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="intent"
categories="['buy', 'eat', 'watch', 'browse', 'leave']"
header="Pick the most relevant intent expressed by the text below"
>
<classification-target>
{{ task.input.source }}
</classification-target>
<full-instructions header="Emotion Classification Instructions">
<p>In the statements and questions provided in this exercise, what category of action
is the speaker interested in doing?</p>
<table>
<tr>
<th>Example Utterance</th>
<th>Good Choice</th>
</tr>
<tr>
<td>When is the Seahawks game on?</td>
<td>
eat<br>
<greenbg>watch</greenbg>
<botchoice>browse</botchoice>
</td>
</tr>
<tr>
<th>Example Utterance</th>
<th>Bad Choice</th>
</tr>
<tr>
<td>When is the Seahawks game on?</td>
<td>
buy<br>
<greenbg>eat</greenbg>
<botchoice>watch</botchoice>
</td>
</tr>
</table>
</full-instructions>
<short-instructions>
What is the speaker expressing they would like to do next?
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>
<style>
greenbg {
background: #feee23;
display: block;
}
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table {
*border-collapse: collapse; /* IE7 and lower */
border-spacing: 0;
}
th, tfoot, .fakehead {
background-color: #8888ee;
color: #f3f3f3;
font-weight: 700;
}
th, td, tfoot {
border: 1px solid blue;
}
th:first-child {
border-radius: 6px 0 0 0;
}
th:last-child {
border-radius: 0 6px 0 0;
}
th:only-child{
border-radius: 6px 6px 0 0;
}
tfoot:first-child {
border-radius: 0 0 6px 0;
}
tfoot:last-child {
border-radius: 0 0 0 6px;
}
tfoot:only-child{
border-radius: 6px 6px;
}
td {
padding-left: 15px ;
padding-right: 15px ;
}
botchoice {
display: block;
height: 17px;
width: 490px;
overflow: hidden;
position: relative;
background: #fff;
padding-bottom: 20px;
}
botchoice:after {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
content: "";
background: linear-gradient(to top,
rgba(255,255,255, 1) 55%,
rgba(255,255,255, 0) 100%
);
pointer-events: none; /* so the text is still selectable */

429

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
カスタムラベル付けワークフローの作成
}
</style>

Example : マニフェストファイル
このようなテキスト分類タスク向けにマニフェストファイルを手動で準備している場合は、データを次の
方法でフォーマットします。
{"source":
{"source":
{"source":
{"source":

"Roses are red"}
"Violets are Blue"}
"Ground Truth is the best"}
"And so are you"}

この方法は、「デモテンプレート: による画像の注釈crowd-bounding-box (p. 421)」は source-ref
ではなくプロパティ名として使用されたという点で、source デモンストレーション向けに使用されるマ
ニフェストファイルとは異なります。source-ref を使用すると、HTTP に変換する必要のある画像また
は他のファイルの S3 URI が指定されます。それ以外の場合は、source を上記のテキスト文字列と同じ
ように使用する必要があります。

前注釈の Lambda 関数
ジョブのセットアップの一環として、マニフェストエントリを処理してテンプレートエンジンに渡すため
に呼び出すことができる、AWS Lambda の ARN を指定します。
この Lambda 関数は、SageMaker、Sagemaker、sagemaker、または LabelingFunction の 4 つの
文字列のいずれかを関数名の一部として含む必要があります。
これは、前注釈と後注釈の Lambda のいずれにも適用されます。
コンソールを使用しているときに、自分のアカウントが所有する Lambda がある場合は、命名要件に合う
関数のドロップダウンリストが表示されて選択できます。
変数を 1 つだけ使用する、この非常に基本的な例では、主にパススルー関数です。Python 3.7 を使用した
Lambda のサンプルプレラベル付けの例を次に示します。
import json
def lambda_handler(event, context):
return {
"taskInput": event['dataObject']
}

event の dataObject プロパティには、マニフェストのデータオブジェクトのプロパティが含まれま
す。
このデモでは、このプロパティはシンプルなパススルーであり、taskInput 値としてそのまま
渡します。このような値を持つプロパティを event['dataObject'] オブジェクトに追加する
と、{{ task.input.<property name> }} 形式の Liquid 変数として HTML テンプレートで利用でき
るようになります。

後注釈 Lambda 関数
ジョブのセットアップの一環として、ワーカーによるタスクの完了時にフォームデータを処理するために
呼び出すことができる、Lambda 関数の ARN を指定します。これは、必要なだけシンプルにすることも複
雑にすることもできます。データを取り込みながら統合とスコアに対応する場合は、選択したスコアアル
ゴリズムや統合アルゴリズムを適用できます。raw データを保存してオフライン処理する場合、これはオ
プションです。
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後注釈の Lambda 関数のアクセス許可を設定する
注釈データは、payload オブジェクトの s3Uri 文字列で指定されたファイルにあります。注釈
を取り込みながら処理するには、シンプルなパススルー関数の場合でも、注釈ファイルを読み取
ることができるように、Lambda に対して S3ReadOnly アクセス権を割り当てる必要がありま
す。
Lambda を作成するためのコンソールページで [Execution role] (実行ロール) パネルまでスクロー
ルします。[Create a new role from one or more templates] (1 つ以上のテンプレートから新しい
ロールを作成します)を選択します。ロールに名前を付けます。[ポリシーテンプレート] ドロップ
ダウンから [Amazon S3 object read-only permissions] (Amazon S3 オブジェクトの読み取り専用
アクセス権限) を選択します。Lambda を保存すると、ロールが保存されて選択されます。
以下の例は、Python 3.7 を対象としています。
import json
import boto3
from urllib.parse import urlparse
def lambda_handler(event, context):
consolidated_labels = []
parsed_url = urlparse(event['payload']['s3Uri']);
s3 = boto3.client('s3')
textFile = s3.get_object(Bucket = parsed_url.netloc, Key = parsed_url.path[1:])
filecont = textFile['Body'].read()
annotations = json.loads(filecont);
for dataset in annotations:
for annotation in dataset['annotations']:
new_annotation = json.loads(annotation['annotationData']['content'])
label = {
'datasetObjectId': dataset['datasetObjectId'],
'consolidatedAnnotation' : {
'content': {
event['labelAttributeName']: {
'workerId': annotation['workerId'],
'result': new_annotation,
'labeledContent': dataset['dataObject']
}
}
}
}
consolidated_labels.append(label)
return consolidated_labels

ラベル付けジョブの出力
後注釈 Lambda は、イベントオブジェクトでタスク結果のバッチを受信することがよくあります。この
バッチは、Lambda が繰り返す必要のある payload オブジェクトになります。
ジョブの出力は、指定したターゲット S3 バケットの、ラベル付けジョブの名前から命名されたフォルダ
にあります。manifests というサブフォルダにあります。
インテント検出タスクの場合、出力マニフェストにある出力は、以下のデモのようになります。この例
は、人間が読みやすくなるように整理されています。実際の出力は、機械で読み取れるように圧縮されて
います。

Example : 出力マニフェストの JSON
[

{
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]

"datasetObjectId":"<Number representing item's place in the manifest>",
"consolidatedAnnotation":
{
"content":
{
"<name of labeling job>":
{
"workerId":"private.us-east-1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"result":
{
"intent":
{
"label":"<label chosen by worker>"
}
},
"labeledContent":
{
"content":"<text content that was labeled>"
}
}
}
}
},
"datasetObjectId":"<Number representing item's place in the manifest>",
"consolidatedAnnotation":
{
"content":
{
"<name of labeling job>":
{
"workerId":"private.us-east-1.6UDLPKQZHYWJQSCA4MBJBB7FWE",
"result":
{
"intent":
{
"label": "<label chosen by worker>"
}
},
"labeledContent":
{
"content": "<text content that was labeled>"
}
}
}
}
},
...
...
...

これは、独自のカスタムテンプレートを作成し使用するうえで役立ちます。

API を介したカスタムワークフロー
カスタム UI テンプレート (ステップ 2) と Lambda 関数の処理 (ステップ 3) を作成したときに、ファイル
名形式が <FileName>.liquid.html のテンプレートをAmazon S3 バケットに配置する必要がありま
す。
CreateLabelingJob アクションを使用してタスクを設定します。S3 の <filename>.liquid.html
ファイルに保存されたカスタムテンプレート (「ステップ 2: カスタムワーカータスクテンプレートの
作成 (p. 401)」) の場所を、HumanTaskConfig オブジェクト内の UiConfig オブジェクトにある
UiTemplateS3Uri フィールドの値として使用します。
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「ステップ 3: で処理AWS Lambda (p. 407)」で説明されている AWS Lambda タスクでは、注釈後タス
クの ARN が AnnotationConsolidationLambdaArn フィールドの値として使用され、注釈前タスクは
PreHumanTaskLambdaArn. の値として使用されます。

ラベル付けジョブの作成
アマゾンでラベリングジョブを作成できます SageMaker コンソールと使ってAWSお好みの言語での SDK
の実行CreateLabelingJob。ラベル付けジョブが作成されたら、CloudWatch を使用して、ワーカーメ
トリクス (プライベートワークフォースの場合) とラベル付けジョブのステータスを追跡できます。
ラベル付けジョブを作成する前に、必要に応じて次のページを確認することをお勧めします。
• 入力データは、コンソールでの自動データ設定か、コンソール内または CreateLabelingJob API 使
用時に入力マニフェストファイルを使用して指定できます。自動データセットアップについては、「自
動データ設定 (p. 467)」を参照してください。入力マニフェストファイルを作成する方法については、
「入力マニフェストファイルを使用する (p. 466)」を参照してください。
• ジョブ入力データクォータのラベル付けを確認します。入力データのクォータ (p. 474)。
タスクタイプを選択したら、このページのトピックを使用して、ラベル付けジョブの作成方法について学
習します。
Ground Truth を初めて使用する場合は、まず「開始方法 (p. 261)」のデモをひととおり確認することを
お勧めします。

Important
Ground Truth には、ラベル付けジョブ入力イメージデータを含むすべての S3 バケットに CORS
ポリシーがアタッチされている必要があります。詳細については、「CORS アクセス許可要
件 (p. 544)」を参照してください。
トピック
• 組み込みタスクタイプ (p. 433)
• 指示ページの作成 (p. 434)
• ラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)
• ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439)
• ストリーミングラベル付けジョブを作成する (p. 444)
• ラベルカテゴリとフレーム属性を含むラベル付けカテゴリ設定ファイルを作成する (p. 449)

組み込みタスクタイプ
アマゾン SageMaker Ground Truth には、いくつかの組み込みタスクタイプがあります。Ground Truth に
は、組み込みタスクタイプのワーカータスクテンプレートが用意されています。さらに、一部の組み込み
タスクタイプでは データのラベル付けの自動化 (p. 535) をサポートします。以下のトピックでは、各組
み込みタスクタイプについて説明し、Ground Truth でコンソールに用意されているワーカータスクテンプ
レートのデモを示します。これらのタスクタイプのいずれかを使用してコンソールでラベル付けジョブを
作成するには、タスクタイプのページを選択します。
ラベルイメージ

テキストにラベル付け
する

動画と動画フレームに
ラベル付けする

3D 点群のラベル付け

• 境界ボック
ス (p. 266)

• 固有表現認
識 (p. 286)

• 動画分類 (p. 297)

• 3D 点群オブジェクト
検出 (p. 335)
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ラベルイメージ

テキストにラベル付け
する

動画と動画フレームに
ラベル付けする

3D 点群のラベル付け

• イメージ分類 (単一ラ
ベル) (p. 279)

• テキスト分類 (単一ラ
ベル) (p. 290)

• 3D 点群オブジェクト
の追跡 (p. 341)

• イメージ分類 (マルチ
ラベル) (p. 281)

• テキスト分類 (マルチ
ラベル) (p. 293)

• 動画フレーム
オブジェクト検
出 (p. 301)
• 動画フレーム
オブジェクト追
跡 (p. 305)

• イメージセマン
ティックセグメン
テーション (p. 272)

• 3D 点群セマンティッ
クセグメンテーショ
ン (p. 350)

• ラベルの検証と調
整 (p. 393)

Note
各動画フレームと 3D 点群のタスクタイプには、以前のラベル付けジョブのラベルを検証および
調整するために使用する調整タスクタイプがあります。上の動画オフレームまたは 3D 点群のタ
スクタイプページを選択して、そのタスクタイプを使用して作成されたラベルを調整する方法を
学習します。

指示ページの作成
ラベル付けジョブのカスタム指示書を作成して、タスクの完了におけるワーカーの精度を向上します。コ
ンソールで提供されているデフォルトの指示書を変更できます。または、独自に指示書を作成することが
できます。この指示書は、ラベル付けタスクが完了したページでワーカーに表示されます。
指示書は次の 2 種類あります。
• 短い指示書 - ワーカーがタスクを完了した同じウェブページに表示される指示書。これらの指示書は、
オブジェクトにラベルを付ける適切な方法をワーカーに対して表示するため、簡単に参照できるように
する必要があります。
• 詳細な指示書 - ワーカーがタスクを完了したページにオーバーレイするダイアログボックスで 表示され
る指示書。オブジェクトにラベルを付ける際のエッジケースやその他の難しい状況を示す複数の例を含
めた、タスク完了のための詳細な指示書を提供することをお勧めします。
ラベル付けジョブを作成している場合は、コンソールで指示書を作成します。タスクの既存の指示書を
使って開始し、エディタを使用して、ラベル付けジョブに合わせて修正します。

Note
ラベル付けジョブを作成すると、自動的に開始されるため、ワーカー向け指示書を変更できなく
なります。ワーカー向け指示書を変更する必要がある場合は、新しいジョブを作成する前に、作
成したラベル付けジョブを停止して複製し、ワーカー向け指示書を変更します。
ラベル付けジョブを選択してから、[Action] (アクション) メニューの [Clone] (クローン) を選択し
て、コンソールでラベル付けジョブのクローンを作成できます。
Amazon を使用してラベル付けジョブのクローンを作成するには SageMaker API またはお好みの
アマゾン SageMaker SDK、新しいリクエストをしてくださいCreateLabelingJob作業者の指
示を変更した後、元のジョブと同じ仕様で操作します。

短い指示書
短い指示書は、ワーカーがデータオブジェクトにラベルを付けるために使用する同じウェブページに表示
されます。例えば、以下は境界ボックスタスクの編集ページです。短い指示書のパネルが左側に表示され
ます。
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ワーカーが短い指示書を数秒間しか確認しないことに留意してください。ワーカーは、情報をすばやくス
キャンして理解できる必要があります。どのような場合でも、タスクの完了にかかる時間よりも、短い時
間で指示書を理解できる必要があります。次の点に注意してください。
• 指示書は明快でシンプルである必要があります。
• 百聞は一見にしかずです。ワーカーがすぐに理解できるタスクのシンプルな図を作成します。
• 言葉を使用する必要がある場合は、短い簡潔な例を使用します。
• 短い指示書は、詳細な指示書よりも重要です。
アマゾン SageMaker Ground Truth コンソールでは、短い指示書を作成できるよう、エディタを提供して
います。プレースホルダーテキストとイメージをタスクの指示書と置き換えます。[プレビュー] を選択し
て、ワーカーのタスクページをプレビューします。プレビューは新しいウィンドウで開きます。ウィンド
ウが表示されるよう、必ずポップアップブロックをオフにしてください。

詳細な指示書
ワーカーがデータオブジェクトにラベルを付けるページをオーバーレイするダイアログボックスで、ワー
カー向けに指示書を追加することができます。詳細な指示書を使用して、より複雑なタスクを説明し、
エッジケースやその他のさまざまなオブジェクトにラベルを付ける適切な方法をワーカーに対して表示し
ます。
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Ground Truth コンソールのエディタを使用して、詳細な指示書を作成できます。クイック指示書と同様、
以下に注意してください。
• ワーカーがタスクを完了するには、最初の数回、詳細な指示を必要とします。ワーカーが持つ必要があ
るすべての情報がクイック指示書に含まれています。
• 一見は百聞にしかずです。
• テキストは簡潔である必要があります。
• 詳細な指示書は、短い指示書を補完するものであるべきです。短い指示書に表示される情報を繰り返す
必要はありません。
Ground Truth コンソールでは、詳細な指示書を作成できるよう、エディタを提供しています。プレースホ
ルダーテキストとイメージをタスクの指示書と置き換えます。[プレビュー] を選択して、詳細な指示ペー
ジをプレビューします。プレビューは新しいウィンドウで開きます。ウィンドウが表示されるよう、必ず
ポップアップブロックをオフにしてください。

指示書にサンプル画像を追加する
画像はワーカーに役立つ例を示します。一般公開されている画像を指示書に追加するには:
• 指示書のエディタ内で画像が表示される位置にカーソルを置きます。
• エディタのツールバーの画像アイコンをクリックします。
• 画像の URL を入力します。
Amazon S3 の指示書の画像が一般公開されていない場合は、次の手順を実行します。
• 画像の URL として、{{ 'https://s3.amazonaws.com/your-bucket-name/image-filename' | grant_read_access }} と入力します。
• これにより、存続期間の短いワンタイムアクセスコードが追加されイメージ URL がレンダリングされ、
ワーカーのブラウザに表示されるようになります。壊れた画像アイコンが指示書のエディタに表示され
ますが、ツールをプレビューすると、レンダリングされたプレビューに画像が表示されます。

ラベル付けジョブの作成 (コンソール)
アマゾンを使える SageMaker コンソールで、Ground Truth の組み込みタスクタイプとカスタムラベル付
けワークフローのすべてに対してラベル付けジョブを作成します。組み込みのタスクタイプの場合は、タ
スクタイプのページとあわせてこのページを使用することをお勧めします。各タスクタイプのページに
は、そのタスクタイプを使用したラベル付けジョブの作成に関する具体的な詳細が記載されています。
でラベル付けジョブを作成するには、以下を指定する必要があります SageMaker コンソール:
• Amazon S3 の入力マニフェストファイル。入力データセットを Amazon S3 に配置し、Ground Truth コ
ンソールを使用してマニフェストファイルを自動的に生成できます（3D 点群ラベル付けジョブではサ
ポートされていません）。
入力マニフェストファイルを手動で作成することもできます。この方法の詳細は、「入力デー
タ (p. 465)」を参照してください。
• 出力データを格納する Amazon S3 バケット。
• Amazon S3 のリソースへのアクセス許可と SageMaker実行ポリシーが添付されています。一般的なソ
リューションとして、管理ポリシーをアタッチできます。 AmazonSageMakerFullAccess、IAM ロール
に追加して含めるsagemakerあなたのバケット名で。
より詳細なポリシーについては、「the section called “IAM 許可” (p. 545)」を参照してください。
3D 点群タスクタイプには、セキュリティに関する追加の考慮事項があります。詳細はこちら。
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• 作業チーム。Amazon Mechanical Turk のワーカー、ベンダー、または独自のプライベートワーカーで構
成されるワークフォースから作業チームを作成します。詳細については、「ワークフォースの作成と管
理 (p. 580)」を参照してください。
3D 点群または動画フレームのラベル付けジョブに Mechanical Turk のワークフォースを使用することは
できません。
• カスタムラベル付けワークフローを使用する場合は、ワーカータスクテンプレートを Amazon S3 に保
存し、そのテンプレートに Amazon S3 URI を指定する必要があります。詳細については、「ステップ
2: カスタムワーカータスクテンプレートの作成 (p. 401)」を参照してください。
• (オプション)AWS KMSお望みなら ARN キーを押してください SageMaker ラベル付けジョブの出力を
暗号化するにはAWS KMSデフォルトの Amazon S3 サービスキーの代わりに暗号化キーを使用します。
• (オプション) ラベル付けジョブに使用するデータセットの既存のラベル。ワーカーがラベルの調整、ま
たは承認および却下を行えるようにする場合は、このオプションを使用します。
• 調整または検証のラベル付けジョブを作成する場合は、Amazon S3 に、調整または検証するラベルを含
む出力マニフェストファイルが必要です。このオプションは、境界ボックスとセマンティックセグメン
テーションイメージのラベル付けジョブと、3D 点群および動画フレームラベル付けジョブでのみサポー
トされます。ラベルの検証と調整 (p. 393) の指示を使用して、検証または調整ラベル付けジョブを作
成することをお勧めします。

Important
作業チーム、入力マニフェストファイル、出力バケット、その他の Amazon S3 のリソースは、
ラベル付けジョブの作成に使用する AWS リージョンと同じリージョンに存在する必要がありま
す。
を使用してラベル付けジョブを作成する場合は SageMaker コンソールで、ワーカー向け指示書とラベル
を Ground Truth が提供するワーカー UI に追加します。コンソールでラベル付けジョブを作成するとき
に、ワーカー UI のプレビューと操作ができます。ワーカー UI のプレビューは、「組み込みタスクタイ
プ」ページでも確認できます。

ラベル付けジョブを作成するには (コンソール)
1.

にサインインします。 SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左のナビゲーションペインで、[ラベル付けジョブ] を選択します。

3.

[ラベル付けジョブ] ページで、[ラベル付けジョブを作成] を選択します。

4.

[ジョブ名] に、ラベル付けジョブの名前を入力します。

5.

(オプション) キーを使用してラベルを識別する場合は、[ラベル付けジョブ名とは異なるラベル属性名
を指定したいです] を選択します。このオプションを選択しない場合、前のステップで指定したラベル
付けジョブ名を使用して、出力マニフェストファイル内のラベルを識別します。

6.

設定するデータ設定を選択して、入力データセットと Ground Truth 間の接続を設定します。
• 自動データセットアップの場合、次を実行します。
• 画像、テキスト、動画クリップのラベル付けジョブについては、「自動データ設定 (p. 467)」の
指示に従います。
• 動画フレームのラベル付けジョブについては、「動画フレーム入力データの自動設定 (p. 505)」
の指示に従います。
• 手動データセットアップの場合、次を実行します。
• [Input dataset location] (入力データセットの場所) に、入力マニフェストファイルのある Amazon
S3 の場所を指定します。例えば、入力マニフェストファイル manifest.json が example-bucket に
ある場合は、s3: //example-bucket/manifest.json と入力します。
• [Output dataset location] (出力データセットの場所) に、Ground Truth でラベル付けジョブの出力
データを格納するAmazon S3 の場所を指定します。
437

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
ラベル付けジョブの作成

7.

にとってIAM; ロールで、既存の IAM ロールを選択するか、上で指定した出力 S3 バケットに書き込む
ための Amazon S3 のリソースへのアクセス許可を持ち、 SageMaker 実行ポリシーが添付されていま
す。

8.

(オプション) 用追加設定で、ワーカーがラベルを付けるデータセットの量と、 SageMaker ラベル付
けジョブの出力データを暗号化するにはAWS KMS暗号化キー。出力データを暗号化するには、前の
ステップで指定した IAM ロールに必要な AWS KMS アクセス許可がアタッチされている必要がありま
す。詳細については、「the section called “IAM 許可” (p. 545)」を参照してください。

9.

[Task type] (タスクタイプ) セクションの [Task category] (タスクカテゴリ) で、ドロップダウンメ
ニューを使用してタスクカテゴリを選択します。

10. [タスク選択] で、タスクタイプを選択します。
11. (オプション) ラベル付けジョブにタグを指定すると、後でラベル付けジョブをコンソールで見つけや
すくなります。
12. [Next] (次へ) を選択します。
13. [ワーカー] セクションで、使用するワークフォースのタイプを選択します。ワークフォースオプショ
ンの詳細については、「ワークフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照してください。
14. (オプション) ワークフォースを選択したら、[タスクのタイムアウト] を指定します。これは、ワー
カーがタスクに取り組むことのできる最大時間です。
3D 点群注釈タスクの場合、デフォルトのタスクのタイムアウトは 3 日です。テキストと画像の分
類、ラベル検証のラベル付けジョブの場合、デフォルトのタイムアウトは 5 分です。その他すべての
ラベルリングジョブの場合、デフォルトのタイムアウトは 60 分です。
15. (オプション) 境界ボックス、セマンティックセグメンテーション、動画フレーム、3D 点群タスクタイ
プで、ワーカーが確認または調整する入力データセットのラベルを表示する場合は、[Display existing
labels] (既存のラベルを表示) を選択します。
境界ボックスジョブとセマンティックセグメンテーションのラベル付けジョブでは、調整ラベル付け
ジョブが作成されます。
3D 点群と動画フレームのラベル付けジョブの場合は、次の手順を実行します。
• [Adjustment] (調整) をクリックして、調整ラベル付けジョブを作成します。このオプションを選択
すると新しいラベルを追加できますが、前のジョブから既存のラベルを削除または編集することは
できません。必要に応じて、ワーカーが編集するラベルカテゴリ属性とフレーム属性を選択できま
す。属性を編集可能にする場合は、その属性で [Allow workers to edit this attribute] (ワーカーにこの
属性の編集を許可する) チェックボックスをオンにします。
必要に応じて、ラベルカテゴリとフレーム属性を追加できます。
• [Verification] (検証) をクリックして、検証ラベル付けジョブを作成します。このオプションを選択
すると、前のジョブから既存のラベルを追加、変更、または削除することはできません。必要に応
じて、ワーカーが編集するラベルカテゴリ属性とフレーム属性を選択できます。属性を編集可能に
する場合は、その属性で [Allow workers to edit this attribute] (ワーカーにこの属性の編集を許可す
る) チェックボックスをオンにします。
ワーカーが確認するラベルに新しいラベルカテゴリ属性を追加するか、1 つ以上のフレーム属性を
追加して、ワーカーがフレーム全体に関する情報を提供できるようにすることをお勧めします。
詳細については、「ラベルの検証と調整 (p. 393)」を参照してください。
16. ワーカーの UI を設定します。
• 組み込みのタスクタイプを使用している場合は、ワーカー向け指示書とラベルを指定します。
• イメージ分類とテキストの分類 (単一ラベルとマルチラベル) では、少なくとも 2 つのラベルカテ
ゴリを指定する必要があります。その他の組み込みのタスクタイプについては、少なくとも 1 つ
のラベルカテゴリを指定する必要があります。
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• (オプション) 3D 点群または動画フレームのラベル付けジョブを作成する場合、ラベルカテゴリ
属性 (3D 点群のセマンティックセグメンテーションではサポートされていません) とフレーム属
性を指定できます。ラベルカテゴリ属性は、1 つのラベルまたはラベルに割り当てることができ
ます。フレーム属性は、各点群または動画フレームワーカーラベルに表示されます。詳細につい
て、3D 点群は ワーカーユーザーインターフェイス (UI) (p. 360) を、動画フレームは ワーカー
ユーザーインターフェイス (UI) (p. 311) を参照してください。
• (オプション) ワーカーがタスクを完了しやすいよう、追加指示を追加します。
• カスタムラベル付けワークフローを作成する場合は、次の操作を行う必要があります。
• コードボックスにカスタムテンプレートと入力します。カスタムテンプレートは、HTML、Liquid
テンプレート言語、事前構築された ウェブコンポーネントを組み合わせて作成できます。必要に
応じて、ドロップダウンメニューからベーステンプレートを選択して開始することもできます。
• 注釈前と注釈後の Lambda 関数を指定します。これらの 関数の作成方法については、「ステップ
3: で処理AWS Lambda (p. 407)」を参照してください。
17. (オプション) [See preview] (プレビューを表示) を選択して、ワーカー向け指示書とラベルをプレ
ビューし、ワーカー UI を操作できます。プレビューを生成する前に、ブラウザのポップアップブロッ
クが無効になっていることを確認してください。
18. [Create] (作成) を選択します。
ラベル付けジョブが正常に作成されると、[ラベル付けジョブ] ページにリダイレクトされます。作成した
ラベル付けジョブのステータスは [進行中] になります。ワーカーがタスクを完了するにつれて、このス
テータスは徐々に更新されます。すべてのタスクが正常に完了すると、ステータスは [完了済み] に変わり
ます。
ラベル付けジョブの作成中に問題が発生した場合、ステータスは [失敗] に変わります。
ジョブの詳細を表示するには、ラベル付けジョブ名を選択します。

次のステップ
ラベル付けジョブのステータスが [Completed] (完了済み) に変わったら、そのラベル付けジョブの作成
時に指定した Amazon S3 バケットの出力データを表示できます。出力データの形式の詳細については、
「出力データ (p. 508)」を参照してください。

ラベル付けジョブを作成 (API)
Amazon を使用してラベル付けジョブを作成するには SageMaker API、使用しま
すCreateLabelingJob操作。組み込みタスクタイプのラベル付けジョブを作成する具体的な手順につ
いては、そのタスクタイプページを参照してください。永続的に実行されるラベル付けジョブであるス
トリーミングラベル付けジョブを作成する方法については、「ストリーミングラベル付けジョブを作成す
る (p. 444)」を参照してください。
CreateLabelingJob オペレーションを使用するには、以下が必要です。
• Amazon S3 のワーカータスクテンプレート (UiTemplateS3Uri) またはヒューマンタスク UI ARN
(HumanTaskUiArn) 。
• 3D 点群ジョブ、動画オブジェクトの検出と追跡ジョブ、NER ジョブでは、タスクタイプの
HumanTaskUiArn に示されている ARN を使用します。
• 3D 点群タスク以外の組み込みタスクタイプを使用している場合は、いずれかの構築済みテンプレート
にワーカーの指示を追加し、テンプレートを S3 バケットに保存できます (拡張子 .html または .liquid
を使用)。タスクタイプページで構築済みテンプレートを見つけます。
• カスタムのラベル付けワークフローを使用する場合は、カスタムテンプレートを作成してそのテンプ
レートを S3 バケットに保存することができます。カスタムのワーカーテンプレートを作成する方法
については、「ステップ 2: カスタムワーカータスクテンプレートの作成 (p. 401)」を参照してくだ
さい。テンプレートのカスタマイズに使用できるカスタムの HTML 要素については、「Crowd HTML
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要素のリファレンス (p. 608)」を参照してください。さまざまなラベル付けタスクのデモ用テンプ
レートのリポジトリについては、アマゾン SageMaker Ground Truth サンプルタスク UI。
• Amazon S3 で入力データを指定する入力マニフェストファイル。ManifestS3Uri で、入力マニフェス
トファイル場所を指定します。入力マニフェストの作成については、「入力データ (p. 465)」を参照し
てください。ストリーミングラベル付けジョブを作成する場合、これは任意です。ストリーミングラベ
ル付けジョブを作成するには、「ストリーミングラベル付けジョブを作成する (p. 444)」を参照してく
ださい。
• 出力データを格納する Amazon S3 バケット。このバケットを指定し、必要に応じて、S3OutputPath
でプレフィックスを指定します。
• ラベルカテゴリ設定ファイル。各ラベルカテゴリ名は一意である必要がありま
す。LabelCategoryConfigS3Uri パラメータを使用して、Amazon S3 のこのファイルの場所を指定
します。このファイルの形式とラベルのカテゴリは、使用するタスクタイプによって異なります。
• イメージ分類とテキストの分類 (単一ラベルとマルチラベル) では、少なくとも 2 つのラベルカテゴリ
を指定する必要があります。他のすべてのタスクタイプでは、必要なラベルカテゴリの最小数は 1 で
す。
• 固有表現認識タスクの場合は、このファイルにワーカーの指示を指定する必要があります。詳細と例
については、「ラベルカテゴリ設定ファイルにワーカー向け指示書を指定する (p. 289)」を参照して
ください。
• 3D 点群と同dがフレームタスクタイプの場合は、ラベルカテゴリとフレーム属性を含むラベル付けカ
テゴリ設定ファイルを作成する (p. 449) の形式を使用します。
• 他のすべての組み込みタスクタイプおよびカスタムタスクの場合、ラベルカテゴリ設定ファイルは、
次の形式の JSON ファイルである必要があります。label_1、label_2、...、label_n をラベル
カテゴリに置き換えて、使用するラベルを特定します。
{

}

"document-version": "2018-11-28"
"labels": [
{"label": "label_1"},
{"label": "label_2"},
...
{"label": "label_n"}
]

• AnAWS Identity and Access Management(IAM) ロールとAmazonSageMakerGroundTruthExecutionS3
バケットへのアクセス許可がアタッチされ、マネージド IAM ポリシーがアタッチされた。このロール
を RoleArn で指定します。このポリシーの詳細については、「Ground Truth で IAM 管理ポリシーを使
用する (p. 546)」を参照してください。より詳細なアクセス許可が必要な場合は、「the section called
“IAM 許可” (p. 545)」を参照してください。
入力バケット名または出力バケット名に sagemaker が含まれていない場合は、CreateLabelingJob
オペレーションに渡されるロールに次のようなポリシーをアタッチできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my_input_bucket/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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}

]

}

"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my_output_bucket/*"
]

• 入力および出力データを処理するための、注釈前および注釈後 (または注釈統合) AWS Lambda 関数
Amazon リソースネーム (ARN)。
• Lambda 関数は、組み込みのタスクタイプに対して各 AWS リージョンで事前定義されてい
ます。リージョンの注釈前 Lambda ARN を検索するには、「」PreHumanTaskLambdaArn。
リージョンの注釈統合 Lambda ARN を確認するには、「」を参照してくださ
い。AnnotationConsolidationLambdaArn。
• カスタムラベル付けワークフローの場合は、カスタムの注釈前と注釈後の Lambda ARN を指定
する必要があります。これらの Lambda 関数の作成方法については、「ステップ 3: で処理AWS
Lambda (p. 407)」を参照してください。
• WorkteamArn で指定した作業チームの ARN。ベンダーのワークフォースをサブスクライブしたり、プ
ライベートワークチームを作成したりすると、作業チーム ARN を受け取ります。動画フレームまたは
点群タスクタイプのラベル付けジョブを作成する場合は、Amazon Mechanical Turk ワークフォースは使
用できません。その他すべてのタスクタイプで、Mechanical Turk ワークフォースを使用するには、次
の ARN を使用します。region を、ラベル付けジョブの作成に使用している AWS のリージョンに置き
換えます。
arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default
Amazon Mechanical Turk ワークフォースを使用する場合は、InputConfig の DataAttributes にあ
る ContentClassifiers パラメータを使用して、コンテンツに個人を特定できる情報やアダルトコン
テンツが含まれていないことを宣言します。
Ground Truth では、Mechanical Turk ワークフォースを使用する場合に、入力データ
に個人を特定できる情報 (PII) を含めることはできません。Mechanical Turk を使用
し、FreeOfPersonallyIdentifiableInformation フラグを使用して入力データに PII がないこと
を指定しない場合、ラベル付けジョブは失敗します。を使用するFreeOfAdultContentフラグを付け
て、入力データにアダルトコンテンツが含まれていないことを宣言します。SageMaker アダルトコンテ
ンツが含まれている場合、Amazon Mechanical Turk ワーカーがタスクを表示できる、制限される場合が
あります。
ワークチームとワークフォースの詳細については、「ワークフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照し
てください。
• Mechanical Turk ワークフォースを使用する場合は、PublicWorkforceTaskPrice で 1 つのタスクを
実行するためにワーカーに支払う価格を指定する必要があります。
• タスクを設定するには、TaskDescription と TaskTitle を使用して、それぞれにタスクの説明とタ
イトルを指定する必要があります。必要に応じ、ワーカーが個々のタスクで作業しなければならない時
間 (TaskTimeLimitInSeconds) と、ワーカーポータルに残っていて、ワーカーが作業できるタスクの
時間 (TaskAvailabilityLifetimeInSeconds)を制御する時間制限を指定できます。
• (オプション) 一部のタスクタイプでは、NumberOfHumanWorkersPerDataObject パラメータに 1 よ
り大きい数値を入力することによって、1 つのデータオブジェクトに複数のワーカーがラベルを付ける
ことができます。注釈統合の詳細については、「注釈統合 (p. 533)」を参照してください。
• （オプション）自動データラベリングジョブを作成するには、に示されているいずれかの ARN
を指定します。LabelingJobAlgorithmSpecificationArnにLabelingJobAlgorithmsConfig。
この ARN は、自動データラベリングジョブで使用されるアルゴリズムを特定します。こ
の ARN に関連付けられているタスクタイプは、指定した PreHumanTaskLambdaArn と
AnnotationConsolidationLambdaArn に一致する必要があります。自動データラベリングは、イ
メージの分類、境界ボックス、セマンティックセグメンテーション、テキスト分類のタスクタイプでサ
ポートされています。自動データラベリングに許容される最小のオブジェクト数は 1,250 ですが、少な
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くとも 5,000 個のオブジェクトを指定することを強くお勧めします。自動データラベリングジョブの詳
細については、「データのラベル付けの自動化 (p. 535)」を参照してください。
• （オプション）条件を満たす場合、ラベル付けジョブを停止する StoppingConditions を指定できま
す。停止条件を使用して、ラベル付けジョブのコストを制御できます。

例
次のコード例では、CreateLabelingJob を使用してラベル付けジョブを作成する方法を示します。その
他の例については、次のいずれかを使用することをお勧めしますGround Truth のラベル付け木星のノート
ブック SageMakera の例セクション SageMaker ノートブックインスタンス。ノートブックの例を使用す
る方法については、 SageMaker 例については、を参照してくださいサンプルノートブック (p. 208)。これ
らのノートブックの例は、 GitHub ()SageMaker サンプルリポジトリ。
AWS SDK for Python (Boto3)
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンで、プライベートワークフォースを使用して組み込み
タスクタイプのラベル付けジョブを作成する AWSPython SDK (Boto3) リクエストの例です。######
###を、ラベル付けジョブのリソースと仕様に置き換えます。
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName="example-labeling-job",
LabelAttributeName="label",
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
"FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent",
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': "s3://bucket/path/file-to-store-output-data",
'KmsKeyId': "string"
},
RoleArn="arn:aws:iam::*:role/*",
LabelCategoryConfigS3Uri="s3://bucket/path/label-categories.json",
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': "arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*",
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
},
'PreHumanTaskLambdaArn': "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-tasktype",
'TaskKeywords': [
"Images",
"Classification",
"Multi-label"
],
'TaskTitle': "Multi-label image classification task",
'TaskDescription': "Select all labels that apply to the images shown",
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1,
'TaskTimeLimitInSeconds': 3600,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 21600,
'MaxConcurrentTaskCount': 1000,
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'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-"
},
Tags=[
{
'Key': "string",
'Value': "string"
},
]
)

AWS CLI
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンで、Amazon Mechanical Turk ワークフォースを使用
して組み込みタスクタイプのラベル付けジョブを作成する AWS CLI リクエストの例です。詳細につ
いては、AWS CLI コマンドリファレンスの start-human-loop を参照してください。#########を、
ラベル付けジョブのリソースと仕様に置き換えます。
$ aws --region us-east-1 sagemaker create-labeling-job \
--labeling-job-name "example-labeling-job" \
--label-attribute-name "label" \
--role-arn "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" \
--input-config '{
"DataAttributes": {
"ContentClassifiers": [
"FreeOfPersonallyIdentifiableInformation",
"FreeOfAdultContent"
]
},
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"ManifestS3Uri": "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
}
}
}' \
--output-config '{
"KmsKeyId": "",
"S3OutputPath": "s3://bucket/path/file-to-store-output-data"
}' \
--human-task-config '{
"AnnotationConsolidationConfig": {
"AnnotationConsolidationLambdaArn": "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-"
},
"TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 21600,
"TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
"NumberOfHumanWorkersPerDataObject": 1,
"PreHumanTaskLambdaArn": "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-tasktype",
"WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:workteam/public-crowd/
default",
"PublicWorkforceTaskPrice": {
"AmountInUsd": {
"Dollars": 0,
"TenthFractionsOfACent": 6,
"Cents": 3
}
},
"TaskDescription": "Select all labels that apply to the images shown",
"MaxConcurrentTaskCount": 1000,
"TaskTitle": "Multi-label image classification task",,
"TaskKeywords": [
"Images",
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"Classification",
"Multi-label"

}'

],
"UiConfig": {
"UiTemplateS3Uri": "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
}

このオペレーションの詳細については、「CreateLabelingJob」を参照してください。他の言語固有の
SDK を使用する方法については、CreateLabelingJobs トピックの「以下の資料も参照してください」
を参照してください。

ストリーミングラベル付けジョブを作成する
ストリーミングラベル付けジョブを使用すると、継続的に実行されているストリーミングラベル付けジョ
ブに、個々のデータオブジェクトをリアルタイムで送信できます。ストリーミングラベル付けジョブを
作成するには、Amazon SNS の入力トピックを作成し、SnsDataSource の CreateLabelingJobパラ
メータInputConfigでこのトピックを指定する必要があります。ラベルデータをリアルタイムで受信する
場合、必要に応じて、Amazon SNS 出力トピックも作成し、OutputConfig でそれを指定できます。

Important
Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブを初めて使用する場合は、ストリーミングラベル
付けジョブを作成する前に「Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブ (p. 469)」を確認
することをお勧めします。
次のセクションを使用して、ストリーミングラベル付けジョブの作成に必要かつ使用できるリソースを作
成します。
• Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブに必要なアクセス許可を持つ SNS トピックを作成す
る方法については、「Amazon SNS の入出力トピックを作成する (p. 445)」の手順に従ってくださ
い。SNS トピックは、ラベル付けジョブと同じ、AWS リージョンで作成する必要があります。
• ラベル付けタスクが完了するたびに、指定されたエンドポイントでラベル付けタスクの出力データを受
信するようにエンドポイントを設定する方法については、「エンドポイントを Amazon SNS 出力トピッ
クにサブスクライブする (p. 447)」を参照してください。
• Amazon SNS 入力トピックに通知を送信するように Amazon S3 バケットを設定する方法については、
「Amazon S3 バケットイベント通知を設定する (p. 447)」を参照してください。
• 必要に応じて、ラベル付けジョブが開始されたらすぐに、ラベル付けするデータオブジェクトを
入力マニフェストに追加します。詳細については、「マニフェストファイルを作成する (オプショ
ン) (p. 447)」を参照してください。
• IAM ロール、Amazon S3 バケット、ワーカータスクテンプレート、ラベルカテゴリなど、ラベル付け
ジョブを作成するために必要なその他のリソースがあります。これらは、ラベル付けジョブの作成に
関する Ground Truth のドキュメントで説明されています。詳細については、「ラベル付けジョブの作
成 (p. 433)」を参照してください。

Important
ラベル付けジョブを作成する際、IAM 実行ロールを指定する必要があります。をアタッチする
AWSマネージドポリシーAmazonSageMakerGroundTruthExecutionラベル付けジョブの実行に
必要なアクセス許可があることを確認します。
ストリーミングラベル付けジョブを作成するリクエストを送信すると、ラベル付けジョブの状態は
Initializing になります。ラベル付けジョブがアクティブになると、状態は InProgress に変わり
ます。ラベル付けジョブの状態が Initializing である間は、新しいデータオブジェクトをラベル付け
ジョブに送信したり、停止したりしないでください。状態が InProgress に変わったら、Amazon SNS
と Amazon S3 設定を使用して、新しいデータオブジェクトの送信を開始できます。
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トピック
• Amazon SNS の入出力トピックを作成する (p. 445)
• Amazon S3 バケットイベント通知を設定する (p. 447)
• マニフェストファイルを作成する (オプション) (p. 447)
• 例: 使用アイテム SageMaker ストリーミングラベル付けJob を作成する API (p. 447)
• ストリーミングラベル付けジョブを停止する (p. 449)

Amazon SNS の入出力トピックを作成する
ストリーミングラベル付けジョブを作成するには、Amazon SNS 入力を作成する必要があります。必要に
応じて、Amazon SNS 出力トピックを指定できます。
ストリーミングラベル付けジョブで使用する Amazon SNS トピックを作成するときは、トピッ
クの Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。ラベル付けジョブを作成するときの ARN
は、InputConfig と OutputConfig の SnsTopicArn パラメータの入力値になります。

入力トピックを作成する
入力トピックは、新しいデータオブジェクトを Ground Truth に送信する際に使用されます。入力トピック
の作成方法の詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの「Amazon SNS
トピックの作成」を参照してください。
入力トピック ARN を書き留め、それをInputConfig の CreateLabelingJobパラメータ
SnsTopicArn の入力として使用します。

出力トピックを作成する
出力トピックを指定すると、データオブジェクトがラベル付けされたときに通知を送信するために使用さ
れます。トピックを作成するときに、暗号化キーを追加するオプションがあります。このオプションを使
用して、AWS Key Management Service カスタマーマネージド型キーをトピックに追加し、ラベル付け
ジョブの出力データを出力トピックに発行する前に暗号化します。
出力トピックを作成するには、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの「Amazon SNS
トピックの作成」の手順に従います。
暗号化を追加する場合は、トピックに追加のアクセス許可をアタッチする必要があります。詳細について
は、「出力トピックに暗号化を追加する (オプション) (p. 445)」を参照してください。

Important
コンソールでトピックを作成するときに、カスタマーマネージド型キーを出力トピックに追加す
るために、(Default) alias/aws/sns オプションを使用しないでください。作成したカスタマーマ
ネージド型キーを選択します。
入力トピック ARN を書き留め、それをOutputConfig の CreateLabelingJobパラメータ
SnsTopicArn に使用します。

出力トピックに暗号化を追加する (オプション)
出力トピックに発行されたメッセージを暗号化するには、AWS KMS カスタマーマネージド型キーをト
ピックに提供する必要があります。次のポリシーを変更し、それをカスタマーマネージド型キーに追加し
て、出力トピックに公開する前に出力データを暗号化する許可を Ground Truth に付与します。
<account_id> をトピックの作成に使用しているアカウント ID に置き換えます。AWS アカウント ID を
確認する方法については、「AWS アカウント IDの検索」を参照してください。
{
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}

"Id": "key-console-policy",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::<account_id>:root"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::<account_id>:role/Admin"
},
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
"kms:Delete*",
"kms:TagResource",
"kms:UntagResource",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"
],
"Resource": "*"
}
]

さらに、次のポリシーを変更して、ラベル付けジョブの作成に使用する実行ロール (RoleArn の入力値)
に追加する必要があります。
<account_id> をトピックの作成に使用しているアカウント ID に置き換えます。<region> をラベル付
けジョブの作成に使用している AWSのリージョンに置き換えます。<key_id> を、カスタマーマネージ
ド型キー ID に置き換えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "sid1",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account_id>:key/<key_id>"
}
]

キーの作成と保護の詳細については、 AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「キーの作
成」と「キーポリシーの使用」を参照してください。
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エンドポイントを Amazon SNS 出力トピックにサブスクライブする
ワーカーが Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブからラベル付けジョブタスクを完了する
と、Ground Truth は出力トピックを使用して、指定した 1 つ以上のエンドポイントに出力データを発行
します。ワーカーがラベル付けタスクを完了したときに通知を受け取るには、エンドポイントを Amazon
SNS 出力トピックにサブスクライブする必要があります。
エンドポイントを出力トピックに追加する方法の詳細については、Amazon Simple Notification Service デ
ベロッパーガイドの「Amazon SNS トピックへサブスクライブする」を参照してください。
これらのエンドポイントに発行される出力データ形式の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照
してください。

Important
Amazon SNS 出力トピックにエンドポイントをサブスクライブしない場合、新しいデータオブ
ジェクトがラベル付けされたときに通知は届きません。

Amazon S3 バケットイベント通知を設定する
Amazon S3 コンソール、API、言語固の AWS SDK または AWS Command Line Interface を使用
して、Amazon S3 バケットにイベント通知を追加できます。ラベル付けジョブを作成するとき
に、InputConfig の SnsTopicArnを使用して指定した同じ Amazon SNS 入力トピックに通知を送信
するには、このイベントを設定します。OutputConfig の S3OutputPath で指定したのと同じ Amazon
S3 の場所を使用してイベント通知を設定しないでください。そのように設定すると、不要なデータオブ
ジェクトが Ground Truth によってラベル付けのために処理される可能性があります。
Amazon SNS トピックに送信するイベントの種類はユーザーが決定します。オブジェクト作成イベントを
送信すると、Ground Truth がラベル付けジョブを作成します。
Amazon SNS 入力トピックに送信されるイベント構造は、イベントメッセージ構造と同じ構造を使用して
フォーマットされた JSON メッセージである必要があります。
Amazon S3 コンソールを使用して、Amazon S3 バケットのイベント通知を設定する方法の例について
は、AWSSDK for .NET およびAWSSDK for Java、このウォークスルーに従ってください。チュートリア
ル: 通知 (SNS トピックまたは SQS キュー) のバケットを設定するAmazon Simple Storage Service ユー
ザーガイドの

マニフェストファイルを作成する (オプション)
ストリーミングラベル付けジョブを作成する場合、CreateLabelingJob の ManifestS3Uri で指
定した入力マニフェストファイルにオブジェクト (イメージやテキストなど) を追加できる 1 回限りの
オプションがあります。ストリーミングラベル付けジョブが開始された場合、オブジェクトの総数が
MaxConcurrentTaskCount を超えると、これらのオブジェクトはワーカーに送信されるか Amazon
SQS キューに追加されます。ワーカーがラベル付けタスクを完了すると、結果は、ラベル付けジョブを作
成する際に指定した Amazon S3 パスに定期的に追加されます。出力データは、出力トピックをサブスク
ライブする任意のエンドポイントに送信されます。
ラベル付けする初期オブジェクトを提供する場合は、これらのオブジェクトを特定するマニフェストファ
イルを作成し、AmazonS3 に配置します。InputConfig 内の ManifestS3Uri で、このマニフェスト
ファイルの S3 URI を指定します。
マニフェストファイルのフォーマット方法については、「入力データ (p. 465)」を参照してください。を
使用するには SageMaker コンソールを使用してマニフェストファイルを自動的に生成します (3D 点群タ
スクタイプではサポートされません)。自動データ設定 (p. 467)。

例: 使用アイテム SageMaker ストリーミングラベル付けJob を作成する API
以下は、米国東部 (バージニア北部) リージョンで、組み込みタスクタイプのラベル付けジョブを開始する
のに使用できる AWSPython SDK (Boto3) リクエストの例です。以下の各パラメータの詳細については、
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「CreateLabelingJob」を参照してください。この API と関連する言語固有の SDK を使用してラベル
付けジョブを作成する方法については、「ラベル付けジョブを作成する (API)」を参照してください。
この例では、以下のパラメータに注意します。
• SnsDataSource- このパラメータは、InputConfig と OutputConfig に表示され、Amazon SNS ト
ピックの入力と出力をそれぞれ特定するために使用されます。ストリーミングラベル付けジョブを作成
するには、Amazon SNS 入力トピックを指定する必要があります。必要に応じて、Amazon SNS 出力ト
ピックも指定できます。
• S3DataSource - このパラメータはオプションです。ラベル付けジョブの開始と同時にラベル付けする
データオブジェクトの入力マニフェストファイルを含める場合は、このパラメータを使用します。
• StoppingConditions — ストリーミングラベル付けジョブを作成する場合、このパラメータは無視さ
れます。ストリーミングラベル付けジョブの停止の詳細については、「ストリーミングラベル付けジョ
ブを停止する (p. 449)」を参照してください。
• ストリーミングラベル付けジョブは、自動データラベリングをサポートしていませ
ん。LabelingJobAlgorithmsConfig パラメータは含めないでください。

response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName= 'example-labeling-job',
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
},
'SnsDataSource': {
'SnsTopicArn': 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:your-sns-input-topic'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string',
'SnsTopicArn': 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:your-sns-output-topic'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/custom-worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-tasktype',
'TaskKeywords': [
'Example key word',
],
'TaskTitle': 'Multi-label image classification task',
'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the images shown',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-tasktype'
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Tags=[
{

)

]

},

'Key': 'string',
'Value': 'string'

ストリーミングラベル付けジョブを停止する
オペレーションを使用して、ストリーミングラベル付けジョブを手動で停止できます。StopLabelingJob。
ラベル付けジョブが 10 日以上アイドル状態のままである場合は、Ground Truth によって自動的に停止
されます。このコンテキストでは、Amazon SNS 入力トピックにオブジェクトが送信されず、ラベル
付けを待機しているオブジェクトが Amazon SQS キューに残っていない場合、ラベル付けジョブはア
イドル状態であると見なされます。例えば、Amazon SNS 入力トピックにデータオブジェクトが供給
されておらず、ラベル付けジョブに供給されたすべてのオブジェクトが既にラベル付けされている場
合、GroundTruth はタイマーを開始します。タイマーの開始後、10 日以内にアイテムが受け取られない場
合、ラベル付けジョブは停止します。
この 10 日間の制限がビジネスユースケースで問題となる場合は、AWSサポートにお問い合わせくださ
い。
ラベル付けジョブが停止すると、Ground Truth はジョブリソースのラベル付けをクリーンアップする間、
そのステータスは STOPPING になり、Amazon SQS キューから Amazon SNS トピックのサブスクライブ
を解除します。このキューには未処理のデータオブジェクトが含まれている可能性があるため、Amazon
SQS が Ground Truth によって削除されることはありません。Amazon SQS で追加料金が発生しないよう
にするには、キューを手動で削除する必要があります。詳細については、「Amazon SQS の料金」を参照
してください。

ラベルカテゴリとフレーム属性を含むラベル付けカテゴリ設定
ファイルを作成する
Amazon を使用して 3D 点群または動画フレームのラベル付けジョブを作成する場合 SageMaker API オペ
レーションCreateLabelingJobでは、ラベルカテゴリ設定ファイルを使用して、ラベルとワーカー向け
指示書を指定します。必要に応じて、ラベルカテゴリ属性ファイルに以下を指定することもできます。
• 動画フレームと 3D 点群のオブジェクト追跡とオブジェクト検出タスクタイプのラベルカテゴリ属性を
指定できます。ワーカーは 1 つ以上の属性を使用して、そのオブジェクトに関する詳細情報を提供でき
ます。例えば、occluded 属性を使用して、オブジェクトが部分的に遮られたときをワーカーが識別でき
るようにすることができます。categoryAttributes パラメータを使用して 1 つのラベルにラベルカ
テゴリ属性を指定することも、categoryGlobalAttributes パラメータを使用してすべてのラベル
にラベルカテゴリ属性を指定することもできます。
• frameAttributes を使用して、動画フレームと 3D 点群のオブジェクト追跡とオブジェクト検出タス
クタイプのフレーム属性を提供できます。フレーム属性を作成すると、ワーカータスクの各フレームま
たは点群に表示されます。動画フレームラベル付けジョブでは、これらは、ワーカーが動画フレーム全
体に割り当てる属性です。3D 点群のラベル付けジョブでは、これらの属性は 1 つの点群に適用されま
す。フレーム属性を使用して、ワーカーが特定のフレームまたは点群内のシーンに関する詳細情報を提
供できるようにします。
• 動画フレームラベル付けジョブでは、ラベルカテゴリ設定ファイルを使用して、ワーカーに送信される
タスクタイプ (境界ボックス、ポリライン、ポリゴン、または特徴点) を指定します。
ワーカーによるラベルカテゴリ属性とフレーム属性の値の指定は、任意です。
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Important
auditLabelAttributeName でラベル属性名を指定する必要があるのは、ラベルを検証また
は調整するために監査ジョブを実行する場合のみです。このパラメータを使用して入力してく
ださいLabelAttributeName作業者に調整してもらいたい注釈を生成したラベリングジョブで使用
されます。コンソールでラベル付けジョブを作成するとき、ラベル属性名を指定しなかった場
合、[Name] (名前)お前の仕事は LabelAttributeName。
トピック
• ラベルカテゴリ設定ファイルスキーマ (p. 450)
• 例: 3D 点群ラベル付けジョブ用のラベルカテゴリ設定ファイル (p. 457)
• 例: 動画フレームラベル付けジョブ用のラベルカテゴリ設定ファイル (p. 461)
• ワーカー向け指示書の作成 (p. 464)

ラベルカテゴリ設定ファイルスキーマ
次の表に、ラベルカテゴリ設定ファイルに含めることができる要素と、含める必要がある要素を示しま
す。

Note
パラメータ annotationType は、動画フレームラベル付けジョブでのみサポートされていま
す。
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required]
(必須)

使用できる値

説明

frameAttributes

いいえ

JSON オブジェクトのリスト。

このパラメータを使用
して、ラベル付けジョ
ブ内のすべてのフレー
ムまたは 3D 点群に適用
されるフレーム属性を
作成します。
詳細については、この
セクションの 3 番目
の表を参照してくださ
い。

各 JSON オブジェクトの必須パラ
メータ:
name, type, description
type が "number" の場
合、minimum と maximum は必須で
す。
各 JSON オブジェクトの任意パラ
メータ:
enum, editsAllowed, isRequired
いいえ
categoryGlobalAttributes

JSON オブジェクトのリスト。
各 JSON オブジェクトの必須パラ
メータ:
name, type
type が "number" の場
合、minimum と maximum は必須で
す。
各 JSON オブジェクトの任意パラ
メータ:

450

このパラメータを使用
して、labels で指定し
たすべてのラベルに適
用されるラベルカテゴ
リ属性を作成します。
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セクションの 3 番目
の表を参照してくださ
い。
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required]
(必須)

使用できる値

説明

description, enum,
editsAllowed, isRequired
labels

はい

最大 30 個の JSON オブジェクトの
リスト
各 JSON オブジェクトの必須パラ
メータ:
label
各 JSON オブジェクトの任意パラ
メータ:
categoryAttributes,
editsAllowed

ラベルまたはクラスを
指定するには、この
パラメータを使用しま
す。クラスごとに 1 つ
ずつ label を追加しま
す。
ラベルカテゴリ属性
をラベルに追加する
には、そのラベルに
categoryAttributes
を追加します。
editsAllowed を使
用して、調整ラベル付
けジョブでラベルを編
集可能にするかどうか
を指定します。検証ラ
ベル付けジョブの場合
は、editsAllowed を
"none" に設定します。
詳細については、以下
のテーブルを参照して
ください。

annotationType（動
画フレームラベル付け
ジョブでのみサポートさ
れます）

いいえ

文字列
使用できるパラメータ:
BoundingBox, Polyline,
Polygon, Keypoint
デフォルト値:
BoundingBox

これを使用して、動
画フレームラベル付
けジョブのタスクタ
イプを指定します。
例えば、ポリゴン動
画フレームオブジェ
クト検出タスクで
は、Polygon を選択し
ます。
動画フレームラ
ベル付けジョブを
作成するときに
annotationType を指
定しない場合、Ground
Truth はデフォルトで
BoundingBox を使用し
ます。
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required]
(必須)

使用できる値

説明

instructions

いいえ

JSON オブジェクト
各 JSON オブジェクトの必須パラ
メータ:

このパラメータを使用
して、ワーカーがタ
スクを完了するための
ワーカー向け指示書を
追加します。ワーカー
向け指示書の詳細につ
いては、「ワーカー向
け指示書 (p. 361)」を
参照してください。

"shortInstruction",
"fullInstruction"

短い指示書は 255 文
字未満、長い指示書は
2,048 文字未満である必
要があります。
詳細については、
「ワーカー向け指示書
の作成 (p. 464)」を参
照してください。
調整と検証 文字列
auditLabelAttributeName
のタスクタ
イプで必須

と入力しま
す。LabelAttributeNameア
ノテーションを調整し
たいラベリングジョブ
で使用します。
このパラメータは、動
画フレームと 3D 点群の
オブジェクト検出、オ
ブジェクト追跡、また
は 3D 点群セマンティッ
クセグメンテーション
の調整ジョブを作成す
る場合にのみ使用しま
す。

次の表に、Labels のリスト作成に使用できるパラメータと使用すべきパラメータを示します。各パラ
メータは JSON オブジェクトに含める必要があります。
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

label

はい

文字列

ワーカーに表示される
ラベルカテゴリの名
前。各ラベルカテゴリ
名は一意である必要が
あります。

categoryAttributes

いいえ

JSON オブジェクトのリ このパラメータを使用
スト。
して、labels で指定す
る特定のラベルにラベ
各 JSON オブジェクト
ルカテゴリ属性を追加
の必須パラメータ:
します。
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

name, type

ラベルに 1 つ以上の
ラベルカテゴリ属性を
追加するには、その
label と同じ labels
JSON オブジェクトを
categoryAttributes
JSON オブジェクトに含
めます。
詳細については、以下
のテーブルを参照して
ください。

minimum が maximum
の場合、type と
"number" は必須で
す。
各 JSON オブジェクト
の任意パラメータ:
description, enum,
editsAllowed,
isRequired
editsAllowed

いいえ

文字列
サポートされる値:
"none": 修正は許可さ
れていません。
または
"any"(デフォルト): す
べての修正が許可され
ます。

ワーカーがラベルを編
集できるかどうかを指
定します。
動画フレームまたは
3D 点群の調整ラベル付
けジョブの場合、この
パラメータを labels
リストの 1 つ以上の
JSON オブジェクトに追
加して、ワーカーがラ
ベルを編集できるかど
うかを指定します。
3D 点群と動画フレー
ムの検証ラベル付け
ジョブの場合、このパ
ラメータを "none" の
値で labels リスト内
の各 JSON オブジェク
トに追加します。これ
により、すべてのラベ
ルが編集不可になりま
す。

次の表に、frameAttributes を使用してフレーム属性を作成し、categoryGlobalAttributes と
categoryAttributes パラメータを使用してラベルカテゴリ属性を作成するために使用できるパラメー
タと使用する必要のあるパラメータを示します。
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

name

はい

文字列

このパラメータを使用
して、ラベルカテゴリ
属性またはフレーム属
性に名前を割り当てま
す。これは、ワーカー
に表示される属性名で
す。
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)
ラベルカテゴリ設定
ファイル内のラベルカ
テゴリ属性名は、それ
ぞれ一意である必要が
あります。グローバル
ラベルカテゴリ属性と
ラベル固有のラベルカ
テゴリ属性には、同じ
名前を付けることはで
きません。

type

はい

文字列
必須の値:
"string" または
"number"

このパラメータを使用
して、ラベルカテゴリ
またはフレームの属性
タイプを定義します。
type に "string" を
指定し、この属性に
enum の値を指定する
と、ワーカーは指定し
た選択肢の 1 つから選
択できるようになりま
す。
"string" に type を
指定し、この属性に
enum の値を指定しな
い場合、ワーカーはフ
リーフォームテキスト
を入力できます。
type に number を指定
する場合、ワーカーは
指定された minimum か
ら maximum の間の数字
を入力できます。
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

enum

いいえ

文字列のリスト

このパラメータを使用
して、ワーカーがこ
のラベルカテゴリまた
はフレーム属性に対し
て選択できるオプショ
ンを定義します。ワー
カーは、enum で指定
された 1 つの値を選
択できます。例えば、
[["foo", "buzz",
"bar"]を enum に指
定する場合、ワーカー
は foo、buzz、または
bar から、いずれかを
選択できます。
enum リストを使用
するには、type に
"string" を指定する
必要があります。

description

frameAttributes: は
い

文字列

categoryAttributesま
た
はcategoryGlobalAttributes:
いいえ

このパラメータを使用
して、ラベルカテゴリ
またはフレーム属性の
説明を追加します。こ
のフィールドを使用し
て、ワーカーに属性に
関する詳細情報を提供
できます。
このフィールドは、フ
レーム属性でのみ必須
です。

minimum および
maximum

属性 type が
"number" の場合は必
須です。

整数

これらのパラメータを
使用して、ワーカーが
数値ラベルカテゴリ属
性またはフレーム属性
に入力できる最小値と
最大値を指定します。
minimum と maximum
を使用するには、type
に "number" を指定す
る必要があります。
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

editsAllowed

いいえ

文字列

ワーカーがラベルカテ
ゴリまたはフレーム属
性を編集できるかどう
かを指定します。

必須の値:
"none": 修正は許可さ
れていません。
または
"any"(デフォルト): す
べての修正が許可され
ます。

isRequired

いいえ

ブール値

動画フレームまたは
3D 点群の調整と検証の
ラベル付けジョブの場
合は、このパラメータ
をラベルカテゴリとフ
レーム属性の JSON オ
ブジェクトに追加し
て、ワーカーが属性を
編集できるかどうかを
指定します。
作業者が属性に注釈を
付ける必要があるかど
うかを指定します。す
べての必須属性に注釈
が付けられるまで、作
業者はジョブを送信で
きません。

ラベルとラベルカテゴリの属性クォータ
クラスごとに最大 10 個のラベルカテゴリ属性を指定できます。この 10 属性クォータには、グローバルラ
ベルカテゴリ属性が含まれます。例えば、4 つのグローバルラベルカテゴリ属性を作成し、3 つのラベル
カテゴリ属性をラベル X に割り当てると 、そのラベルには合計 4+3=7 のラベルカテゴリ属性が割り当て
られます。すべてのラベルカテゴリおよびラベルカテゴリ属性の制限については、次の表を参照してくだ
さい。
タイプ

分

Max

ラベル (Labels)

1

30

ラベル名の文字数クォータ

1

16

ラベルごとのラベルカテゴリ属
性 (categoryAttributes と
categoryGlobalAttributes
の合計)

0

10

ラベルごとのフリーフォームテ
キスト入力ラベルカテゴリ属
性 (categoryAttributes と
categoryGlobalAttributes
の合計)。

0

5

フレーム属性

0

10

frameAttributes のフリー
フォームテキスト入力属性。

0

5
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タイプ

分

Max

属性名の文字数クォータ (name)

1

16

属性説明の文字数クォータ
(description)

0

128

属性タイプの文字数クォータ
(type)

1

16

enum リストで string 属性に許
可されている値

1

10

enum リスト内の値の文字クォー
タ

1

16

フリーフォームテキストのフ
リーフォームテキスト応答の最
大文字数 frameAttributes

0

1000

フリーフォームテキス
トのフリーフォームテキ
スト応答の最大文字数
categoryAttributes と
categoryGlobalAttributes

0

80

例: 3D 点群ラベル付けジョブ用のラベルカテゴリ設定ファイル
次の表にあるタブを選択して、オブジェクト検出、オブジェクト追跡、セマンティックセグメンテーショ
ン、調整、検証ラベル付けジョブの 3D 点群ラベルカテゴリ設定ファイルの例を表示します。
3D Point Cloud Object Tracking and Object Detection
以下は、3D 点群オブジェクト検出またはオブジェクト追跡のラベル付けジョブのラベルカテゴリ属
性を含むラベルカテゴリ設定ファイルの例です。この例には、ラベル付けジョブに送信されたすべて
の点群に追加される 2 つのフレーム属性が含まれています。Car ラベルには 4 つのラベルカテゴリ属
性、X、Y、Z、グローバル属性の W が含まれます。
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"],
"isRequired":true
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buzz", "biz"]
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}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number",
},
{
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum":["y1", "y2"]
},
{
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
}
]
},
{
"label": "Pedestrian",
"categoryAttributes": [...]
}
],
"instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html
markup>"}

}

3D Point Cloud Semantic Segmentation
以下は、3D 点群セマンティックセグメンテーションのラベル付けジョブのラベルカテゴリ構成ファイ
ルの例です。
ラベルカテゴリ属性は、3D 点群セマンティックセグメンテーションタスクタイプについてサポートさ
れていません。フレーム属性がサポートされています。セマンティックセグメンテーションラベル付
けジョブにラベルカテゴリ属性を指定した場合、それらは無視されます。
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"labels": [
{
"label": "Car",
},
{
"label": "Pedestrian",
},
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{
}

"label": "Cyclist",

],
"instructions": {"shortInstruction":"Select the appropriate label and
paint all objects in the point cloud that it applies to the same color",
"fullInstruction":"<html markup>"}

}

次の表にあるタブを選択して、3D 点群の検証または調整ラベル付けジョブのラベルカテゴリ設定ファイル
の例を表示します。
3D Point Cloud Adjustment
次に、3D 点群オブジェクト検出またはオブジェクト追跡調整ラベル付けジョブのラベル付けジョブの
ラベルカテゴリ設定ファイルの例を示します。3D 点群セマンティックセグメンテーション調整ラベル
付けジョブの場合、categoryGlobalAttributes と categoryAttributes はサポートされてい
ません。
auditLabelAttributeName を含めて、調整ラベル付けジョブの作成に使用する、以前のラベル付
けジョブのラベル属性名を指定する必要があります。必要に応じて、editsAllowed パラメータを使
用して、ラベルまたはフレーム属性を編集できるかどうかを指定できます。
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"editsAllowed":"none",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"editsAllowed":"any",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buzz", "biz"]
}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"editsAllowed":"any",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number"
},
{
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum":["y1", "y2"],
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},
{

},
{

]

}

"editsAllowed":"any"
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
"editsAllowed":"none"

"label": "Pedestrian",
"categoryAttributes": [...]

}
],
"instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html
markup>"},
// include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs
"auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"

}

3D Point Cloud Verification
次に、3D 点群オブジェクト検出またはオブジェクト追跡検証のラベル付けジョブに使用するラベルカ
テゴリ設定ファイルの例を示します。3D 点群セマンティックセグメンテーション検証ラベル付けジョ
ブの場合、categoryGlobalAttributes と categoryAttributes はサポートされていません。
auditLabelAttributeName を含めて、検証ラベル付けジョブの作成に使用する、以前のラベル付
けジョブのラベル属性名を指定する必要があります。さらに、editsAllowed パラメータを使用し
て、ラベルを編集できないように指定します。
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"editsAllowed":"any",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"editsAllowed":"any",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"editsAllowed":"none",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buzz", "biz"]
}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"editsAllowed":"none",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
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},
{

},
{

},
{

]

}

"description":"enter a number",
"type":"number",
"editsAllowed":"none"
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum":["y1", "y2"],
"editsAllowed":"any"
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
"editsAllowed":"none"

"label": "Pedestrian",
"editsAllowed":"none",
"categoryAttributes": [...]

}
],
"instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html
markup>"},
// include auditLabelAttributeName for label verification jobs
"auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"

}

例: 動画フレームラベル付けジョブ用のラベルカテゴリ設定ファイル
使用するワーカーとタスクタイプで使用できる注釈ツールは、annotationType に指定した値によって
異なります。例えば、ワーカーが特徴点を使用して、複数のフレームにわたって特定のオブジェクトの
ポーズの変化を追跡できるようにするには、annotationType に Keypoint を指定します。注釈タイプ
を指定しない場合、デフォルトでは BoundingBox が使用されます。
次に、ラベルカテゴリ属性を持つ動画フレームの特徴点ラベルカテゴリ設定ファイルの例を示します。こ
の例では、ラベル付けジョブに送信されるすべてのフレームに追加される 2 つのフレーム属性が含まれて
います。Car ラベルには 4 つのラベルカテゴリ属性、X、Y、Z、グローバル属性の W が含まれます。
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
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}

"enum": ["foo", "buz", "buz2"]

],
"labels": [
{
"label": "Car",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number",
},
{
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum": ["y1", "y2"]
},
{
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
}
]
},
{
"label": "Pedestrian",
"categoryAttributes": [...]
}
],
"annotationType":"Keypoint",
"instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here",
"fullInstruction":"<html markup>"}

}

次の表からタブを選択して、動画フレーム調整および検証ラベル付けジョブのラベルカテゴリ設定ファイ
ルの例を表示します。
Video Frame Adjustment
次に、動画フレーム調整のラベル付けジョブに使用できるラベルカテゴリ設定ファイルの例を示しま
す。
auditLabelAttributeName を含めて、検証ラベル付けジョブの作成に使用する、以前のラベル付
けジョブのラベル属性名を指定する必要があります。必要に応じて、editsAllowed パラメータを使
用し、ラベル、ラベルカテゴリ属性、またはフレーム属性を編集できるかどうかを指定します。
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"editsAllowed":"none",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
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{

"name":"W",
"editsAllowed":"any",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buz", "buz2"]

}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"editsAllowed":"any",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number",
"editsAllowed":"any"
},
{
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum": ["y1", "y2"],
"editsAllowed":"any"
},
{
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
"editsAllowed":"none"
}
]
},
{
"label": "Pedestrian",
"editsAllowed":"none",
"categoryAttributes": [...]
}
],
"annotationType":"Keypoint",
"instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here",
"fullInstruction":"<html markup>"},
// include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs
"auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"

}

Video Frame Verification
次に、動画フレームラベル付けジョブのラベルカテゴリ設定ファイルの例を示します。
auditLabelAttributeName を含めて、検証ラベル付けジョブの作成に使用する、以前のラベル付
けジョブのラベル属性名を指定する必要があります。さらに、editsAllowed パラメータを使用し
て、ラベルを編集できないように指定します。
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"editsAllowed":"none",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},

463

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
ラベル付けジョブの作成
{

"name":"select one",
"editsAllowed":"any",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]

},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"editsAllowed":"none",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buz", "buz2"]
}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"editsAllowed":"none",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number",
"editsAllowed":"any"
},
{
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum": ["y1", "y2"],
"editsAllowed":"any"
},
{
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
"editsAllowed":"none"
}
]
},
{
"label": "Pedestrian",
"editsAllowed":"none",
"categoryAttributes": [...]
}
],
"annotationType":"Keypoint",
"instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here",
"fullInstruction":"<html markup>"},
// include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs
"auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"

}

ワーカー向け指示書の作成
ラベル付けジョブのカスタム指示書を作成して、タスクの完了におけるワーカーの精度を向上します。
ワーカーがワーカー UI で [指示書] メニューオプションを選択すると、指示書にアクセスできます。短い
指示書は 255 文字未満、長い指示書は 2,048 文字未満である必要があります。
指示書は次の 2 種類あります。
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• 短い指示書 - これらの指示書は、ワーカーの UI メニューで [指示書] を選択すると、作業に対して表示さ
れます。これらは、オブジェクトにラベル付けする適切な方法をワーカーに表示するため、簡単に参照
できるようにする必要があります。
• 詳細な指示書 - これらの指示書は、ワーカーがポップアップウィンドウの指示書で [詳しい指示書] を選
択すると表示されます。オブジェクトにラベルを付ける際のエッジケースやその他の難しい状況を示す
複数の例を含めた、タスク完了のための詳細な指示書を提供することをお勧めします。
3D 点群と動画フレームのラベル付けジョブでは、ワーカー向け指示書をラベルカテゴリ設定ファイルに追
加できます。単一の文字列を使用して指示書を作成することも、HTML マークアップを追加して指示書の
外観をカスタマイズしたり、画像を追加したりすることもできます。指示書に含める画像はすべて公開さ
れているものであることを確認してください。また、Amazon S3 に指示書がある場合、ワーカーが閲覧で
きるように読み取りアクセス権を持っていることを確認してください。

入力データと出力データを使用する
Amazon に提供する入力データ SageMaker Ground Truth をワーカーに送信してラベル付けします。ワー
カーに送信するデータを選択するには、ラベル付けが必要なすべてのデータを定義する 1 つのマニフェス
トファイルを作成するか、入力データオブジェクトを進行中のストリーミングラベル付けジョブに送信し
てリアルタイムでラベル付けします。
出力データは、ラベル付けジョブの結果です。出力データファイル、または拡張マニフェストファイルに
は、ラベル付けジョブに送信する各オブジェクトのラベルデータと、データオブジェクトに割り当てられ
たラベルに関するメタデータが含まれます。
イメージ分類 (単一ラベルとマルチラベル)、テキスト分類 (単一ラベルとマルチラベル)、オブジェクト検
出、オブジェクト検出、オブジェクト検出、オブジェクト検出、オブジェクト検出、オブジェクト検出、
タスクタイプに組み込まれたセマンティックセグメンテーションを使用してラベル付けジョブを起動でき
ます。 SageMaker トレーニングジョブ。拡張マニフェストを使用して、Amazon でオブジェクト検出機
械学習モデルをトレーニングする方法のデモンストレーションメンテーションのデモンストレーションモ
ンストレーションメンテーションのデモンストレーションモンストレーション SageMaker、「」を参照し
てくださいobject_detection_augmented_manifest_training.ipynb。詳細については、「拡張マニフェスト
ファイルを使用してトレーニングジョブにデータセットメタデータを提供する (p. 2527)」を参照してくだ
さい。
トピック
• 入力データ (p. 465)
• 3D 点群の入力データ (p. 478)
• 動画フレーム入力データ (p. 502)
• 出力データ (p. 508)

入力データ
入力データは、ワークフォースに送信してラベル付けされるデータオブジェクトです。ラベル付けのため
にデータオブジェクトをGround Truth に送信する方法には、次の 2 つがあります。
• 入力マニフェストファイルを使用して、ラベル付けが必要なデータオブジェクトのリストを送信する。
• 個々のデータオブジェクトを、永続的に実行されているストリーミングラベル付けジョブにリアルタイ
ムで送信する。
一度だけラベル付けする必要があるデータセットがあり、継続的なラベル付けジョブを必要としない場合
は、入力マニフェストファイルを使用して標準のラベル付けジョブを作成します。
開始後に新しいデータオブジェクトをラベル付けジョブに定期的に送信する場合は、ストリーミングラベ
ル付けジョブを作成します。ストリーミングラベル付けジョブを作成する場合、必要に応じて、入力マニ
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フェストファイルを使用し、ジョブの開始時にすぐにラベル付けするデータのグループを指定できます。
新しいデータオブジェクトは、アクティブである限り、ストリーミングラベル付けジョブに継続的に送信
できます。

Note
ストリーミングラベル付けジョブは、 SageMaker API。を使用してストリーミングラベル付け
ジョブを作成することはできません SageMaker コンソール。
次のタスクタイプには、特別な入力データの要件とオプションがあります。
• 3D 点群ラベル付けジョブ入力データ要件については、「3D 点群の入力データ (p. 478)」を参照して
ください。
• 動画フレームラベル付けジョブの入力データ要件については、「動画フレーム入力データ (p. 502)」を
参照してください。
トピック
• 入力マニフェストファイルを使用する (p. 466)
• 自動データ設定 (p. 467)
• サポートされている日付書式 (p. 468)
• Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブ (p. 469)
• 入力データのクォータ (p. 474)
• ラベル付けするデータをフィルター処理して選択する (p. 477)

入力マニフェストファイルを使用する
入力マニフェストファイルの各行は、ラベル付けするオブジェクトまたはオブジェクトへの参照を含むエ
ントリです。エントリには、以前のジョブのラベルや、一部のタスクタイプの追加情報を含めることもで
きます。
入力データとマニフェストファイルは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存する必要が
あります。それぞれに、以下のような特定のストレージおよびアクセス要件があります。
• 入力データを含む Amazon S3 バケットは、同じものでなければなりませんAWSAmazon を運営してい
る地域 SageMaker Ground Truth アマゾンに渡さなければなりません SageMaker Amazon S3 バケット
に保存されたデータにアクセスして、そのデータを読み取ることができるようにする。Amazon S3 バ
ケットの詳細については、「Amazon S3 バケットの使用」を参照してください。
• マニフェストファイルはデータファイルと同じ AWS リージョンにある必要がありますが、データ
ファイルと同じ場所にある必要はありません。そのファイルは、ラベル付けジョブを作成したときに
Ground Truth に割り当てた AWS Identity and Access Management (IAM) ロールにアクセス可能な任意
の Amazon S3 バケットに保存できます。

Note
3D 点群と動画フレームタスクタイプでは、入力マニフェストの要件と属性が異なります。
3D 点群タスクタイプについては、「3D 点群のラベル付けジョブの入力マニフェストファイルの
作成 (p. 480)」を参照してください。
動画フレームタスクタイプについては、「動画フレームの入力マニフェストファイルを作成す
る (p. 507)」を参照してください。
マニフェストは UTF-8 でエンコードされたファイルであり、その各行は完全かつ有効な JSON オブジェ
クトです。各行は、標準の改行 \n や \r\n で区切られています。各行は有効な JSON オブジェクトにする
必要があるため、エスケープされない改行文字を使用することはできません。データ形式の詳細について
は、JSON Lines を参照してください。
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マニフェストファイル内の各 JSON オブジェクトは 100,000 文字を超えることはできません。オブジェク
ト内のいずれの属性も 20,000 文字を超えることはできません。属性名は $ (ドル記号) で始めることはで
きません。
マニフェストファイルの各 JSON オブジェクトには、source-ref または source キーのいずれかが含
まれている必要があります。キーの値は、次のように解釈されます。
• source-ref - オブジェクトのソースは、値に指定された Amazon S3 オブジェクトです。オブジェクト
がイメージなどのバイナリオブジェクトである場合、この値を使用します。
• source - オブジェクトのソースが値です。オブジェクトがテキスト値の場合は、この値を使用します。

Amazon S3 バケットに保存されたファイルのマニフェストファイルの例を次に示します。
{"source-ref": "S3 bucket location 1"}
{"source-ref": "S3 bucket location 2"}
...
{"source-ref": "S3 bucket location n"}

境界ボックス、イメージ分類 (単一ラベルと複数ラベル)、セマンティックセグメンテーション、動画分類
用の動画クリップのラベル付けジョブ用のイメージファイルには、source-ref キーを使用します。3D
点群と動画フレームのラベル付けジョブも source-ref キーを使用しますが、これらのラベル付けジョ
ブには、入力マニフェストファイル内の追加情報が必要です。詳細については、「3D 点群の入力デー
タ (p. 478)」と「動画フレーム入力データ (p. 502)」を参照してください。
マニフェストファイルと、マニフェストに保存された入力データの例を次に示します。
{"source": "Lorem ipsum dolor sit amet"}
{"source": "consectetur adipiscing elit"}
...
{"source": "mollit anim id est laborum"}

単一ラベルと複数ラベルのテキスト分類と固有表現認識ラベル付けジョブには、source キーを使用しま
す。
他のキーと値のペアをマニフェストファイルに含めることができます。これらのペアは変更されずに出力
ファイルに渡されます。これは、アプリケーション間で情報を渡す場合に便利です。詳細については、
「出力データ (p. 508)」を参照してください。

自動データ設定
自動データ設定を使用して、ビデオ、動画フレーム、テキスト (.txt) ファイル、Amazon S3 に保存されて
いるカンマ区切り値 (.csv) ファイルを使い、Ground Truth コンソールでラベル付けジョブのマニフェスト
ファイルを作成できます。自動データセットアップを使用する場合は、入力データを格納する Amazon S3
の場所と入力データタイプを指定できます。また、Ground Truth は、指定した場所でそのタイプに一致す
るファイルを検索します。

Note
Ground Truthは、入力データにアクセスしたり、指定した Amazon S3 の場所に入力マニフェスト
ファイルを書き込んだりするために、AWS KMS キーを使用することはありません。ラベル付け
ジョブを作成する IAM ユーザーまたはロールには、Amazon S3 の入力データオブジェクトにア
クセスするためのアクセス許可が必要です。
以下の手順を使用する前に、入力イメージまたはファイルが正しく書式設定されていることを確認しま
す。
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• イメージファイル - イメージファイルは、入力ファイルのサイズクォータ (p. 474) にある表に示して
いるサイズと解像度の制限に準拠する必要があります。
• テキストファイル - テキストデータは 1 つ以上の .txt ファイルに保存できます。ラベル付けする各項目
は標準の改行で区切る必要があります。
• CSV ファイル - テキストデータは 1 つ以上の .csv ファイルに保存できます。ラベル付けする各項目は
個別の行にある必要があります。
• 動画 — 動画ファイルには、.mp4、.ogg、.webm のいずれかの形式を使用できます。オブジェクト検出
またはオブジェクト追跡用に動画ファイルから動画フレームを抽出する場合は、「動画ファイルを提供
する (p. 504)」を参照してください。
• 動画フレーム - 動画フレームは、動画から抽出された画像です。1 つの動画から抽出されたすべての画
像は、動画フレームのシーケンスと呼ばれます。動画フレームの各シーケンスには、Amazon S3 で一意
のプレフィックスキーが必要です。動画フレームを提供する (p. 503) を参照してください。このデー
タ型については、「動画フレーム入力データの自動設定 (p. 505)」を参照してください。

Important
動画フレームオブジェクトの検出と動画フレームオブジェクトの追跡ラベル付けジョブでの、自
動データ設定の使用方法については、「動画フレーム入力データの自動設定 (p. 505)」を参照し
てください。
次の手順に従って、Ground Truth との入力データセット接続を自動的に設定します。

Amazon S3 のデータを Ground Truth と自動的に接続します。
1.

に移動しますラベル付けジョブの作成アマゾンのページ SageMakerコンソールhttps://
console.aws.amazon.com/sagemaker/。
このリンクを使用すると、ノースバージニア (us-east-1)の AWS リージョン に移動します。入力デー
タが別のリージョンの Amazon S3 バケットにある場合は、そのリージョンに切り替えます。AWS
リージョンを変更するには、ナビゲーションバーで、現在表示されているリージョン名を選択しま
す。

2.
3.
4.
5.

[Create labeling job] (ラベル付けジョブを作成する) を選択します 。
[Job name] (ジョブ名) を入力します。
[Input data setup] (入力データの設定) セクションで、[Automated data setup] (自動データ設定) を選択
します。
入力データセットの S3 の場所の Amazon S3 URI を入力します。

6.
7.

出力データセットの S3 の場所を指定します。これが、データが保存される場所です。
ドロップダウンリストを使用して、[Data type] (データ型)を選択します。

8.

[IAM Role] (IAM ロール) のドロップダウンメニューを使用して、実行ロールを選択します。[Create a
new role] (新規ロールを作成) を選択する場合は、このロールにアクセス許可を付与する Amazon S3
バケットを指定します。このロールには、ステップ 5 と 6 で指定した S3 バケットへのアクセス許可
が必要です。
[Complete data setup] (完全なデータセットアップ) を選択します。

9.

次の GIF は、イメージデータの自動データ設定の使用方法を示しています。この例では、Amazon S3 バ
ケット example-groundtruth-images に dataset-YYMMDDTHHMMSS.manifest ファイルが作成さ
れ、YYMMDDTHHmmSS は入力マニフェストファイルが作成された年 (YY)、月 (MM)、日 (DD)、時刻 (HH)、
分 (mm)、秒 (ss) を示します。

サポートされている日付書式
組み込みタスクタイプの入力マニフェストファイルを手動で作成する場合、入力データは、それぞれの入
力データ型に対応する、次のいずれかのサポートファイル形式である必要があります。自動データ設定の
詳細については、「自動データ設定 (p. 467)」を参照してください。
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Tip
自動データ設定を使用する場合、追加のデータ形式を使用して、動画フレームとテキストベース
のタスクタイプの入力マニフェストファイルを生成できます。
タスクタイプ

入力データ型

サポート形式

入力マニフェスト行の
例

境界ボックス、セマン
ティックセグメンテー
ション、イメージ分類
（単一ラベルとマルチ
ラベル）、ラベルの検
証と調整

[Image] (イメージ)

.jpg、.jpeg、.png

固有表現認識、テキス
ト分類 (単一ラベルとマ
ルチラベル)

[Text] (テキスト)

生テキスト

動画分類

動画クリップ

.mp4、.ogg、.webm

動画フレームオブジェ
クト検出、動画フレー
ムオブジェクト追跡
(バウンディングボック
ス、ポリライン、ポリ
ゴン、または特徴点)

動画フレームと動画フ
レームシーケンスファ
イル (オブジェクト追跡
用)

動画フレー
「動画フレームの入力
ム: .jpg、.jpeg、.jpeg、.jpeg
マニフェストファイル
を作成する (p. 507)」
シーケンスファイ
を参照してください。
ル: .json

3D 点群セマンティック
セグメンテーション, 3D
点群オブジェクト検出,
3D 点群オブジェクト追
跡

点群と点群シーケンス
ファイル (オブジェクト
追跡用)

ポイントクラウド: バ
イナリパック形式と
ASCII。詳細について
は、「」を参照して
ください。使用でき
る 3D の raw データ形
式 (p. 478)。

{"source-ref":
"s3://DOC-EXAMPLEBUCKET1/exampleimage.png"}

{"source": "Lorem
ipsum dolor sit
amet"}

{"source-ref":
"s3:///examplevideo.mp4"}

「3D 点群のラベル付
けジョブの入力マニ
フェストファイルの作
成 (p. 480)」を参照し
てください。

シーケンスファイ
ル: .json

Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブ
新しいデータオブジェクトを Amazon に永続的に送信する場合 SageMaker Ground Truth をラベル付け
するには、ストリーミングラベル付けジョブを使用します。ストリーミングラベル付けジョブを使用する
と、次のことが可能になります。
• 永続的に実行されているラベル付けジョブを使用して、新しいデータセットオブジェクトをリアルタイ
ムでワーカーに送信します。ラベル付けジョブがアクティブで、新しいオブジェクトが送信されている
限り、ワーカーはラベル付けする新しいデータオブジェクトを継続的に受け取ります。
• キューに入れられ、ラベル付けされるのを待っているオブジェクトの数を可視化します。この情報を使
用して、ラベル付けジョブに送信されるデータオブジェクトのフローを制御します。
• ワーカーがラベル付けを完了すると、個々のデータオブジェクトのラベルデータをリアルタイムで受け
取ることができます。
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Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブは、手動で停止するか、10 日以上アイドル状態になるま
で、アクティブなままです。ラベル付けジョブがアクティブな間は、新しいデータオブジェクトをワー
カーに断続的に送信できます。
Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブを初めて使用する場合は、「仕組み (p. 470)」を確認す
ることをお勧めします。
ストリーミングラベル付けジョブの作成方法については、「ストリーミングラベル付けジョブを作成す
る (p. 444)」を参照してください。

Note
Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブは、 SageMaker API。
トピック
• 仕組み (p. 470)
• ストリーミングラベル付けジョブにデータを送信する (p. 470)
• Amazon SQS キューを使用してラベル付けリクエストを管理する (p. 472)
• ストリーミングラベル付けジョブから出力データを受信する (p. 472)
• 重複メッセージの処理 (p. 472)

仕組み
Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブを作成すると、ジョブは手動で停止するか、10 日以上ア
イドル状態になるまでアクティブなままです。入力データソースにアクセスできません。アクティブな
間は、新しいデータオブジェクトをワーカーに断続的に送信できます。ワーカーが現在利用できるタスク
の総数が MaxConcurrentTaskCount 値より小さい限り、ワーカーは新しいデータオブジェクトをリア
ルタイムで引き続き受け取ることができます。それ以外の場合、データオブジェクトは、GroundTruth が
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) でユーザーに代わって作成するキューに送信され、後で処
理されます。これらのタスクは、ワーカーが現在利用できるタスクの総数が MaxConcurrentTaskCount
を下回ると、すぐにワーカーに送信されます。14 日が経過してもデータオブジェクトがワーカーに送信さ
れない場合は、有効期限切れになります。キュー内の保留中のタスクの数を表示し、ラベル付けジョブに
送信するオブジェクトの数を調整できます。例えば、保留中のオブジェクトのバックログがしきい値を超
えた場合に、ラベル付けジョブにオブジェクトを送信する速度を低下させることができます。

ストリーミングラベル付けジョブにデータを送信する
必要に応じて、入力マニフェストファイルを使用してラベル付けジョブを作成するときに、ストリーミン
グラベル付けジョブに入力データを送信できます。ラベル付けジョブが開始され、状態が InProgress の
場合、Amazon SNS 入力トピックと Amazon S3 イベント通知を使用して、新しいデータオブジェクトを
ラベル付けジョブにリアルタイムで送信できます。
ラベル付けジョブ 開始時にデータオブジェクトを送信する (1 回):
• 入力マニフェストファイルを使用する - 必要に応じて、ストリーミングラベル付けジョブを作成する
ときに、ManifestS3Uri で入力マニフェストファイルの Amazon S3 URI を指定できます。Ground
Truth は、ラベル付けジョブが開始されるとすぐに、ラベル付けのために、マニフェストファイル内の
各データオブジェクトをワーカーに送信します。詳細については、マニフェストファイルを作成する
(オプション) (p. 447) を参照してください。
ストリーミングラベル付けジョブを作成するリクエストを送信すると、ステータスは Initializing
になります。ラベル付けジョブがアクティブになると、状態は InProgress に変わり、リアルタイムオ
プションを使用して、ラベル付け用に追加のデータオブジェクトを送信できます。
データオブジェクトをリアルタイムで送信する:
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• Amazon SNS メッセージを使用してデータオブジェクトを送信する - Amazon SNS メッセージを送信
することで、Ground Truth の新しいデータオブジェクトをラベルに送信できます。このメッセージを
Amazon SNS 入力トピックに送信します。このトピックは、ストリーミングラベル付けジョブの作成
時に作成して指定します。詳細については、「Amazon SNS を使用してデータオブジェクトを送信す
る (p. 471)」を参照してください。
• データオブジェクトを Amazon S3 バケットに配置して送信する - Amazon S3 バケットに新しいデータ
オブジェクトを追加するたびに、Ground Truth がそのオブジェクトをラベル処理するように促すことが
できます。これを行うには、バケットにイベント通知を追加して、新しいオブジェクトが追加されるた
び (または作成されるたび) に、そのバケット Amazon SNS 入力トピックに通知します。詳細について
は、「Amazon S3 を使用してデータオブジェクトを送信する (p. 471)」を参照してください。このオ
プションは、テキスト分類や固有表現認識などのテキストベースのラベル付けジョブでは使用できませ
ん。

Important
Amazon S3 の設定を使用する場合は、入力データ設定と出力データに同じ Amazon S3 の場所
を使用しないでください。ラベル付けジョブの作成時に、出力データの S3 プレフィックスを
指定します。

Amazon SNS を使用してデータオブジェクトを送信する
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、ストリーミングラベル付けジョブにデー
タオブジェクトを送信できます。Amazon SNS は、エンドポイント (メールアドレスや AWS Lambda 関
数など) に送受信するメッセージの配信を調整および管理するウェブサービスです。Amazon SNS トピッ
クは、2 つ以上のエンドポイント間の通信チャネルとして機能します。Amazon SNS を使用して、新しい
データオブジェクトを、InputConfig の CreateLabelingJob パラメータ SnsTopicArn で指定した
トピックに送信するか発行します。これらのメッセージの形式は、入力マニフェストファイルからの 1 行
と同じです。
例えば、テキストを入力トピックに発行することで、アクティブなテキスト分類ラベル付けジョブにテキ
ストの一部を送信できます。発行するメッセージは、次のようになります。
{"source": "Lorem ipsum dolor sit amet"}

新しいイメージオブジェクトをイメージ分類ラベル付けジョブに送信するには、メッセージは次のように
なります。
{"source-ref": "s3://awsexamplebucket/example-image.jpg"}

Note
カスタム重複排除 ID と重複排除キーを Amazon SNS メッセージに含めることもできます。詳細
については、 重複メッセージの処理 (p. 472) を参照してください。
Ground Truth がストリーミングラベル付けジョブを作成すると、Amazon SNS 入力トピックにサブスクラ
イブされます。

Amazon S3 を使用してデータオブジェクトを送信する
1 つ以上の新しいデータオブジェクトを Amazon SNS イベント通知で設定された Amazon S3 バケットに
配置することで、ストリーミングラベル付けジョブに送信できます。バケットに新しいオブジェクトが作
成されるたびに、Amazon SNS 入力トピックに通知するイベントを設定できます。この同じ Amazon SNS
入力トピックを InputConfig の CreateLabelingJob パラメータ SnsTopicArn で指定する必要があ
ります。
Amazon SNS に通知を送信するように Amazon S3 バケットを設定すると、Ground Truth はテストイベ
ント "s3:TestEvent" を発行し、トピックが存在することと、指定した Amazon S3 バケットの所有者
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に、指定したトピックに対して発行するアクセス許可があることを確認します。ストリーミングラベル
付けジョブを開始する前に、Amazon SNS と Amazon S3 の接続を設定することをお勧めします。これを
行わない場合、このテストイベントがデータオブジェクトとして登録され、ラベル付けのために Ground
Truth に送信されることがあります。

Important
Amazon S3 の設定を使用する場合は、入力データ設定と出力データに同じ Amazon S3 の場所を
使用しないでください。ラベル付けジョブの作成時に、出力データの S3 プレフィックスを指定
します。
イメージベースのラベル付けジョブでは、Ground Truth ですべての S3 バケットに CORS
ポリシーがアタッチされている必要があります。詳細については、CORS アクセス許可要
件 (p. 544) を参照してください。
Amazon S3 バケットを設定し、ラベル付けジョブを作成したら、バケットにオブジェクトを追加できま
す。Ground Truth はそのオブジェクトをワーカーに送信するか、Amazon SQS キューに配置します。
詳細については、Amazon S3 バケットイベント通知を設定する (p. 447) を参照してください。

Important
このオプションは、テキスト分類や固有表現認識などのテキストベースのラベル付けジョブでは
使用できません。

Amazon SQS キューを使用してラベル付けリクエストを管理する
Ground Truth がストリーミングラベル付けジョブを作成すると、ラベル付けジョブの作
成に使用された AWS アカウントに Amazon SQS キューが作成されます。キュー名は
GroundTruth-labeling_job_name で、labeling_job_nameは、ラベル付けジョブの名前を小文字
で表したものです。ラベル付けジョブにデータオブジェクトを送信すると、Ground Truth はデータオブ
ジェクトをワーカーに直接送信するか、後で処理するためにタスクをキューに配置します。14 日が経過
してもデータオブジェクトがワーカーに送信されない場合は、有効期限が切れ、キューから削除されま
す。Amazon SQS でアラームを設定して、オブジェクトの有効期限を検出し、このメカニズムを使用して
ラベル付けジョブに送信するオブジェクトの量を制御できます。

Important
ストリーミングラベル付けジョブに関連付けられた Amazon SQS キューで直接オブジェクトを変
更、削除、送信すると、ジョブが失敗する可能性があります。

ストリーミングラベル付けジョブから出力データを受信する
Amazon S3 出力バケットは、ストリーミングラベル付けジョブからの新しい出力データで定期的に更新さ
れます。
必要に応じて、Amazon SNS 出力トピックを指定できます。ワーカーがラベル付きオブジェクトを送信す
るたびに、出力データを含む通知がそのトピックに送信されます。SNS 出力トピックにエンドポイントを
サブスクライブして、ラベル付けタスクから出力データを受信したときに、通知を受信したりイベントを
トリガーしたりできます。別のストリーミングジョブへのリアルタイムチェーンを実行し、ワーカーから
データオブジェクトが送信されるたびに Amazon SNS 通知を受け取る場合は、Amazon SNS 出力トピッ
クを使用します。
詳細については、エンドポイントを Amazon SNS 出力トピックにサブスクライブする (p. 447) を参照し
てください。

重複メッセージの処理
リアルタイムで送信されるデータオブジェクトについては、Ground Truth は、そのオブジェクトを参照す
る入力メッセージが複数回受信された場合でも (重複したメッセージ)、各一意のオブジェクトがラベル付
けのために一度だけ送信されるようにすることで、べき等性を保証します。これを行うには、ストリーミ
ングラベル付けジョブに送信される各データオブジェクトには、重複排除キーで識別される重複排除 ID が
割り当てられます。
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Amazon SNS メッセージを使用して Amazon SNS 入力トピックを通じてデータオブジェクトにラベル付
けリクエストを直接送信する場合は、必要に応じてオブジェクトのカスタム重複排除キーと重複排除 ID を
選択できます。詳細については、「Amazon SNS メッセージで重複排除キーと ID を指定する (p. 473)」
を参照してください。
独自の重複排除キーを指定しない場合、または Amazon S3 設定を使用してラベル付けジョブにデータオ
ブジェクトを送信する場合、Ground Truth は重複排除 ID に次のいずれかを使用します。
• Amazon SNS 入力トピックに直接送信されるメッセージの場合、Ground Truth は SNS メッセージ ID
を使用します。
• Amazon S3 構成からのメッセージの場合、Ground Truth は、オブジェクトのAmazon S3 URI をメッ
セージ内のシーケンサートークンと組み合わせることにより、重複排除 ID を作成します。

Amazon SNS メッセージで重複排除キーと ID を指定する
Amazon SNS メッセージを使用してストリーミングラベル付けジョブにデータオブジェクトを送信する
場合、次のいずれかの方法で重複排除キーと重複排除 ID を指定できます。これらのすべてのシナリオ
で、dataset-objectid-attribute-name で重複排除キーを識別します。
独自の重複排除キーと ID を用意する
Amazon SNS メッセージを次のように設定して、独自の重複排除キーと重複排除 ID を作成します。byokey を独自のキーと、そのデータオブジェクトの重複排除 ID の UniqueId に置き換えます。
{

}

"source-ref":"s3://bucket/prefix/object1",
"dataset-objectid-attribute-name":"byo-key",
"byo-key":"UniqueId"

重複排除キーは最大 140 文字にできます。サポートされるパターンには、"^[$a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*" が含まれます。
重複排除 ID は最大 1,024 文字にできます。サポートされるパターンには、^(https|s3)://([^/]+)/?
(.*)$ が含まれます。
重複排除キーに既存のキーを使用する
メッセージ内の既存のキーを重複排除キーとして使用できます。これを行うと、そのキーに関連付けられ
た値が重複排除 ID に使用されます。
例えば、メッセージを次のようにフォーマットすることで、重複排除キーとして source-ref キーを使用
するように指定できます。
{
}

"source-ref":"s3://bucket/prefix/object1",
"dataset-objectid-attribute-name":"source-ref"

この例では、Ground Truth は "s3://bucket/prefix/object1" を重複排除 ID に使用します。

出力データで重複排除キーと ID を見つける
出力データに重複排除キーと ID を表示できます。重複排除キーは dataset-objectid-attributename で識別されます。
独自のカスタム重複排除キーを使用すると、出力に次のような内容が含まれます。
"dataset-objectid-attribute-name": "byo-key",

473

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
入力データと出力データを使用する
"byo-key": "UniqueId",

キーを指定しない場合は、Ground Truth がデータオブジェクトに割り当てた重複排除 ID を次のように見
つけることができます。$label-attribute-name-object-id パラメータは、重複排除 ID を識別しま
す。
{

}

"source-ref":"s3://bucket/prefix/object1",
"dataset-objectid-attribute-name":"$label-attribute-name-object-id"
"label-attribute-name" :0,
"label-attribute-name-metadata": {...},
"$label-attribute-name-object-id":"<service-generated-key>"

<service-generated-key> では、データオブジェクトが Amazon S3 構成を経由した場合、Ground
Truth はサービスで使用される一意の値を追加し、使用された Amazon S3 シーケンサーを示す
$sequencer でキー設定された新しいフィールドを発行します。オブジェクトが SNS に直接供給された
場合、Ground Truth は SNS メッセージ ID を使用します。

Note
$ の文字をラベル属性名に使用しないでください。

入力データのクォータ
セマンティックセグメンテーションラベル付けジョブで使用される入力データセットのクォータは 20,000
アイテムです。他のすべてのラベル付けジョブタイプでは、データセットのサイズクォータは 100,000 項
目です。セマンティックセグメンテーションジョブ以外のラベリングジョブのクォータの増加をリクエス
トするには、「AWS のサービスのクォータ」の手順を確認して、クォータの増加をリクエストします。
アクティブおよび非アクティブラーニングラベル付けジョブの入力イメージデータは、サイズと解像度の
クォータを超えないようにしてください。アクティブラーニングとは、自動データラベリングを使用する
ラベル付けジョブを指します。非アクティブラーニングとは、自動データラベリングを使用しないラベル
付けジョブを指します。
追加のクォータは、すべてのタスクタイプのラベルカテゴリ、3D 点群と動画フレームタスクタイプの入力
データとラベル付けカテゴリ属性に適用されます。

入力ファイルのサイズクォータ
入力ファイルは、アクティブラーニングラベル付けジョブと非アクティブラーニングラベル付けジョブの
以下のサイズクォータを超えることはできません。動画分類ラベル付けジョブで使用される動画の入力
ファイルサイズクォータはありません。
ラベル付けジョブのタスクタイプ

入力ファイルのサイズクォータ

イメージ分類

40 MB

境界ボックス (オブジェクトの検出)

40 MB

セマンティックセグメンテーション

40 MB

境界ボックス(オブジェクト検出)ラベルの調整

40 MB

セマンティックセグメンテーションラベルの調整

40 MB

境界ボックス (オブジェクト検出) ラベルの検証

40 MB

セマンティックセグメンテーションラベルの検証

40 MB
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入力イメージの解像度クォータ
イメージファイルの解像度とは、イメージのピクセル数を指します。この数によって、イメージが保持す
る詳細レベルが決まります。イメージの解像度クォータは、ラベル付けジョブの種類とラベル付けジョ
ブの種類によって異なります。 SageMaker 組み込みのアルゴリズムを使用しています。以下の表に示し
ているのは、アクティブおよび非アクティブラーニングラベル付けジョブで使用されるイメージの解像度
クォータです。
ラベル付けジョブのタスクタイ
プ

解像度クォータ - 非アクティブ
ラーニング

解像度クォータ - アクティブラー
ニング

イメージ分類

1 億ピクセル

3,840 x 2,160 ピクセル (4 K)

境界ボックス (オブジェクトの検
出)

1 億ピクセル

3,840 x 2,160 ピクセル (4 K)

セマンティックセグメンテー
ション

1 億ピクセル

1,920 x 1,080 ピクセル (1,080 p)

オブジェクト検出ラベルの調整

1 億ピクセル

3,840 x 2,160 ピクセル (4 K)

セマンティックセグメンテー
ションラベルの調整

1 億ピクセル

1,920 x 1,080 ピクセル (1,080 p)

オブジェクト検出ラベルの検証

1 億ピクセル

利用不可

セマンティックセグメンテー
ションラベルの検証

1 億ピクセル

利用不可

ラベルカテゴリクォータ
各ラベル付けジョブタスクタイプには、指定できるラベルカテゴリ数のクォータがあります。ワーカー
は、ラベルカテゴリを選択して注釈を作成します。例えば、境界ボックスのラベル付けジョブを作成する
ときに、車、歩行者、バイクのラベルカテゴリを指定すると、ワーカーは車の周囲に境界ボックスを描画
する前に車のカテゴリを選択します。

Important
ラベルカテゴリ名は 256 文字を超えることはできません。
すべてのラベルカテゴリは一意である必要があります。重複するラベルカテゴリを指定すること
はできません。
ラベル付けジョブには、次のラベルカテゴリの制限が適用されます。ラベルカテゴリのクォータは、
SageMaker API オペレーションCreateLabelingJobコンソールを使用してラベル付けジョブを起動する
こともできます。
ラベル付けジョブのタスクタイ
プ

ラベルカテゴリクォータ - API

ラベルカテゴリクォータ - コン
ソール

イメージ分類 (マルチラベル)

50

50

イメージ分類 (単一ラベル)

無制限

30

境界ボックス (オブジェクトの検
出)

50

50

ラベル検証

無制限

30
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ラベル付けジョブのタスクタイ
プ

ラベルカテゴリクォータ - API

ラベルカテゴリクォータ - コン
ソール

セマンティックセグメンテー
ション (アクティブラーニングあ
り)

20

10

セマンティックセグメンテー
ション (アクティブラーニングな
し)

無制限

10

固有表現認識

無制限

30

テキスト分類 (マルチラベル)

50

50

テキスト分類 (単一ラベル)

無制限

30

動画分類

30

30

動画フレームオブジェクト検出

30

30

動画フレームオブジェクト追跡

30

30

3D 点群オブジェクト検出

30

30

3D 点群オブジェクトの追跡

30

30

3D 点群セマンティックセグメン
テーション

30

30

3D 点群と動画フレームのラベル付けジョブクォータ
3D 点群と動画フレームのラベル付けジョブ入力データには、次のクォータが適用されます。
ラベル付けジョブのタスクタイプ

入力データのクォータ

動画フレームオブジェクト検出

シーケンスあたり 2,000 個の動画フレーム (画像)

動画フレームオブジェクト検出

マニフェストファイルあたり 10 個の動画フレーム
シーケンス

動画フレームオブジェクト追跡

シーケンスあたり 2,000 個の動画フレーム (画像)

動画フレームオブジェクト追跡

マニフェストファイルあたり 10 個の動画フレーム
シーケンス

3D 点群オブジェクト検出

ラベル付けジョブあたり 100,000 個の点群フレー
ム

3D 点群オブジェクトの追跡

ラベル付けジョブあたり 100,000 個の点群フレー
ムシーケンス

3D 点群オブジェクトの追跡

各シーケンスファイルに 500 個の点群フレーム

動画フレームまたは 3D 点群のラベル付けジョブを作成するときは、1 つ以上のラベルカテゴリ属性を指
定した各ラベルカテゴリに追加して、ワーカーが注釈に関する詳細情報を提供するようにできます。
各ラベルカテゴリ属性には、単一のラベルカテゴリ属性 name と、選択可能な1つ以上のオプション (値)
のリストがあります。詳細については、3D 点群のラベル付けジョブは「ワーカーユーザーインター
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フェイス (UI) (p. 360)」を、動画フレームラベル付けジョブは「ワーカーユーザーインターフェイス
(UI) (p. 311)」を参照してください。
次のクォータは、ラベル付けジョブに指定できるラベルカテゴリ属性の名前と値の数に適用されます。
ラベル付けジョブのタスクタイ
プ

ラベルカテゴリ属性 (名前) の
クォータ

ラベルカテゴリ属性値のクォー
タ

動画フレームオブジェクト検出

10

10

動画フレームオブジェクト追跡

10

10

3D 点群オブジェクト検出

10

10

3D 点群オブジェクトの追跡

10

10

3D 点群セマンティックセグメン
テーション

10

10

ラベル付けするデータをフィルター処理して選択する
アマゾンを使える SageMaker コンソールを使用して、データセットの一部をラベル付けに選択します。
データは Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。次の 3 つの選択肢があります。
• 完全なデータセットを使用する。
• ランダムに選択されたサンプルデータセットを選択する。
• クエリを使用してデータセットのサブセットを指定する。
では以下のオプションが利用できます。ラベル付けジョブのセクションSageMakerコンソール選択後ラベ
ル付けジョブの作成。コンソールでラベル付けジョブを作成する方法については、「開始方法 (p. 261)」
を参照してください。ラベル付けに使用するデータセットを設定するには、[ジョブの概要] セクションで
[追加の設定] を選択します。

完全なデータセットを使用する
完全なデータセットの使用を選択した場合、データオブジェクトのマニフェストファイルを指定する必要
があります。マニフェストファイルを含む Amazon S3 バケットのパスを指定するか、 SageMaker コン
ソールを使用してファイルを作成します。コンソールを使用してマニフェストファイルを作成するには、
「自動データ設定 (p. 467)」を参照してください。

ランダムサンプルを選択する
データのランダムなサブセットにラベル付けする場合は、[Random sample)] (ランダムサンプル) を選択
します。このデータセットは、[Input dataset location] (入力データセットの場所) フィールドに指定された
Amazon S3 バケットに保存されます。
サンプルに含めるデータオブジェクトの割合を指定したら、サブセットを作成。 SageMaker ラベル付け
ジョブ用のデータオブジェクトをランダムに選択します。オブジェクトが選択されたら、[Use this subset]
(このサブセットを使用する) を選択します。
SageMaker 選択したデータオブジェクトのマニフェストファイルが作成されます。また、新しいマニフェ
ストファイルを参照するように、[Input dataset location] (入力データセットの場所) フィールドの値を変更
します。

サブセットを指定する
オブジェクトファイル名を対象とする Amazon S3 SELECT クエリを使用して、データオブジェクトのサブ
セットを指定できます。
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SQL クエリの SELECT ステートメントが自動的に定義されます。返されるデータオブジェクトを指定する
には、WHERE 句を指定します。
Amazon S3 SELECT ステートメントの詳細については、「オブジェクトからのコンテンツの選択」を参照
してください。
選択処理を開始するために [Create subset] (サブセットを作成する) を選択してから、選択されたデータを
使用するために [Use this subset] (このサブセットを使用する) を選択します。
SageMaker 選択したデータオブジェクトのマニフェストファイルが作成されます。また、新しいマニフェ
ストファイルを参照するように、[Input dataset location (入力データセットの場所)] フィールドの値を更新
します。

3D 点群の入力データ
3D 点群のラベル付けジョブを作成するには、入力マニフェストファイルを作成する必要があります。こ
のトピックでは、各タスクタイプの入力マニフェストファイルの形式の要件について説明します。Ground
Truth で 3D 点群のラベル付けジョブで使用できる入力の raw データ形式については、「使用できる 3D の
raw データ形式 (p. 478)」のセクションを参照してください。
使用するラベル付けジョブのタスクタイプによって、「3D 点群のラベル付けジョブの入力マニフェスト
ファイルの作成 (p. 480)」で入力マニフェストファイルの各行の形式の要件について説明するトピックを
選択してください。
トピック
• 使用できる 3D の raw データ形式 (p. 478)
• 3D 点群のラベル付けジョブの入力マニフェストファイルの作成 (p. 480)
• 座標系とセンサーフュージョンを理解する (p. 493)

使用できる 3D の raw データ形式
Ground Truth は、3D 点群データを使用して、ワーカーが注釈を付ける 3D シーンをレンダリングします。
このセクションでは、点群フレームの点群データおよびセンサーフュージョンデータとして使用できる
raw データ形式について説明します。Raw 入力データファイルを Ground Truth に接続するための入力マ
ニフェストファイルを作成する方法については、「3D 点群のラベル付けジョブの入力マニフェストファイ
ルの作成 (p. 480)」を参照してください。
Ground Truth は、各フレームでコンパクトバイナリパック形式 (.bin) と ASCII (.txt) ファイルをサポートし
ています。これらのファイルには、そのフレームを構成するすべての点の位置 (x、y、z 座標) に関する情
報と、必要に応じて色付きの点群の各点のピクセル色に関する情報が含まれます。3D 点群のラベル付け
ジョブの入力マニフェストファイルを作成する場合は、format パラメータで raw データの形式を指定で
きます。
以下の表に、Ground Truth が点群フレームファイルでそれぞれの点を示すためにサポートしている要素を
示します。
記号

値

x

点の x 座標。

y

点の y 座標。

z

点の z 座標。

i

点の反射強度。
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記号

値

r

赤のカラーチャネルコンポーネント。8 ビット値
(0～255)。

g

緑のカラーチャネルコンポーネント。8 ビット値
(0～255)。

b

青のカラーチャネルコンポーネント。8 ビット値
(0～255)。

Ground Truth は入力データについて以下のことを前提としています。
• 位置座標 (x、y、z) の単位はすべてメートルです。
• 姿勢 (qx、qy、qz、qw) はすべて空間上のクォータニオンで測定されます。

コンパクトバイナリパック形式
コンパクトバイナリパック形式では、点群を順序付けされた点のストリームのセットとして表します。ス
トリームのそれぞれの点は、xyzirgb を基にしたいくつかの形式で 4 バイトの浮動小数点値が順序付けさ
れたバイナリパックです。x、y、z 要素は必須です。また、i、r、g、b をさまざまな方法で使用してピ
クセルに関する追加の情報を含めることができます。
バイナリファイルを使用して Ground Truth の 3D 点群のラベル付けジョブに点群フレームデータを入力す
るには、入力マニフェストファイルの format パラメータに binary/ を入力して、それぞれのバイナリ
パックの要素の順序を で置き換えます。例えば、format パラメータには次のいずれかのように入力でき
ます。
• binary/xyzi この形式を使用すると、点の要素のストリームは の順序になりま
す。x1y1z1i1x2y2z2i2...
• binary/xyzrgb この形式を使用すると、点の要素のストリームは の順序になりま
す。x1y1z1r1g1b1x2y2z2r2g2b2...
• binary/xyzirgb この形式を使用すると、点の要素のストリームは の順序になりま
す。x1y1z1i1r1g1b1x2y2z2i2r2g2b2...
点群フレームデータにバイナリファイルを使用する場合、format に値を入力しないとデフォルトのパッ
ク形式の binary/xyzi が使用されます。

ASCII 形式
ASCII 形式では、テキストファイルを使用して点群を表します。点群の ASCII ファイルの各行は 1 つの点
を表します。それぞれの点は、テキストファイルの 1 つの行であり、空白で区切られた値が含まれていま
す。それぞれの値は、ASCII 形式の 4 バイトの浮動小数点値です。x、y、z 要素はそれぞれの点に必須で
す。また、i、r、g、b をさまざまな方法で使用して点に関する追加の情報を含めることができます。
テキストファイルを使用して Ground Truth の 3D 点群のラベル付けジョブに点群フレームデータを入力す
るには、入力マニフェストファイルの format パラメータに text/ を入力して、それぞれの行の点の要
素の順序を で置き換えます。
例えば、format に text/xyzi を入力すると、各点群フレームのテキストファイルは次のようになりま
す。
x1 y1 z1 i1
x2 y2 z2 i2
...
...

479

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
入力データと出力データを使用する

text/xyzrgb を入力すると、テキストファイルは次のようになります。
x1 y1 z1 r1 g1 b1
x2 y2 z2 r2 g2 b1
...
...

点群フレームデータにテキストファイルを使用する場合、format に値を入力しないとデフォルトの形式
の text/xyzi が使用されます。

点群の解像度の制限
Ground Truth には、3D 点群フレームの解像度の制限はありません。ただし、最適なパフォーマンスを得
るには、各点群フレームの点を 50 万に制限することをお勧めします。Ground Truthで 3D 点群をレンダリ
ングして表示する場合は、ワーカーのコンピュータで表示可能である必要があります。これは、ワーカー
のコンピュータのハードウェアによって異なります。点が 100 万を超える点群フレームは、一般的なコン
ピュータではレンダリングされないか、読み込みに時間がかかることがあります。

3D 点群のラベル付けジョブの入力マニフェストファイルの作成
ラベル付けジョブの作成時には、入力マニフェストファイルを指定します。マニフェストの各行には、注
釈担当者が行うタスクの 1 単位が記述されています。入力マニフェストファイルの形式は、タスクタイプ
によって異なります。
• 3D 点群オブジェクト検出またはセマンティックセグメンテーションのラベル付けジョブを作成する場
合、入力マニフェストファイルのそれぞれの行には単一の 3D 点群フレームに関する情報を含めます。
これは、点群フレーム入力マニフェストと呼ばれます。詳細については、点群フレーム入力マニフェス
トファイルの作成 (p. 480) を参照してください。
• 3D 点群のオブジェクトの追跡のラベル付けジョブを作成する場合、入力マニフェストファイルのそれぞ
れの行には 3D 点群フレームのシーケンスと関連データを含めます。これは、点群シーケンス入力マニ
フェストと呼ばれます。詳細については、点群シーケンス入力マニフェストの作成 (p. 486) を参照し
てください。

点群フレーム入力マニフェストファイルの作成
マニフェストは UTF-8 でエンコードされたファイルであり、その各行は完全かつ有効な JSON オブジェ
クトです。各行は、標準の改行 \n や \r\n で区切られています。各行は有効な JSON オブジェクトにす
る必要があるため、エスケープされない改行文字を使用することはできません。単一フレーム入力マニ
フェストファイルでは、マニフェストのそれぞれの行に単一の点群フレームのデータを含めます。点群
フレームデータは、バイナリ形式または ASCII 形式で保存できます (「使用できる 3D の raw データ形
式 (p. 478)」を参照)。これは、3D 点群オブジェクトの検出とセマンティックセグメンテーションに必要
なマニフェストファイルの形式です。また、必要に応じて、それぞれの点群フレームにカメラのセンサー
フュージョンデータを含めることもできます。
Ground Truth は、すべてのモダリティでワールド座標系 (p. 493)での点群とビデオカメラのセンサー
フュージョンをサポートしています。3D センサーの外部マトリックス (LiDAR の外部マトリックスなど)
を取得できる場合は、外部マトリックスを使用して 3D 点群フレームをワールド座標系に変換することを
お勧めします。詳細については、「センサーフュージョン (p. 495)」を参照してください。
ただし、点群をワールド座標系で取得できない場合は、データが収集された元の座標系で座標を指定でき
ます。センサーフュージョン用のカメラデータを含める場合は、LiDAR センサーとカメラの姿勢をワール
ド座標系で指定することをお勧めします。
単一フレーム入力マニフェストファイルを作成するには、ワーカーにラベルを付けさせる各点群フレーム
の場所を source-ref キーを使用して指定します。また、source-ref-metadata キーを使用して、
データセットの形式、そのフレームのタイムスタンプ、必要に応じてセンサーフュージョンデータとビデ
オカメラの画像を指定する必要があります。
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次の例は、単一の点群フレームのラベル付けジョブの入力マニフェストファイルに使用する構文を示して
います。この例では、2 つの点群フレームが含まれています。各パラメータの詳細については、この例の
下の表を参照してください。

Important
入力マニフェストファイルの各行は、JSON Lines 形式である必要があります。次のコードブロッ
クは、2 つの JSON オブジェクトを含む入力マニフェストファイルを示しています。各 JSON オ
ブジェクトは、1 つの点群フレームをポイントし、詳細を提供するために使用されます。JSON
オブジェクトは読みやすく拡張されていますが、入力マニフェストファイルを作成するときは、
各 JSON オブジェクトを 1 行に収めるように最小化する必要があります。このコードブロックの
下に例を挙げます。
{

}
{

"source-ref": "s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame1.bin",
"source-ref-metadata":{
"format": "binary/xyzi",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"ego-vehicle-pose":{
"position": {
"x": -2.7161461413869947,
"y": 116.25822288149078,
"z": 1.8348751887989483
},
"heading": {
"qx": -0.02111296123795955,
"qy": -0.006495469416730261,
"qz": -0.008024565904865688,
"qw": 0.9997181192298087
}
},
"prefix": "s3://awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/",
"images": [
{
"image-path": "images/frame300.bin_camera0.jpg",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"fx": 847.7962624528487,
"fy": 850.0340893791985,
"cx": 576.2129134707038,
"cy": 317.2423573573745,
"k1": 0,
"k2": 0,
"k3": 0,
"k4": 0,
"p1": 0,
"p2": 0,
"skew": 0,
"position": {
"x": -2.2722515189268138,
"y": 116.86003310568965,
"z": 1.454614668542299
},
"heading": {
"qx": 0.7594754093069037,
"qy": 0.02181790885672969,
"qz": -0.02461725233103356,
"qw": -0.6496916273040025
},
"camera-model": "pinhole"
}]
}
"source-ref": "s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame2.bin",
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}

"source-ref-metadata":{
"format": "binary/xyzi",
"unix-timestamp": 1566861632.759133,
"ego-vehicle-pose":{
"position": {
"x": -2.7161461413869947,
"y": 116.25822288149078,
"z": 1.8348751887989483
},
"heading": {
"qx": -0.02111296123795955,
"qy": -0.006495469416730261,
"qz": -0.008024565904865688,
"qw": 0.9997181192298087
}
},
"prefix": "s3://awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/",
"images": [
{
"image-path": "images/frame300.bin_camera0.jpg",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"fx": 847.7962624528487,
"fy": 850.0340893791985,
"cx": 576.2129134707038,
"cy": 317.2423573573745,
"k1": 0,
"k2": 0,
"k3": 0,
"k4": 0,
"p1": 0,
"p2": 0,
"skew": 0,
"position": {
"x": -2.2722515189268138,
"y": 116.86003310568965,
"z": 1.454614668542299
},
"heading": {
"qx": 0.7594754093069037,
"qy": 0.02181790885672969,
"qz": -0.02461725233103356,
"qw": -0.6496916273040025
},
"camera-model": "pinhole"
}]
}

入力マニフェストファイルを作成するときは、1 行に収まるように JSON オブジェクトを折りたたむ必要
があります。例えば、上記のコードブロックは、入力マニフェストファイルに次のように表示されます。

{"source-ref":"s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame1.bin","source-ref-metadata":
{"format":"binary/xyzi","unix-timestamp":1566861644.759115,"ego-vehicle-pose":{"position":
{"x":-2.7161461413869947,"y":116.25822288149078,"z":1.8348751887989483},"heading":
{"qx":-0.02111296123795955,"qy":-0.006495469416730261,"qz":-0.008024565904865688,"qw":0.999718119229808
awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/","images":
[{"image-path":"images/frame300.bin_camera0.jpg","unixtimestamp":1566861644.759115,"fx":847.7962624528487,"fy":850.0340893791985,"cx":576.2129134707038,"cy":
{"x":-2.2722515189268138,"y":116.86003310568965,"z":1.454614668542299},"heading":
{"qx":0.7594754093069037,"qy":0.02181790885672969,"qz":-0.02461725233103356,"qw":-0.6496916273040025},"
model":"pinhole"}]}}
{"source-ref":"s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame2.bin","source-ref-metadata":
{"format":"binary/xyzi","unix-timestamp":1566861632.759133,"ego-vehicle-pose":{"position":
{"x":-2.7161461413869947,"y":116.25822288149078,"z":1.8348751887989483},"heading":
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{"qx":-0.02111296123795955,"qy":-0.006495469416730261,"qz":-0.008024565904865688,"qw":0.999718119229808
awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/","images":
[{"image-path":"images/frame300.bin_camera0.jpg","unixtimestamp":1566861644.759115,"fx":847.7962624528487,"fy":850.0340893791985,"cx":576.2129134707038,"cy":
{"x":-2.2722515189268138,"y":116.86003310568965,"z":1.454614668542299},"heading":
{"qx":0.7594754093069037,"qy":0.02181790885672969,"qz":-0.02461725233103356,"qw":-0.6496916273040025},"
model":"pinhole"}]}}

次の表に、入力マニフェストファイルに含めることができるパラメータを示します。
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

source-ref

はい

文字列

Amazon S3 での単一の
点群フレームの場所。

使用できる文字列値の
形式:
s3://<bucketname>/<foldername>/point-cloudframe-file
source-refmetadata

はい

JSON オブジェクト
使用できるパラメータ:
format, unixtimestamp, egovehicle-pose,
position, prefix,
images

format

いいえ

文字列
使用できる文字
列値: "binary/
xyz"、"binary/
xyzi"、"binary/
xyzrgb"、"binary/
xyzirgb"、"text/
xyz"、"text/
xyzi"、"text/
xyzrgb"、"text/
xyzirgb"
デフォルト値:
source-ref で指定
されているファイルの
拡張子が .bin の場合は
binary/xyzi
source-ref で指定
されているファイルの
拡張子が .txt の場合は
text/xyzi
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

unix-timestamp

はい

数値

UNIX タイムスタンプ
は、1970 年 1 月 1 日か
らセンサーでデータが
収集された UTC 時間ま
での秒数です。

UNIX タイムスタンプ。

ego-vehicle-pose

いいえ

JSON オブジェクト

点群データの収集に使
用されたデバイスの姿
勢。このパラメータの
詳細については、「入
力マニフェストに車
両の姿勢の情報を含め
る (p. 484)」を参照し
てください。

prefix

いいえ

文字列
使用できる文字列値の
形式:

Amazon S3 でカメラの
画像などのメタデータ
がこのフレームに格納
される場所。

s3://<bucketname>/<foldername>/

このプレフィックス
は、スラッシュ (/) で終
わる必要があります。

リスト

センサーフュージョン
に使用するカメラの
カラー画像を示すパ
ラメータのリスト。
このリストには、最
大 8 個の画像を含め
ることができます。各
画像に必要なパラメー
タの詳細については、
「入力マニフェストに
カメラのデータを含め
る (p. 485)」を参照し
てください。

images

いいえ

入力マニフェストに車両の姿勢の情報を含める
自動運転車両の位置を使用して、点群データの収集に使用された車両の位置に関する情報を提供しま
す。Ground Truth は、この情報を使用して LiDAR の外部マトリックスを計算します。
Ground Truth は、外部マトリックスを使用して、3D シーンおよび 2D イメージでラベルを投影します。詳
細については、「センサーフュージョン (p. 495)」を参照してください。
次の表に、自動運転車両の情報を含めるときに必要な position および向き (heading) のパラメータの
詳細を示します。
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

position

はい

JSON オブジェクト

自動運転車両のワール
ド座標系での並進ベク
トル。

必須パラメータ:
x、y、および z。これ
らのパラメータには数
値を入力します。
heading

はい

JSON オブジェクト
必須パラメータ:
qx、qy、qz および
qw。これらのパラメー
タには数値を入力しま
す。

周囲を検知する車両に
搭載されたデバイス
やセンサーの基準の
フレームの向き。座標
系のクォータニオン
(qx、qy、qz、qw) で測
定されます。

入力マニフェストにカメラのデータを含める
フレームにビデオカメラのデータを含める場合は、以下のパラメータを使用してそれぞれの画像に関す
る情報を入力します。以下の表の必須列は、入力マニフェストファイルの source-ref-metadata に
images パラメータが含まれている場合に適用されます。入力マニフェストファイルに画像を含めること
は必須ではありません。
カメラの画像を含める場合は、画像を収集するために使用したカメラの position と heading について
の情報をワールド座標系で含める必要があります。
画像がゆがんでいる場合、Ground Truth は、入力マニフェストファイルで画像について入力した情報 (ゆ
がみ係数 (k1、k2、k3、k4、p1、p1)、カメラモデル、カメラの内部マトリックスなど) を使用して、自
動でゆがみを補正することができます。内部マトリックスは、焦点距離 (fx、fy) と主点 (cx、cy)) で構
成されます。Ground Truth がカメラの内部マトリックスを使用する方法については、「内部マトリックス
(p. 497)」を参照してください。ゆがみ係数が含まれていない場合、Ground Truth は画像のゆがみを補
正しません。
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

image-path

はい

文字列

Amazon S3 での画像
ファイルの相対パス。
この相対パスは prefix
で指定したパスに追加
されます。

形式の例:
<foldername>/
<imagefile.png>
unix-timestamp

はい

数値

UNIX タイムスタンプ
は、1970 年 1 月 1 日か
らカメラでデータが収
集された UTC 時間まで
の秒数です。

camera-model

いいえ

文字列:

画像の収集に使用した
カメラのモデル。この
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

使用できる値:

情報は、カメラの画像
のゆがみを補正するた
めに使用されます。

"pinhole",
"fisheye"
デフォルト値:
"pinhole"
fx, fy

はい

数字

カメラの x (fx) 方向と y
(fy) 方向の焦点距離。

cx, cy

はい

数字

主点の x (cx) 座標と y
(cy) 座標。

k1, k2, k3, k4

いいえ

数値

放射方向ゆがみ係
数。魚眼カメラモデル
とピンホールカメラモ
デルの両方でサポート
されています。

p1, p2

いいえ

数値

接線方向ゆがみ係
数。ピンホールカメラ
モデルでサポートされ
ています。

skew

いいえ

数値

画像のスキューを測定
するパラメータ。

position

はい

JSON オブジェクト

画像を収集する車両に
搭載されたカメラの基
準のフレームの位置ま
たは原点。

必須パラメータ:
x、y、および z。これ
らのパラメータには数
値を入力します。
heading

はい

JSON オブジェクト
必須パラメータ:
qx、qy、qz および
qw。これらのパラメー
タには数値を入力しま
す。

画像を収集する車両
に搭載されたカメラ
の基準のフレームの
向き。ワールド座標
系のクォータニオン
(qx、qy、qz、qw) で測
定されます。

点群フレームの制限
入力マニフェストファイルには、最大 100,000 個の点群フレームを含めることができます。3D 点群のラ
ベル付けジョブは、Ground Truth の他のタスクタイプよりも前処理に時間がかかります。詳細について
は、「ジョブの前処理時間 (p. 359)」を参照してください。

点群シーケンス入力マニフェストの作成
マニフェストは UTF-8 でエンコードされたファイルであり、その各行は完全かつ有効な JSON オブジェク
トです。各行は、標準の改行 \n や \r\n で区切られています。各行は有効な JSON オブジェクトにする必要
があるため、エスケープされない改行文字を使用することはできません。点群シーケンス入力マニフェス
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トファイルでは、マニフェストのそれぞれの行に点群フレームのシーケンスを含めます。シーケンスの各
フレームの点群データは、バイナリ形式または ASCII 形式で保存できます。詳細については、「使用でき
る 3D の raw データ形式 (p. 478)」を参照してください。これは、3D 点群オブジェクトの追跡に必要な
マニフェストファイルの形式です。また、必要に応じて、それぞれの点群フレームに点の属性とカメラの
センサーフュージョンデータを含めることもできます。シーケンス入力マニフェストファイルを作成する
場合は、LiDAR とビデオカメラのセンサーフュージョンデータをワールド座標系 (p. 493)で指定する必
要があります。
次の例は、マニフェストの各行がシーケンスファイルである場合に入力マニフェストファイルに使用する
構文を示しています。入力マニフェストファイルの各行は、JSON Lines 形式である必要があります。
{"source-ref": "s3://awsexamplebucket/example-folder/seq1.json"}
{"source-ref": "s3://awsexamplebucket/example-folder/seq2.json"}

点群フレームの各シーケンスのデータは、JSON データオブジェクトに格納する必要があります。シーケ
ンスファイルに使用する形式の例を以下に示します。各フレームに関する情報は JSON オブジェクトとし
て含め、frames にそのリストを記述します。これは、2 つの点群フレームファイル、frame300.bin と
frame303.bin があるシーケンスファイルの例です。... は、追加フレームの情報を含める場所を指定す
る際に使用されます。シーケンス内のフレームごとに JSON オブジェクトを追加します。
次のコードブロックには、単一シーケンスファイルの JSON オブジェクトが含まれています。JSON オブ
ジェクトは読みやすいように拡張されています。
{

"seq-no": 1,
"prefix": "s3://awsexamplebucket/example_lidar_sequence_dataset/seq1/",
"number-of-frames": 100,
"frames":[
{
"frame-no": 300,
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"frame": "example_lidar_frames/frame300.bin",
"format": "binary/xyzi",
"ego-vehicle-pose":{
"position": {
"x": -2.7161461413869947,
"y": 116.25822288149078,
"z": 1.8348751887989483
},
"heading": {
"qx": -0.02111296123795955,
"qy": -0.006495469416730261,
"qz": -0.008024565904865688,
"qw": 0.9997181192298087
}
},
"images": [
{
"image-path": "example_images/frame300.bin_camera0.jpg",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"fx": 847.7962624528487,
"fy": 850.0340893791985,
"cx": 576.2129134707038,
"cy": 317.2423573573745,
"k1": 0,
"k2": 0,
"k3": 0,
"k4": 0,
"p1": 0,
"p2": 0,
"skew": 0,
"position": {
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"x": -2.2722515189268138,
"y": 116.86003310568965,
"z": 1.454614668542299

},
{

}

]

}]

},
"heading": {
"qx": 0.7594754093069037,
"qy": 0.02181790885672969,
"qz": -0.02461725233103356,
"qw": -0.6496916273040025
},
"camera-model": "pinhole"

"frame-no": 303,
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"frame": "example_lidar_frames/frame303.bin",
"format": "text/xyzi",
"ego-vehicle-pose":{...},
"images":[{...}]

},
...

次の表は、シーケンスファイルの最上位のパラメータについて詳しく説明しています。シーケンス
ファイルの個々のフレームに必要なパラメータの詳細については、「個々の点群フレームのパラメー
タ (p. 489)」を参照してください。
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

seq-no

はい

整数

シーケンスの連番。

prefix

はい

文字列

シーケンスファイルが
置かれている Amazon
S3 の場所。

使用できる値:
s3://<bucketname>/<prefix>/

このプレフィックス
は、スラッシュ (/) で終
わる必要があります。
シーケンスファイルに
含まれているフレーム
の総数。この数は、次
の行の frames パラ
メータのリストに含ま
れているフレームの総
数と一致する必要があ
ります。

number-of-frames

はい

整数

frames

はい

JSON オブジェクトのリ フレームデータのリス
スト
ト。リストの長さは
number-of-frames と
一致する必要がありま
す。ワーカー UI では、
シーケンスのフレーム
はこの配列のフレー
ムと同じ順序になりま
す。
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)
各フレームの形式の詳
細については、「個々
の点群フレームのパラ
メータ (p. 489)」を参
照してください。

個々の点群フレームのパラメータ
次の表に、入力マニフェストファイルに含めることができるパラメータを示します。
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

説明

frame-no

いいえ

整数

フレームの番号。これ
は、シーケンス内の
フレームを識別するた
めに顧客によって指定
される任意の識別子で
す。Ground Truth では
使用されません。

unix-timestamp

はい

数値

UNIX タイムスタンプ
は、1970 年 1 月 1 日か
らセンサーでデータが
収集された UTC 時間ま
での秒数です。
各フレームのタイムス
タンプは異なっていな
ければならず、タイム
スタンプは直方体の補
間に使用されるため、
順次である必要があ
ります。データが収集
されたときの実際のタ
イムスタンプであるこ
とが理想です。実際の
タイムスタンプを使用
できない場合は、シー
ケンスファイルの最初
のフレームがシーケン
スの最初のタイムスタ
ンプに対応する、増分
シーケンスのタイムス
タンプを使用する必要
があります。

frame

はい

文字列
形式の例
<foldername>/<sequencefile.json>
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

説明

format

いいえ

文字列

このパラメータを使用
して、点群データの形
式を指定します。詳細
については、「使用で
きる 3D の raw データ
形式 (p. 478)」を参照
してください。

使用できる文字
列値: "binary/
xyz"、"binary/
xyzi"、"binary/
xyzrgb"、"binary/
xyzirgb"、"text/
xyz"、"text/
xyzi"、"text/
xyzrgb"、"text/
xyzirgb"
デフォルト値:
source-ref で指定
されているファイルの
拡張子が .bin の場合は
binary/xyzi
source-ref で指定
されているファイルの
拡張子が .txt の場合は
text/xyzi
ego-vehicle-pose

いいえ

JSON オブジェクト

点群データの収集に使
用されたデバイスの姿
勢。このパラメータの
詳細については、「入
力マニフェストに車
両の姿勢の情報を含め
る (p. 491)」を参照し
てください。

prefix

いいえ

文字列
使用できる文字列値の
形式:

Amazon S3 でカメラの
画像などのメタデータ
がこのフレームに格納
される場所。

s3://<bucketname>/<foldername>/

このプレフィックス
は、スラッシュ (/) で終
わる必要があります。
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

説明

images

いいえ

リスト

センサーフュージョン
に使用するカメラの
カラー画像を示すパ
ラメータのリスト。
このリストには、最
大 8 個の画像を含め
ることができます。各
画像に必要なパラメー
タの詳細については、
「入力マニフェストに
カメラのデータを含め
る (p. 491)」を参照し
てください。

入力マニフェストに車両の姿勢の情報を含める
自動運転車両の位置を使用して、点群データの収集に使用された車両の姿勢に関する情報を含めま
す。Ground Truth は、この情報を使用して LiDAR の外部マトリックスを計算します。
Ground Truth は、外部マトリックスを使用して、3D シーンおよび 2D イメージでラベルを投影します。詳
細については、「センサーフュージョン (p. 495)」を参照してください。
次の表に、自動運転車両の情報を含めるときに必要な position および向き (heading) のパラメータの
詳細を示します。
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

position

はい

JSON オブジェクト

自動運転車両のワール
ド座標系での並進ベク
トル。

必須パラメータ:
x、y、および z。これ
らのパラメータには数
値を入力します。
heading

はい

JSON オブジェクト
必須パラメータ:
qx、qy、qz および
qw。これらのパラメー
タには数値を入力しま
す。

周囲を検知する車両に
搭載されたデバイス
やセンサーの基準の
フレームの向き。座標
系のクォータニオン
(qx、qy、qz、qw) で測
定されます。

入力マニフェストにカメラのデータを含める
フレームにカメラのカラーデータを含める場合は、以下のパラメータを使用してそれぞれの画像に関する
情報を入力します。以下の表の必須列は、入力マニフェストファイルに images パラメータが含まれてい
る場合に適用されます。入力マニフェストファイルに画像を含めることは必須ではありません。
カメラの画像を含める場合は、画像を収集するために使用したカメラの position と向き (heading) に
ついての情報を含める必要があります。
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画像がゆがんでいる場合、Ground Truth は、入力マニフェストファイルで画像について入力した情報 (ゆ
がみ係数 (k1、k2、k3、k4、p1、p1)、カメラモデルと焦点距離 (fx、fy)、主点 (cx、cy)) などを使用
して、自動でゆがみを補正することができます。これらの係数や画像のゆがみ補正の詳細については、
「Camera calibration With OpenCV」を参照してください。ゆがみ係数が含まれていない場合、Ground
Truth は画像のゆがみを補正しません。
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

image-path

はい

文字列

Amazon S3 での画像
ファイルの相対パス。
この相対パスは prefix
で指定したパスに追加
されます。

形式の例:
<foldername>/
<imagefile.png>
unix-timestamp

はい

数値

画像のタイムスタン
プ。

camera-model

いいえ

文字列:

画像の収集に使用した
カメラのモデル。この
情報は、カメラの画像
のゆがみを補正するた
めに使用されます。

使用できる値:
"pinhole",
"fisheye"
デフォルト値:
"pinhole"
fx, fy

はい

数字

カメラの x (fx) 方向と y
(fy) 方向の焦点距離。

cx, cy

はい

数字

主点の x (cx) 座標と y
(cy) 座標。

k1, k2, k3, k4

いいえ

数値

放射方向ゆがみ係
数。魚眼カメラモデル
とピンホールカメラモ
デルの両方でサポート
されています。

p1, p2

いいえ

数値

接線方向ゆがみ係
数。ピンホールカメラ
モデルでサポートされ
ています。

skew

いいえ

数値

画像の既知のスキュー
を測定するパラメー
タ。

position

はい

JSON オブジェクト

画像を収集する車両に
搭載されたカメラの基
準のフレームの位置ま
たは原点。

必須パラメータ:
x、y、および z。これ
らのパラメータには数
値を入力します。
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[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

heading

はい

JSON オブジェクト

画像を収集する車両に
搭載されたカメラの
基準のフレームの向
き。クォータニオン
(qx、qy、qz、qw) で測
定されます。

必須パラメータ:
qx、qy、qz および
qw。これらのパラメー
タには数値を入力しま
す。

シーケンスファイルと点群フレームの制限
入力マニフェストファイルには、最大 100,000 個の点群フレームのシーケンスを含めることができます。
各シーケンスファイルに最大 500 個の点群フレームを含めることができます。
3D 点群のラベル付けジョブは、Ground Truth の他のタスクタイプよりも前処理に時間がかかることに注
意してください。詳細については、ジョブの前処理時間 (p. 359)を参照してください。

座標系とセンサーフュージョンを理解する
点群データは、常に座標系に配置されます。この座標系は、車両や周囲を検知するデバイスに対してロー
カルな座標系のこともあれば、ワールド座標系のこともあります。Ground Truth の 3D 点群ラベル付け
ジョブを使用する場合、すべての注釈は、入力データの座標系を使用して生成されます。一部のラベル付
けジョブのタスクタイプおよび機能では、ワールド座標系でデータを指定する必要があります。
このトピックでは、次のことを学習します。
• ワールド座標系またはグローバルリファレンスフレームで入力データを提供する必要がある場合。
• ワールド座標の概要と、点群データをワールド座標系に変換する方法。
• センサーフュージョンを使用するときに、センサーとカメラの外部マトリックスを使用して姿勢データ
を指定する方法。

ジョブにラベルを付けるための座標系の要件
点群データがローカル座標系で収集された場合、データの収集に使用されたセンサーの外部マトリックス
を使用して、ワールド座標系またはグローバル基準フレームに変換できます。点群データの外部メトリク
スを取得できず、結果としてワールド座標系で点群を取得できない場合は、3D 点群オブジェクト検出とセ
マンティックセグメンテーションのタスクタイプ用に、ローカル座標系で点群データを指定できます。
オブジェクトの追跡用には、ワールド座標系で点群データを指定する必要があります。これは、複数のフ
レームにわたってオブジェクトを追跡する場合、自動運転車両自体がワールド内を移動しているので、す
べてのフレームに基準ポイントが必要であるためです。
センサーフュージョン用のカメラデータを含める場合は、3D センサー (LiDAR センサーなど) と同じワー
ルド座標系でカメラの姿勢を指定することをお勧めします。

ワールド座標系での点群データの使用
このセクションでは、グローバル基準フレームとも呼ばれるワールド座標系 (WCS) の概要と、ワールド座
標系で点群データを指定する方法について説明します。

ワールド座標系とは
WCS またはグローバル基準フレームは、車両とセンサーの座標系が配置される固定のユニバーサル座標系
です。例えば、複数の点群フレームが 2 つのセンサーから収集されたために、異なる座標系に配置されて
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いる場合、WCS を使用して、これらの点群フレームのすべての座標を 1 つの座標系に並進させ、すべて
のフレームが同じ原点 (0,0,0) を持つようにすることができます。この変換は、並進ベクトルを使用して各
フレームの原点を WCS の原点に並進させ、回転マトリックスを使用して 3 つの軸 (通常は x、y、z) を正
しい向きに回転させることによって行われます。この剛体変換は、同次変換と呼ばれます。
ワールド座標系は、グローバルパスの計画、ローカリゼーション、マッピング、運転シナリオのシミュ
レーションにおいて重要です。Ground Truth は、ISO 8855 で定義されているような右手系の直交ワール
ド座標系を使用します。この座標系では、x 軸は自動車の動きに向かって前方、y 軸は左方で、z 軸は地面
から上方を向いています。
グローバル基準フレームはデータによって異なります。一部のデータセットでは、最初のフレームの
LiDAR 位置が原点として使用されます。このシナリオでは、すべてのフレームが最初のフレームを基準と
して使用し、デバイスの進行方向と位置は最初のフレームの原点付近になります。例えば、KITTI データ
セットには、最初のフレームがワールド座標の基準として含まれています。他のデータセットでは、原点
とは異なるデバイス位置が使用されます。
これは GPS/IMU 座標系ではありません。GPS/IMU 座標系は通常、z 軸に沿って 90 度回転しています。
点群データが GPS/IMU 座標系である場合 (オープンソースの AV KITTI データセットの OxTS など)、原点
をワールド座標系 (通常は車両の基準座標系) に変換する必要があります。この変換を適用するには、デー
タに変換メトリクス (回転マトリックスと並進ベクトル) を乗算します。これにより、データは元の座標系
からグローバル基準座標系に変換されます。この変換の詳細については、次のセクションで説明します。

3D 点群データを WCS に変換する
Ground Truth では、点群データが既に選択した基準座標系に変換されていることを前提としています。例
えば、センサー (LiDAR など) の基準座標系をグローバル基準座標系として選択できます。また、さまざま
なセンサーから取得した点群を、センサーのビューから車両の基準座標系ビューに変換することもできま
す。点群データを WCS またはグローバル基準フレームに変換するには、センサーの外部マトリックス (回
転マトリックスと並進ベクトルで構成) を使用します。
以上をまとめると、並進ベクトルと回転マトリックスを使用して外部マトリックスを構成し、これを使用
してローカル座標系から WCS にデータを変換することができます。例えば、LiDAR の外部マトリックス
は次のように構成できます。ここで、R は回転マトリックス、T は並進ベクトルです。
LiDAR_extrinsic = [R T;0 0 0 1]

例えば、自律運転の KITTI データセットには、各フレームに対する LiDAR の外部変換マトリックス用に
回転マトリックスと並進ベクトルが含まれています。pykitti Python モジュールを使用して KITTI データを
ロードすることができます。データセットでは、dataset.oxts[i].T_w_imu によって i 番目のフレー
ムに対する LiDAR の外部変換が得られ、これをそのフレーム内のポイントに乗算することで、ワールドフ
レームに変換できます (np.matmul(lidar_transform_matrix, points))。LiDAR フレーム内のポ
イントに LiDAR の外部マトリックスを乗算すると、ワールド座標に変換されます。ワールドフレーム内の
ポイントにカメラの外部マトリックスを乗算すると、カメラの基準フレームにおけるポイント座標が得ら
れます。
次のコード例は、KITTI データセットの点群フレームを WCS に変換する方法を示しています。
import pykitti
import numpy as np
basedir = '/Users/nameofuser/kitti-data'
date = '2011_09_26'
drive = '0079'
#
#
#
#

The 'frames' argument is optional - default: None, which loads the whole dataset.
Calibration, timestamps, and IMU data are read automatically.
Camera and velodyne data are available via properties that create generators
when accessed, or through getter methods that provide random access.
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data = pykitti.raw(basedir, date, drive, frames=range(0, 50, 5))
# i is frame number
i = 0
# lidar extrinsic for the ith frame
lidar_extrinsic_matrix = data.oxts[i].T_w_imu
# velodyne raw point cloud in lidar scanners own coordinate system
points = data.get_velo(i)
# transform points from lidar to global frame using lidar_extrinsic_matrix
def generate_transformed_pcd_from_point_cloud(points, lidar_extrinsic_matrix):
tps = []
for point in points:
transformed_points = np.matmul(lidar_extrinsic_matrix, np.array([point[0],
point[1], point[2], 1], dtype=np.float32).reshape(4,1)).tolist()
if len(point) > 3 and point[3] is not None:
tps.append([transformed_points[0][0], transformed_points[1][0],
transformed_points[2][0], point[3]])
return tps
# customer transforms points from lidar to global frame using lidar_extrinsic_matrix
transformed_pcl = generate_transformed_pcd_from_point_cloud(points, lidar_extrinsic_matrix)

センサーフュージョン
Ground Truth は、最大 8 個のビデオカメラ入力による点群データのセンサーフュージョンをサポートしま
す。この機能により、人間のラベラーは3D点群フレームを見ることができます side-by-side 同期されたビ
デオフレームで。センサーフュージョンを使用すると、ラベル付けのための詳細な視覚的コンテキストが
得られるだけでなく、ワーカーは 3D シーンと 2D 画像で注釈を調整し、調整結果をもう一方のビューに
投影することができます。次の動画は、LiDAR とカメラのセンサーフュージョンを使用した 3D 点群のラ
ベル付けジョブを示しています。
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最適な結果を得るには、センサーフュージョンを使用する場合、点群が WCS 内にある必要がありま
す。Ground Truth は、センサー (LiDAR など)、カメラ、自動運転車両の姿勢情報を使用して、センサー
フュージョン用の外部マトリックスと内部マトリックスを計算します。

外部マトリックス
Ground Truth は、センサー (LiDAR など) の外部マトリックスとカメラの外部/内部マトリックスを使用し
て、点群データの基準フレームおよびカメラの基準フレームとの間でオブジェクトを投影します。
例えば、3D 点群からカメラの画像平面にラベルを投影するために、Ground Truth は 3D ポイントを
LiDAR 独自の座標系からカメラの座標系に変換します。通常は、まず LiDAR の外部マトリックスを使用
して、3D ポイントを LiDAR 独自の座標系からワールド座標系 (またはグローバル基準フレーム) に変換し
ます。次に、Ground Truthカメラの逆外部フレーム (グローバル基準フレームのポイントをカメラの基準
フレームに変換します) を使用して、前のステップで取得したワールド座標系の 3D ポイントをカメラのイ
メージプレーンに変換します。LiDAR の外部マトリックスを使用して、3D データをワールド座標系に変
換することもできます。3D データが既にワールド座標系に変換されている場合、最初の変換はラベルの並
進に影響を与えず、ラベルの並進はカメラの逆外部マトリックスによってのみ決まります。投影されたラ
ベルを視覚化するには、ビューマトリックスが使用されます。これらの変換とビューマトリックスの詳細
については、「Ground Truth センサーフュージョン変換 (p. 500)」を参照してください。
Ground Truth は、指定した LiDAR とカメラの姿勢データである heading (四元数の qx、qy、qz、qw)
と position (x、y、z) を使用して、これらの外部マトリックスを計算します。車両の場合、通常、
進行方向と位置はワールド座標系で車両の基準フレームに記述され、自動運転車両の姿勢と呼ばれ
ます。カメラの外部マトリックスごとに、そのカメラの姿勢情報を追加できます。詳細については、
「Pose (p. 498)」を参照してください。

内部マトリックス
Ground Truth は、カメラの外部マトリックスと内部マトリックスを使用して、ビューメトリクスを計
算し、ラベルを 3D シーンとカメライメージとの間で変換します。Ground Truth は、カメラの焦点距離
(fx、fy) と光中心座標 (cx、cy) を使用して、カメラの内部マトリックスを計算します。詳細について
は、「 内部マトリックスとゆがみ (p. 501)」を参照してください。

画像のゆがみ
画像のゆがみは、さまざまな理由で発生する可能性があります。例えば、バレルや魚眼の効果によってイ
メージがゆがむ場合があります。Ground Truth は、3D 点群ラベル付けジョブの作成時に指定した画像の
ゆがみを補正するためのゆがみ係数とともに内部パラメータを使用します。カメラ画像のゆがみが既に補
正されている場合は、すべてのゆがみ係数を 0 に設定する必要があります。
Ground Truth が画像のゆがみを補正するために実行する変換の詳細については、「カメラのキャリブレー
ション: 外因性、内因性、歪み (p. 501)」を参照してください。

自動運転車両
自律運転アプリケーションのデータを収集するために、点群データの生成に使用される測定値が、車両
(自動運転車両) に搭載されたセンサーから取得されます。Ground Truth で 3D シーンと 2D 画像との間で
ラベル調整結果を投影するには、ワールド座標系での自動運転車両の姿勢が必要です。自動運転車両の姿
勢は、位置座標と向きの四元数で構成されます。
Ground Truth は、自動運転車両の姿勢を使用して回転マトリックスと変換マトリックスを計算します。3
次元の回転は、一連の軸を中心とする 3 つの回転のシーケンスで表すことができます。理論的には、3D
ユークリッド空間にまたがる任意の 3 つの軸で十分です。実際には、回転軸は基底ベクトルとして選択さ
れます。3 つの回転は、グローバル基準フレーム (外部) 内で起こると想定されます。Ground Truth は、
回転中のオブジェクトにアタッチされ、回転中のオブジェクトと共に移動する、身体中心の基準フレーム
(内部) をサポートしていません。Ground Truth でオブジェクトを追跡するには、すべての車両が移動して
いるグローバル基準から計測する必要があります。Ground Truth の3D 点群のラベル付けジョブを使用す
る場合、z は回転軸 (外部回転) を示し、ヨーのオイラー角はラジアン (回転角度) で指定します。
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Pose
Ground Truth では、3D ビジュアライゼーションとセンサーフュージョンに姿勢情報を使用します。マニ
フェストファイルで入力した姿勢情報は、外部マトリックスを計算するために使用されます。既に外部マ
トリックスがある場合は、それを使用してセンサーとカメラの姿勢データを抽出できます。
例えば、自律運転の KITTI データセットでは、pykitti Python モジュールを使用して KITTI データを
ロードすることができます。データセットでは、dataset.oxts[i].T_w_imu によって i 番目のフ
レームに対する LiDAR の外部変換が得られ、これをポイントに乗算することで、ワールドフレーム
に変換できます (matmul(lidar_transform_matrix, points))。この変換は、入力マニフェス
トファイルの JSON 形式での LiDAR の位置 (並進ベクトル) と進行方向 (四元数) に変換できます。i
番目のフレームの cam0 のカメラ外部変換は、inv(matmul(dataset.calib.T_cam0_velo,
inv(dataset.oxts[i].T_w_imu))) で計算でき、これは cam0 の進行方向と位置に変換できます。
import numpy
rotation = [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02, 1.16333982e-03],
[ 8.09967396e-02, 9.96661051e-01, -1.03090934e-02],
[-3.24531964e-04, 1.03694477e-02, 9.99946183e-01]]
origin= [1.71104606e+00,
5.80000039e-01,
9.43144935e-01]
from scipy.spatial.transform import Rotation as R
# position is the origin
position = origin
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))
# heading in WCS using scipy
heading = r.as_quat()
print(f"pose:{position}\nheading: {heading}")

Position
入力マニフェストファイルの position は、ワールドフレームを基準としたセンサーの位置を示します。
デバイスの位置をワールド座標系で表せない場合は、ローカル座標での LiDAR データを使用できます。同
様に、搭載型のビデオカメラの場合は、ワールド座標系での位置と進行方向を指定できます。カメラの位
置情報がない場合は、(0, 0, 0) を使用してください。
位置オブジェクトのフィールドは次のとおりです。
1. x (浮動小数点) - 自動運転車両、センサー、またはカメラの位置の x 座標 (メートル単位)。
2. y (浮動小数点) - 自動運転車両、センサー、またはカメラの位置の y 座標 (メートル単位)。
3. z (浮動小数点) - 自動運転車両、センサー、またはカメラの位置の z 座標 (メートル単位)。
position JSON オブジェクトの例を次に示します。
{

}

"position": {
"y": -152.77584902657554,
"x": 311.21505956090624,
"z": -10.854137529636024
}

進行方向
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入力マニフェストファイルの heading は、ワールドフレームを基準としたデバイスの向きを表すオブ
ジェクトです。進行方向の値は四元数で指定する必要があります。四元数とは、測地線の球面特性と一致
する向きを表したものです。センサーの進行方向をワールド座標で表せない場合は、恒等四元数 (qx =
0, qy = 0, qz = 0, qw = 1) を使用してください。同様に、カメラの場合は、四元数で進行方向を
指定します。カメラの外部キャリブレーションパラメータを取得できない場合は、恒等四元数も使用して
ください。
heading オブジェクトのフィールドは次のとおりです。
1. qx (浮動小数点) - 自動運転車両、センサー、またはカメラの向きの x コンポーネント。
2. qy (浮動小数点) - 自動運転車両、センサー、またはカメラの向きの y コンポーネント。
3. qz (浮動小数点) - 自動運転車両、センサー、またはカメラの向きの z コンポーネント。
4. qw (浮動小数点) - 自動運転車両、センサー、またはカメラの向きの w コンポーネント。
heading JSON オブジェクトの例を次に示します。
{

}

"heading": {
"qy": -0.7046155108831117,
"qx": 0.034278837280808494,
"qz": 0.7070617895701465,
"qw": -0.04904659893885366
}

詳細については、向きの四元数と位置の計算 (p. 499) を参照してください。

向きの四元数と位置の計算
Ground Truth では、すべての向き (進行方向) のデータが四元数で指定されている必要があります。四元
数とは、回転を近似するために使用できる、測地線の球面特性と一致する向きを表したものです。オイ
ラー角と比較すると、構成が簡単で、ジンバルロックの問題を回避しやすくなります。回転マトリックス
と比較すると、よりコンパクトで、数値的に安定しており、効率的です。
回転マトリックスまたは変換マトリックスから四元数を計算できます。
単一の 4x4 剛性変換マトリックスではなく、ワールド座標系の回転マトリックス (軸の回転からなる) と並
進ベクトル (または原点) がある場合は、回転マトリックスと並進ベクトルを直接使用して四元数を計算で
きます。scipy や pyqaternion などのライブラリが役立ちます。次のコードブロックは、これらのライブラ
リを使用して回転マトリックスから四元数を計算する例を示しています。
import numpy
rotation = [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02, 1.16333982e-03],
[ 8.09967396e-02, 9.96661051e-01, -1.03090934e-02],
[-3.24531964e-04, 1.03694477e-02, 9.99946183e-01]]
origin = [1.71104606e+00,
5.80000039e-01,
9.43144935e-01]
from scipy.spatial.transform import Rotation as R
# position is the origin
position = origin
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))
# heading in WCS using scipy
heading = r.as_quat()
print(f"position:{position}\nheading: {heading}")
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3D Rotation Converter などの UI ツールも便利です。
4x4 外部変換マトリックスがある場合、変換マトリックスは [R T; 0 0 0 1] という形式になります。R
が回転マトリックス、T が並進ベクトルです。つまり、回転マトリックスと並進ベクトルを変換マトリッ
クスから次のように抽出することができます。
import numpy as np
transformation
= [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02, 1.16333982e-03, 1.71104606e+00],
[ 8.09967396e-02, 9.96661051e-01, -1.03090934e-02, 5.80000039e-01],
[-3.24531964e-04, 1.03694477e-02, 9.99946183e-01, 9.43144935e-01],
[
0,
0,
0,
1]]
transformation = np.array(transformation )
rotation = transformation[0:3][0:3]
translation= transformation[0:3][3]
from scipy.spatial.transform import Rotation as R
# position is the origin translation
position = translation
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))
# heading in WCS using scipy
heading = r.as_quat()
print(f"position:{position}\nheading: {heading}")

独自の設定で、自動運転車両の LiDAR センサーを基準とする GPS/IMU の位置と向き (緯度、経度、
高度とロール、ピッチ、ヨー) を使用して、外部変換マトリックスを計算できます。例えば、pose =
convertOxtsToPose(oxts) を使用して KITTI raw データから姿勢を計算し、OxTS データを 4x4 剛性
変換マトリックスで指定されたローカルユークリッド姿勢に変換できます。次に、ワールド座標系の基準
フレーム変換マトリックスを使用して、この姿勢変換マトリックスをグローバル基準フレームに変換でき
ます。
struct Quaternion
{
double w, x, y, z;
};
Quaternion ToQuaternion(double yaw, double pitch, double roll) // yaw (Z), pitch (Y), roll
(X)
{
// Abbreviations for the various angular functions
double cy = cos(yaw * 0.5);
double sy = sin(yaw * 0.5);
double cp = cos(pitch * 0.5);
double sp = sin(pitch * 0.5);
double cr = cos(roll * 0.5);
double sr = sin(roll * 0.5);
Quaternion
q.w = cr *
q.x = sr *
q.y = cr *
q.z = cr *
}

q;
cp
cp
sp
cp

*
*
*
*

cy
cy
cy
sy

+
+
-

sr
cr
sr
sr

*
*
*
*

sp
sp
cp
sp

*
*
*
*

sy;
sy;
sy;
cy;

return q;

Ground Truth センサーフュージョン変換
次の各セクションでは、指定した姿勢データを使用して実行される Ground Truth のセンサーフュージョン
変換についてさらに詳しく説明します。
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LiDAR の外部マトリックス
3D LiDAR シーンと 2D カメラ画像との間で投影を行うために、Ground Truth は、自動運転車両の姿勢と
進行方向を使用して剛性変換投影メトリクスを計算します。Ground Truth は、回転と並進の単純なシーケ
ンスを実行することで、ワールド座標の回転と並進を 3D 平面で計算します。
Ground Truth は、次のような進行方向の四元数を使用して回転メトリクスを計算します。

ここで、[x, y, z, w] は heading JSON オブジェクト、[qx, qy, qz, qw] のパラメータに対応し
ています。Ground Truth は、並進列ベクトルを T = [poseX, poseY, poseZ] として計算します。そ
のため、外部メトリクスは単に次のようになります。
LiDAR_extrinsic = [R T;0 0 0 1]

カメラのキャリブレーション: 外因性、内因性、歪み
幾何学的カメラキャリブレーションは、カメラの切除とも呼ばれるもので、画像またはビデオカメラのレ
ンズとイメージセンサーのパラメータを推定します。これらのパラメータを使用して、レンズのゆがみを
補正したり、オブジェクトのサイズをワールド単位で測定したり、シーン内のカメラの位置を決定したり
できます。カメラのパラメータには、内部マトリックスとゆがみ係数があります。

カメラの外部マトリックス
カメラの姿勢が指定されている場合、Ground Truth は、3D 平面からカメラ平面への剛性変換に基づい
て、カメラの外部マトリックスを計算します。この計算は「LiDAR の外部マトリックス (p. 501)」で使
用される計算と同じですが、Ground Truth がカメラの姿勢(position と heading) を使用し、逆外部マ
トリックスを計算する点が異なります。
camera_inverse_extrinsic = inv([Rc Tc;0 0 0 1]) #where Rc and Tc are camera pose
components

内部マトリックスとゆがみ
ピンホールカメラや魚眼カメラなどの一部のカメラでは、写真に大きなゆがみが生じることがあります。
このゆがみは、ゆがみ係数とカメラの焦点距離を使用して補正できます。詳細については、OpenCV のド
キュメントの「Camera calibration With OpenCV」を参照してください。
Ground Truth で補正できるゆがみには、放射方向ゆがみと接線方向ゆがみの 2 種類があります。
放射方向ゆがみは、光線が光学的中心よりもレンズのエッジ近くでより大きく曲がる場合に発生します。
レンズが小さいほど、ゆがみは大きくなります。放射方向ゆがみの存在は、バレルまたは魚眼効果の形で
現れます。Ground Truth では、式 1 を使用して放射状ゆがみを補正します。
式 1:

接線方向ゆがみは、画像撮影に使用されたレンズが画像平面と完全に平行でないために発生します。これ
は式 2 で補正できます。
式 2:
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入力マニフェストファイルでゆがみ係数を指定すると、Ground Truth でイメージのゆがみが補正されま
す。ゆがみ係数はすべて浮動小数点です。
• k1、k2、k3、k4 - 放射方向ゆがみ係数。魚眼カメラモデルとピンホールカメラモデルの両方でサポー
トされています。
• p1、p2 - 接線方向ゆがみ係数。ピンホールカメラモデルでサポートされています。
画像のゆがみが既に補正されている場合、入力マニフェストではすべてのゆがみ係数を 0 にする必要があ
ります。
補正されたイメージを正しく再構成するために、Ground Truth は焦点距離に基づいてイメージの単位変換
を行います。一般的な焦点距離を、両方の軸に指定されたアスペクト比 (1 など) と共に使用する場合、上
の式の焦点距離は 1 つになります。この 4 つのパラメータを含むマトリックスは、インカメラ内部キャリ
ブレーションマトリックスと呼ばれます。

ゆがみ係数は、使用するカメラの解像度に関係なく同じですが、キャリブレーションされた解像度から現
在の解像度でスケールする必要があります。
以下は浮動小数点値です。
• fx - x 方向の焦点距離。
• fy - y 方向の焦点距離。
• cx - 主点の x 座標。
• cy - 主点の y 座標。
Ground Truth は、次のコードブロックに示すように、カメラの外部マトリックスとカメラの内部マトリッ
クスを使用してビューメトリクスを計算し、3D シーンと 2D イメージの間でラベルを変換します。
def generate_view_matrix(intrinsic_matrix, extrinsic_matrix):
intrinsic_matrix = np.c_[intrinsic_matrix, np.zeros(3)]
view_matrix = np.matmul(intrinsic_matrix, extrinsic_matrix)
view_matrix = np.insert(view_matrix, 2, np.array((0, 0, 0, 1)), 0)
return view_matrix

動画フレーム入力データ
動画フレームオブジェクト検出またはオブジェクト追跡のラベル付けジョブを作成するとき、入力データ
の動画ファイル (MP4 ファイル) または動画フレームを選択できます。すべてのワーカータスクは動画フ
レームを使用して作成されるため、動画ファイルを選択した場合は、Ground Truth フレーム抽出ツールを
使用して、動画ファイルから動画フレーム (イメージ) を抽出します。
どちらのオプションにも、自動データ設定アマゾンのGround Truth セクションのオプション SageMaker
コンソールを使用して Ground Truth と Amazon S3 の入力データ間の接続を設定し、ラベル付けタスクの
作成時に入力データの検索先を Ground Truth が認識できるようにします。これにより、Amazon S3 入力
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データセットの場所に入力マニフェストファイルが作成、格納されます。詳細については、動画フレーム
入力データの自動設定 (p. 505) を参照してください。
または、ラベルを付ける動画フレームのシーケンスごとに手動でシーケンスファイルを作成し、sourceref キーを使用して、これらの各シーケンスファイルを参照する入力マニフェストファイルの Amazon S3
の場所を指定することもできます。詳細については、動画フレームの入力マニフェストファイルを作成す
る (p. 507) を参照してください。
トピック
• 入力データの動画ファイルまたは動画フレームを選択する (p. 503)
• 入力データのセットアップ (p. 504)

入力データの動画ファイルまたは動画フレームを選択する
動画フレームオブジェクト検出またはオブジェクト追跡のラベル付けジョブを作成するとき、動画フレー
ムのシーケンス (イメージ) を提供するか、Amazon を使用できます SageMaker Ground Truth に動画ファ
イルから動画フレームを自動的に抽出できます。これらのオプションの詳細については、次のセクション
を参照してください。

動画フレームを提供する
動画フレームは、動画ファイルから抽出されたイメージのシーケンスです。Ground Truth のラベル付け
ジョブを作成して、ワーカーに複数の動画フレームのラベル付けをさせることができます。各シーケンス
は、1 つの動画から抽出されたイメージで構成されます。
動画フレームシーケンスを使用してラベル付けジョブを作成するには、一意のキー名のプレフィックスを
使用して、各シーケンスを Amazon S3 に保存する必要があります。Amazon S3 コンソールでは、キー名
プレフィックスはフォルダになります。そのため、Amazon S3 コンソールでは、動画フレームの各シーケ
ンスを Amazon S3 の独自のフォルダに配置する必要があります。
例えば、2 つの動画フレームシーケンスがある場合は、キー名のプレフィックス sequence1/ と
sequence2/ を使用してシーケンスを特定します。この例では、シーケンスは s3://DOC-EXAMPLEBUCKET/video-frames/sequence1/ と s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/
sequence2/ にあります。
Ground Truth コンソールを使用して入力マニフェストファイルを作成する場合は、すべてのシーケン
スキー名のプレフィックスが Amazon S3 の同じ場所にある必要があります。例えば、Amazon S3 コ
ンソールでは、各シーケンスは s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/ のフォルダに配置で
きます。この例では、最初の動画フレーム (イメージ) のシーケンスが s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
video-frames/sequence1/、2 番目のシーケンスは s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/
sequence2/ にあります。

Important
ワーカーにラベルを付けさせたい動画フレームのシーケンスが 1 つしかない場合でも、そのシー
ケンスには Amazon S3 のキー名のプレフィックスが必要です。Amazon S3 コンソールを使用し
ている場合は、シーケンスはフォルダ内にあります。S3 バケットのルートには配置できません。
動画フレームのシーケンスを使用してワーカータスクを作成する場合、Ground Truth はタスクごとに 1 つ
のシーケンスを使用します。各タスクで、Ground Truth が UTF-8 バイナリ順序を使用して動画フレームを
順番に並べます。
例えば、Amazon S3 では、動画フレームは次の順序になります。
[0001.jpg, 0002.jpg, 0003.jpg, ..., 0011.jpg]

これらは、ワーカーのタスクで同じ順序で配置されます。0001.jpg, 0002.jpg, 0003.jpg, ...,
0011.jpg
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フレームは、次のような命名規則を使用して順序付けすることもできます。
[frame1.jpg, frame2.jpg, ..., frame11.jpg]

この場合、frame10.jpg と frame11.jpg は、ワーカータスクの frame2.jpg の前に来ます。ワー
カーには、動画フレームは次の順序で表示されます。frame1.jpg, frame10.jpg, frame11.jpg,
frame2.jpg, ..., frame9.jpg

動画ファイルを提供する
コンソールで新しいラベル付けジョブを作成するときに、Ground Truth フレーム分割機能を使用して、動
画ファイル (MP4 ファイル) から動画フレームを抽出できます。単一の動画ファイルから抽出された一連の
動画フレームは、動画フレームのシーケンスと呼ばれます。
Ground Truth では、動画から最大 2,000 個まで、すべてのフレームを自動的に抽出するか、フレーム抽出
の頻度を指定できます。例えば、Ground Truth で動画からフレームを 10 個ごとに抽出するようにできま
す。
自動データ設定を使用してフレームを抽出する場合、最大 50 個の動画を提供できますが、動画フレーム
オブジェクト追跡と動画フレームオブジェクト検出のラベル付けジョブを作成する場合には、入力マニ
フェストファイルは 10 個を超える動画フレームシーケンスファイルを参照できません。自動データ設定
コンソールツールを使用して 10 個を超える動画ファイルから動画フレームを抽出する場合は、ツールが
生成するマニフェストファイルを変更するか、10 個以下の動画フレームシーケンスファイルを含めるよう
に新しいマニフェストファイルを作成する必要があります。これらのクォータの詳細については、「3D 点
群と動画フレームのラベル付けジョブクォータ (p. 476) のクォータ」を参照してください。
動画フレーム抽出ツールを使用するには、「動画フレーム入力データの自動設定 (p. 505)」を参照してく
ださい。
すべての動画フレームが動画から正常に抽出されると、S3 入力データセットの場所に次の情報が表示され
ます。
• キー名のプレフィックス (Amazon S3 コンソール内のフォルダ) は、各動画にちなんで命名されていま
す。これらのプレフィックスはそれぞれ、次のような結果をもたらします。
• プレフィックス名を指定するために使用される動画から抽出された動画フレームのシーケンス。
• そのシーケンスを構成するすべてのイメージを特定するために使用されるシーケンスファイル。
• .manifest 拡張子の入力マニフェストファイル。これはラベル付けジョブの作成に使用されるすべての
シーケンスファイルを特定します。
1 つの動画ファイルから抽出されたすべてのフレームは、ラベル付けタスクに使用されます。複数の動画
ファイルから動画フレームを抽出すると、ラベル付けジョブに対して、動画フレームのシーケンスごとに
1 つずつ、複数のタスクが作成されます。
Ground Truth は、一意のキー名のプレフィックスを使用して、入力データセットの Amazon S3 の場所に
抽出する動画フレームの各シーケンスを保存します。Amazon S3 コンソールでは、キー名プレフィックス
はフォルダになります。

入力データのセットアップ
動画フレームのラベル付けジョブを作成するときは、Ground Truth に入力データの検索先を知らせる必要
があります。これには以下の 2 つの方法があります。
• 入力データを Amazon S3 に保存し、Ground Truth がラベル付けジョブに使用される入力データセット
を自動的に検出するようにできます。このオプションの詳細については、「動画フレーム入力データの
自動設定 (p. 505)」を参照してください。
• 入力マニフェストファイルとシーケンスファイルを作成して、Amazon S3 にアップロードできます。こ
のオプションの詳細については、「手動入力データ設定 (p. 507)」を参照してください。
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トピック
• 動画フレーム入力データの自動設定 (p. 505)
• 手動入力データ設定 (p. 507)

動画フレーム入力データの自動設定
Ground Truth 自動データ設定を使用すると、Amazon S3 バケット内の動画ファイルを自動的に検出
し、それらのファイルから動画フレームを抽出できます。この方法の詳細は、「動画ファイルを提供す
る (p. 504)」を参照してください。
Amazon S3 に既に動画フレームがある場合は、自動データ設定を使用して、ラベル付けジョブでこれら
の動画フレームを使用できます。このオプションでは、単一の動画のすべての動画フレームを一意のプレ
フィックスを使用して保存する必要があります。このオプションの使用要件については、「動画フレーム
を提供する (p. 503)」を参照してください。
Ground Truth を使用した自動入力データセット接続の設定方法については、次のセクションのいずれかを
選択してください。

動画ファイルの提供とフレームの抽出
次の手順に従って、動画ファイルを Ground Truth に接続し、動画フレームオブジェクト検出とオブジェク
ト追跡のラベル付けジョブ用に、これらのファイルから動画フレームを自動的に抽出します。

Note
自動データ設定コンソールツールを使用して 10 個を超える動画ファイルから動画フレームを抽
出する場合は、ツールが生成するマニフェストファイルを変更するか、10 個以下の動画フレーム
シーケンスファイルを含めるように新しいマニフェストファイルを作成する必要があります。詳
細については、動画ファイルを提供する (p. 504) を参照してください。
動画ファイルが、自動データ設定を実行するリージョンと同じ AWS リージョンの Amazon S3 バケットに
保存されていることを確認してください。

Amazon S3 内の動画ファイルを Ground Truth で自動的に接続し、動画フレームを抽出します。
1.

に移動しますラベル付けジョブの作成アマゾンのページ SageMakerコンソール:https://
console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth。
入力と出力の S3 バケットは、ラベル付けジョブを作成するのと同じ AWS リージョンに配置されてい
る必要があります。このリンクを使用すると、ノースバージニア (us-east-1)の AWS リージョン に移
動します。入力データが別のリージョンの Amazon S3 バケットにある場合は、そのリージョンに切
り替えます。AWS リージョンを変更するには、ナビゲーションバーで、現在表示されているリージョ
ン名を選択します。

2.
3.
4.

[Create labeling job] (ラベル付けジョブを作成する) を選択します 。
[Job name] (ジョブ名) を入力します。
[Input data setup] (入力データの設定) セクションで、[Automated data setup] (自動データ設定) を選択
します。

5.

入力データセットの S3 の場所の Amazon S3 URI を入力します。S3 URI は次のようになりま
す。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/path-to-files/。 この URI は、動画ファイルが保存されてい
る Amazon S3 の場所を指している必要があります。
出力データセットの S3 の場所を指定します。これが、データが保存される場所です。入力データ
セットと同じ場所に出力データを保存するように選択するか、新しい場所を指定し、出力データを保
存する場所の S3 URI を入力できます。
ドロップダウンリストを使用して、[Data type] (データ型) の [Video Files] (動画ファイル) を選択しま
す。
[Yes, extract frames for object tracking and detection tasks] (はい、オブジェクトの追跡と検出タスク
用のフレームを抽出します) を選択します。

6.
7.
8.
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9.

[Frame extraction] (フレーム抽出) のメソッドを選択します。
• [Use all frames extracted from the video to create a labeling task] (ビデオから抽出されたすべてのフ
レームを使用してラベル付けタスクを作成する) を選択すると、Ground Truth は、すべてのフレー
ムを S3 の入力データセットの場所の各動画から最大 2,000 フレーム抽出します。入力データセッ
ト内の動画に 2,000 個を超えるフレームが含まれている場合は、最初の 2,000 個が抽出され、その
ラベル付けタスクに使用されます。
• [Use every x frame from a video to create a labeling task] (動画の x 個ごとのフレームを使用してラ
ベル付けタスクを作成する) を選択すると、Ground Truth は、入力データセットの S3 の場所にある
各動画から、x 個ごとにフレームを抽出します。
例えば、動画の長さが 2 秒で、フレームレートが 30 フレーム/秒の場合、動画には 60 フレームが
あります。ここで 10 を指定すると、Ground Truth は動画から 10 個ごとにフレーム抽出します。つ
個目
個目
個目
個目
個目
個目
個目
まり、1
、10
、20
、30
、40
、50
、60
のフレームが抽出されます。

10. IAM 実行ロールを選択または作成します。このロールに、ステップ 5 と 6 で指定された入出力データ
の Amazon S3 の場所へのアクセス許可があることを確認します。
11. [Complete data setup] (完全なデータセットアップ) を選択します。

動画フレームを提供する
動画フレームオブジェクトの検出とオブジェクト追跡のラベル付けジョブで、一連の動画フレームを
Ground Truth に接続するには、次の手順を実行します。
自動データ設定を実行するリージョンと同じ AWS リージョンの Amazon S3 バケットに、動画フレー
ムが保存されていることを確認します。動画フレームの各シーケンスには一意のプレフィックスを付け
る必要があります。例えば、s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/ に 2 つの
シーケンスが格納されている場合は、それぞれに sequence1 と sequence2 のような一意のプレフィッ
クスが必要です。両方とも /sequences/ プレフィックス直下に配置する必要があります。上記の例で
は、これらの 2 つのシーケンスの位置は次のようになります。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/videoframes/sequences/sequence1/ と s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/
sequence2/。

Amazon S3 の動画フレームを Ground Truth で自動的に接続します。
1.

に移動しますラベル付けジョブの作成アマゾンのページ SageMaker コンソール:https://
console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth。
入力と出力の S3 バケットは、ラベル付けジョブを作成するのと同じ AWS リージョンに配置されてい
る必要があります。このリンクを使用すると、ノースバージニア (us-east-1)の AWS リージョン に移
動します。入力データが別のリージョンの Amazon S3 バケットにある場合は、そのリージョンに切
り替えます。AWS リージョンを変更するには、ナビゲーションバーで、現在表示されているリージョ
ン名を選択します。

2.

[Create labeling job] (ラベル付けジョブを作成する) を選択します 。

3.

[Job name] (ジョブ名) を入力します。

4.

[Input data setup] (入力データの設定) セクションで、[Automated data setup] (自動データ設定) を選択
します。

5.

入力データセットの S3 の場所の Amazon S3 URI を入力します。
これは、シーケンスが保存されている Amazon S3 の場所である必要があります。例え
ば、s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/sequence1/ と s3://DOCEXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/sequence2/ に 2 つのシーケンスが格納されてい
る場合、ここに s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/ と入力します。

6.

出力データセットの S3 の場所を指定します。これが、データが保存される場所です。入力データ
セットと同じ場所に出力データを保存するように選択するか、新しい場所を指定し、出力データを保
存する場所の S3 URI を入力できます。
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7.

ドロップダウンリストを使用して、[Data type] (データ型) の [Video frames] (動画フレーム) を選択し
ます。

8.

IAM 実行ロールを選択または作成します。このロールに、ステップ 5 と 6 で指定された入出力データ
の Amazon S3 の場所へのアクセス許可があることを確認します。

9.

[Complete data setup] (完全なデータセットアップ) を選択します。

これらの手順によって、ステップ 5 で指定した入力データセットの入力マニフェストを Amazon S3 の場
所に作成します。を使用してラベル付けジョブを作成する場合 SageMaker API または、AWS CLI、また
はAWSSDK、この入力マニフェストファイルの Amazon S3 URI をパラメータへの入力として使用しま
すManifestS3Uri。

手動入力データ設定
動画フレームシーケンスごとにシーケンスファイルと、それらのシーケンスファイルへの参照を一覧表示
するマニフェストファイルを作成している場合は、手動データ設定オプションを選択します。

動画フレームの入力マニフェストファイルを作成する
Ground Truth は、ラベル付けタスクを作成するときに、入力マニフェストファイルを使用して入力データ
セットの場所を特定します。動画フレームオブジェクトの検出とオブジェクト追跡のラベル付けジョブで
は、入力マニフェストファイルの各行が動画フレームシーケンスファイルの場所を特定します。各シーケ
ンスファイルは、1 つの動画フレームに含まれるイメージを特定します。
このページでは、動画フレームオブジェクト追跡とオブジェクト検出のラベル付けジョブ用の動画フレー
ムシーケンスファイルと入力マニフェストファイルを作成する方法について説明します。
Ground Truth でシーケンスファイルと入力マニフェストファイルを自動的に生成する場合は、「動画フ
レーム入力データの自動設定 (p. 505)」を参照してください。

動画フレームシーケンスの入力マニフェストを作成する
動画フレームシーケンスno入力マニフェストファイルでは、マニフェストのそれぞれの行は JSON オブ
ジェクトで、シーケンスファイルを参照する "source-ref" キーが付いています。各シーケンスファイ
ルは、動画フレームのシーケンスの場所を特定します。これは、すべての動画フレームラベル付けジョブ
に必要なマニフェストファイルの形式です。
次の例は、入力マニフェストファイルに使用する構文を示しています。
{"source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-folder/seq1.json"}
{"source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-folder/seq2.json"}

動画フレームのシーケンスファイルを作成する
動画フレームの各シーケンスのデータは、JSON データオブジェクトに格納する必要があります。シーケ
ンスファイルに使用する形式の例を以下に示します。各フレームに関する情報は JSON オブジェクトとし
て含め、frames にそのリストを記述します。以下の JSON オブジェクトは読みやすいように拡張されて
います。
{

"seq-no": 1,
"prefix": "s3://mybucket/prefix/video1/",
"number-of-frames": 3,
"frames":[
{"frame-no": 1, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0001.jpg" },
{"frame-no": 2, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0002.jpg" },
{"frame-no": 3, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0003.jpg" }
]

}
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次の表に、上記のコードの例に示されているパラメータについての詳細を示します。
[Parameter] (パラメー
タ)

[Required] (必須)

使用できる値

[Description] (説明)

seq-no

はい

整数

シーケンスの連番。

prefix

はい

文字列

シーケンスファイルが
置かれている Amazon
S3 の場所。

使用できる値:
s3://<bucketname>/<prefix>/

このプレフィックス
は、スラッシュ (/) で終
わる必要があります。
シーケンスファイルに
含まれているフレーム
の総数。この数は、次
の行の frames パラ
メータのリストに含ま
れているフレームの総
数と一致する必要があ
ります。

number-of-frames

はい

整数

frames

はい

JSON オブジェクトのリ フレームデータのリス
スト
ト。リストの長さは
number-of-frames と
必要:
一致する必要がありま
す。ワーカー UI では、
frame-no, frame
シーケンスのフレーム
は UTF-8 バイナリ順
オプション:
序で並べられます。こ
の順序の詳細について
unix-timestamp
は、「動画フレームを
提供する (p. 503)」を
参照してください。

frame-no

はい

整数

フレーム順序番号。
シーケンス内のフレー
ムの順序を決定しま
す。

unix-timestamp

いいえ

整数

フレームの UNIX タイ
ムスタンプ。フレーム
がキャプチャされた時
間の 1970 年 1 月 1 日
から UTC 時間までの秒
数。

frame

はい

文字列

動画フレームイメージ
ファイルの名前。

出力データ
ラベル付けジョブからの出力からの出力は、コンソールまたは Amazon S3 の呼び出しで指定した
Amazon S3 の場所に配置されます。CreateLabelingJob操作。ワーカーが 1 つ以上のタスクを送信したと
き、またはタスクの有効期限が切れたときに、出力データがこの場所に表示されます。ワーカーがタスク
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を送信した後、またはタスクの有効期限が切れた後、Amazon S3 に出力データが表示されるまでに数分か
かる場合があります。
出力データファイルの各行はマニフェストファイルと同じで、さらに入力オブジェクトに割り当てられ
たラベルの属性および値が追加されます。値の属性名は、コンソールまたは CreateLabelingJob オペ
レーションの呼び出しで定義されます。ラベルの属性名に -metadata を使用することはできません。イ
メージセマンティックセグメンテーション、3D 点群セマンティックセグメンテーション、または 3D 点群
オブジェクトの追跡ジョブを実行している場合は、ラベル属性の末尾が -ref になっている必要がありま
す。その他のジョブタイプの場合、属性名の最後に -ref を使用することはできません。
ラベル付けジョブの出力は、キーと値のペアの値、およびラベルです。ラベルおよび値は、入力ファイル
の既存の JSON データを新しい値で上書きします。
例えば、次に示すのはイメージ分類ラベル付けジョブの出力で、入力データファイルは Amazon S3
AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET に保存され、ラベルの属性名は sport として定義されていました。この例の
JSON オブジェクトは読みやすい形式になっています。実際の出力ファイルでは、JSON オブジェクトは
1 行で記述されます。データ形式の詳細については、JSON Lines を参照してください。
{

}

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/image_example.png",
"sport":0,
"sport-metadata":
{
"class-name": "football",
"confidence": 0.00,
"type":"groundtruth/image-classification",
"job-name": "identify-sport",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256"
}

ラベルの値には有効な JSON を指定できます。この場合、ラベルの値は分類リストにあるクラスのイン
デックスです。境界ボックスなどの他のジョブタイプでは、これより複雑な値になります。
入力マニフェストファイルのすべてのキーと値のペアは、ラベルの属性以外、出力ファイルで変更されま
せん。これを使用してデータをアプリケーションに渡すことができます。
ラベル付けジョブからの出力を、別のラベル付けジョブへの入力として使用できます。これは、複数のラ
ベル付けジョブを連鎖させているときに使用できます。例えば、あるラベル付けジョブを送信して、行わ
れているスポーツを判断するとします。次に、同じデータを使用して別のジョブを送信し、スポーツが行
われているのが屋内か屋外かを判断します。最初のジョブの出力データを 2 番目のジョブのマニフェス
トとして使用することにより、2 つのジョブの結果を 1 つの出力ファイルに統合できるので、アプリケー
ションでの処理が容易になります。
ジョブの進行中、出力データファイルは定期的に出力場所に書き込まれます。これらの中間ファイルに
は、マニフェストファイルの行ごとに 1 行が含まれています。オブジェクトにラベルが付いている場合、
そのラベルが含まれます。オブジェクトにラベルが付いていない場合は、マニフェストファイルと同じよ
うに中間出力ファイルに書き込まれます。

出力ディレクトリ
Ground Truth によって Amazon S3 出力パスにいくつかのディレクトリが作成されます。これらのディレ
クトリには、ラベル付けジョブの結果およびジョブのその他のアーティファクトが含まれています。ラベ
ル付けジョブの最上位ディレクトリにはラベル付けジョブと同じ名前が付けられ、出力ディレクトリはそ
の下に配置されます。例えば、ラベル付けジョブに find-people という名前を付けた場合、出力は以下
のディレクトリに配置されます。
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/activelearning
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/annotations

509

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
入力データと出力データを使用する
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/inference
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/manifests
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/training

各ディレクトリには、次に示す出力が含まれます。

アクティブラーニングディレクトリ
activelearning ディレクトリは自動データラベリングを使用している場合にのみ存在します。これに
は、自動データラベリング用の入力および出力検証セットと、自動的にラベルが付けられたデータ用の入
出力フォルダが含まれます。

annotations ディレクトリ
annotations ディレクトリには、ワークフォースによって行われたすべての注釈が含まれています。こ
れらは、データオブジェクト用の単一ラベルに統合されていない、個々のワーカーからの回答です。
annotations ディレクトリには 3 つのサブディレクトリがあります。
• 1 番目の worker-response には個々のワーカーからの回答が含まれています。これには、各イテレー
ションのサブディレクトリが含まれ、さらにそのイテレーションの各データオブジェクトのサブディレ
クトリが含まれています。各データオブジェクトのワーカーレスポンスデータは、そのデータオブジェ
クトに対して各ワーカーによって送信された回答を含むタイムスタンプ付きの JSON ファイルに格納さ
れます。また、プライベートワークフォースを使用する場合は、それらのワーカーに関するメタデータ
が含まれます。このメタデータの詳細については、「ワーカーメタデータ (p. 511)」を参照してくださ
い。
• 2 番目の consolidated-annotation には、現在のバッチにある注釈をデータオブジェクトのラベル
に統合するために必要な情報が含まれています。
• 3 番目の intermediate には、現在のバッチの出力マニフェストおよび完成したラベルが含まれていま
す。このファイルは、各データオブジェクトのラベル完成時に更新されます。

Note
ドキュメントに記載されていないファイルは使用しないことをお勧めします。

inference ディレクトリ
inference ディレクトリは自動データラベリングを使用している場合にのみ存在します。このディレク
トリには、の入力ファイルと出力ファイルが含まれています SageMaker データオブジェクトにラベルを
付けるときに使用されるバッチ変換。

Manifest ディレクトリ
manifest ディレクトリには、ラベル付けジョブからの出力マニフェストが含まれています。マニフェス
トディレクトリには 1 つのサブディレクトリ output があります。output ディレクトリには、ラベル付
けジョブの出力マニフェストファイルが含まれています。ファイルの名前は output.manifest です。

トレーニングディレクトリ
training ディレクトリは自動データラベリングを使用している場合にのみ存在します。このディレクト
リには、自動データラベリングモデルをトレーニングするために使用された入力ファイルと出力ファイル
が含まれています。

信頼スコア
複数のワーカーが 1 つのタスクに注釈を付ける場合、ラベルは注釈を結合した結果となります。Ground
Truth はラベルごとの信頼スコアを計算します。信頼スコアは 0～1 の間の数値で、Ground Truth がそのラ
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ベルに置く信頼度を示します。信頼スコアを使用すると、ラベル付けされたデータオブジェクトを相互に
比較し、信頼性が最も低いまたは最も高いラベルを識別することができます。
信頼スコアの値を絶対値として解釈したり、ラベル付けジョブ間でスコアを比較したりしないでくださ
い。例えば、すべての信頼スコアが 0.98～0.998 の間にある場合、データオブジェクトの比較は相互にの
み行い、高い信頼スコアに依存しないでください。
人間がラベル付けしたデータオブジェクトと自動ラベル付けされたデータオブジェクトの信頼スコアを比
較しないでください。人間の信頼スコアはタスクの注釈統合関数を使用して計算されるのに対し、自動ラ
ベル付けの信頼スコアはオブジェクト機能が組み込まれたモデルを使用して計算されます。一般に、この
2 つのモデルでは尺度および信頼性平均が異なります。
境界ボックスラベル付けジョブの場合、Ground Truth はボックスごとに信頼スコアを計算します。信頼ス
コアの比較は、1 つのイメージ内、または同じラベル付けタイプ (人間または自動) のイメージ間で行えま
す。ラベル付けジョブ間で信頼スコアを比較することはできません。
1 人のワーカーがタスクに注釈を付けた場合 (NumberOfHumanWorkersPerDataObject が 1 に設定さ
れているか、コンソールで [Number of workers per dataset object] (データセットオブジェクトあたりの
ワーカー数) に 1 と入力した)、信頼度スコアは 0.00 に設定されます。

ワーカーメタデータ
Ground Truth は、タスク出力データ内の個々のワーカーの追跡に使用できる情報を提供します。次のデー
タは、annotations ディレクトリ (p. 510) にある worker-response のディレクトリにあります。
• acceptanceTime は、ワーカーがタスクを受け入れた時刻です。この日付とタイムスタンプの形式は
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ で、年 (YYYY)、月 (MM), 日 (DD)、時間 (HH)、分 (MM)、second (SS) ミ
リ秒 (mmm) です。日付と時刻は T で区切られます。
• submissionTime は、ワーカーが [SUBMT] (送信) ボタンを使用して注釈を送信した時刻です。この
日付とタイムスタンプの形式は YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ で、年 (YYYY)、月 (MM), 日 (DD)、時間
(HH)、分 (MM)、second (SS) ミリ秒 (mmm) です。日付と時刻は T で区切られます。
• timeSpentInSeconds は、ワーカーがそのタスクに積極的に取り組んだ合計時間を秒単位で報告しま
す。このメトリクスには、ワーカーが一時停止または休憩した時間は含まれません。
• workerId は、各ワーカーに固有です。
• workerMetadata でプライベートワークフォースを使用すると、以下が表示されます。
• identityProviderType は、プライベートワークフォースを管理するために使用するサービスで
す。
• issuer は、この人間によるレビュータスクに割り当てられたワークチームに関連付けられた Cognito
ユーザープールまたは OIDC ID プロバイダー (IdP) 発行者です。
• 一意の sub 識別子はワーカーを参照します。Amazon Cognito を使用してワークフォースを作成する
場合、Amazon Cognito でこの ID を使用して、このワーカーに関する詳細 (名前やユーザー名など) を
取得できます。この方法については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ユーザーアカウント
の管理と検索」を参照してください。
Amazon Cognito を使用してプライベートワークフォースを作成した場合に表示される出力の例を次に示
します。これは、identityProviderType で識別されます。
"submissionTime": "2020-12-28T18:59:58.321Z",
"acceptanceTime": "2020-12-28T18:59:15.191Z",
"timeSpentInSeconds": 40.543,
"workerId": "a12b3cdefg4h5i67",
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Cognito",
"issuer": "https://cognito-idp.aws-region.amazonaws.com/aws-region_123456789",
"sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
}

511

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
入力データと出力データを使用する
}

独自の OIDC IdP を使用してプライベートワークフォースを作成した場合に表示される workerMetadata
の例を次に示します。
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Oidc",
"issuer": "https://example-oidc-ipd.com/adfs",
"sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
}
}

プライベートワークフォースの使用の詳細については、「プライベートワークフォースを使用す
る (p. 586)」を参照してください。

出力メタデータ
各ジョブの出力には、データオブジェクトに割り当てられたラベルに関するメタデータが含まれていま
す。これらの要素は、わずかな違いはありますがすべてのジョブに対して同じです。以下の例は、メタ
データ要素を示しています。
"confidence": 0.00,
"type": "groundtruth/image-classification",
"job-name": "identify-animal-species",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2020-10-18T22:18:13.527256"

要素には次の意味があります。
• confidence - ラベルが正しいことについて Ground Truth が持つ信頼性。詳細については、「信頼スコ
ア (p. 510)」を参照してください。
• type - 分類ジョブのタイプ。ジョブタイプについては、「組み込みタスクタイプ (p. 433)」を参照し
てください。
• job-name - ジョブの作成時にジョブに割り当てられた名前。
• human-annotated - データオブジェクトのラベル付けが人間によるものか自動データラベリングによ
るものかどうか。詳細については、「データのラベル付けの自動化 (p. 535)」を参照してください。
• creation-date - ラベルが作成された日時。

分類ジョブの出力
以下に示すのは、イメージ分類ジョブおよびテキスト分類ジョブのサンプル出力 (出力マニフェストファ
イル) です。それらの出力には、Ground Truth がデータオブジェクトに割り当てたラベル、ラベルの値、
およびラベルを記述するメタデータが含まれています。
標準のメタデータ要素に加えて、分類ジョブのメタデータにはラベルのクラスのテキスト値が含まれてい
ます。詳細については、「イメージ分類-MXNet (p. 2039)」を参照してください。
以下の例の赤色の斜体のテキストは、ラベル付けジョブの仕様と出力データによって異なります。
{

"source-ref":"s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_image.jpg",
"species":"0",
"species-metadata":
{
"class-name": "dog",
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{

}

}

"confidence": 0.00,
"type": "groundtruth/image-classification",
"job-name": "identify-animal-species",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256"

"source":"The food was delicious",
"mood":"1",
"mood-metadata":
{
"class-name": "positive",
"confidence": 0.8,
"type": "groundtruth/text-classification",
"job-name": "label-sentiment",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2020-10-18T22:18:13.527256"
}

マルチラベル分類ジョブの出力
以下は、マルチラベルのイメージ分類ジョブとマルチラベルのテキスト分類ジョブからの出力マニフェ
ストファイルの例です。これには、Ground Truth がデータオブジェクトに割り当てたラベル (イメージや
テキストなど) と、ラベル付けタスクの完了時にワーカーが見たラベルを説明するメタデータが含まれま
す。
ラベル属性名パラメータ (image-label-attribute-name など) には、このタスクを完了したワー
カーの少なくとも 1 人によって選択されたすべてのラベルの配列が含まれます。この配列には、classmap で見つかったラベルに対応する整数キー ([1,0,8] など) が含まれます。マルチラベルのイメージ
分類の例では、イメージ、bicycle のラベル付けタスクを完了したワーカーの少なくとも 1 人によっ
て、person、clothing、exampleimage.jpg が選択されています。
confidence-map には、ワーカーが選択した各ラベルに Ground Truth によって割り当てられた信頼度ス
コアが表示されます。Ground Truth の信頼スコアの詳細については、「信頼スコア (p. 510)」を参照し
てください。
以下の例の赤色の斜体のテキストは、ラベル付けジョブの仕様と出力データによって異なります。
次に、マルチラベルイメージ分類出力マニフェストファイルの例を示します。
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_image.jpg",
"image-label-attribute-name":[1,0,8],
"image-label-attribute-name-metadata":
{
"job-name":"labeling-job/image-label-attribute-name",
"class-map":
{
"1":"bicycle","0":"person","8":"clothing"
},
"human-annotated":"yes",
"creation-date":"2020-02-27T21:36:25.000201",
"confidence-map":
{
"1":0.95,"0":0.77,"8":0.2
},
"type":"groundtruth/image-classification-multilabel"
}
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次に、マルチラベルテキスト分類出力マニフェストファイルの例を示します。この例では、AWSDOCEXAMPLE-BUCKET で見つかったオブジェクト exampletext.txt のラベル付けタスクを完了したワー
カーの少なくとも 1 人によって、approving、sad、critical が選択されています。
{

}

"source-ref": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/text_file.txt",
"text-label-attribute-name":[1,0,4],
"text-label-attribute-name-metadata":
{
"job-name":"labeling-job/text-label-attribute-name",
"class-map":
{
"1":"approving","0":"sad","4":"critical"
},
"human-annotated":"yes",
"creation-date":"2020-02-20T21:36:25.000201",
"confidence-map":
{
"1":0.95,"0":0.77,"4":0.2
},
"type":"groundtruth/text-classification-multilabel"
}

境界ボックスジョブの出力
以下は、境界ボックスジョブからのサンプル出力 (出力マニフェストファイル) です。このタスクでは、3
つの境界ボックスが返されます。ラベルの値には、イメージのサイズ、境界ボックスの場所に関する情報
が含まれています。
class_id 要素は、タスクで使用可能なクラスのリストにある、ボックスのクラスのインデックスで
す。class-map メタデータ要素には、クラスのテキストが含まれています。
メタデータには、境界ボックスごとに個別の信頼スコアがあります。メタデータには、class_id をクラ
スのテキスト値にマッピングする class-map 要素も含まれています。詳細については、「オブジェクト
の検出 (p. 2064)」を参照してください。
以下の例の赤色の斜体のテキストは、ラベル付けジョブの仕様と出力データによって異なります。
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_image.png",
"bounding-box-attribute-name":
{
"image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
"annotations":
[
{"class_id": 0, "left": 111, "top": 134,
"width": 61, "height": 128},
{"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
"width": 30, "height": 30},
{"class_id": 5, "left": 20, "top": 20,
"width": 30, "height": 30}
]
},
"bounding-box-attribute-name-metadata":
{
"objects":
[
{"confidence": 0.8},
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{"confidence": 0.9},
{"confidence": 0.9}

}

}

],
"class-map":
{
"0": "dog",
"5": "bone"
},
"type": "groundtruth/object-detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "identify-dogs-and-toys"

境界ボックス調整ジョブの出力は、以下の JSON のようになります。元の JSON はそのまま保持され、2
つの新しいジョブがリストされます。各ジョブには、元の属性の名前の前に「adjust-」が付加されます。
{

"source-ref": "S3 bucket location",
"bounding-box-attribute-name":
{
"image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
"annotations":
[
{"class_id": 0, "left": 111, "top": 134,
"width": 61, "height": 128},
{"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
"width": 30, "height": 30},
{"class_id": 5, "left": 20, "top": 20,
"width": 30, "height": 30}
]
},
"bounding-box-attribute-name-metadata":
{
"objects":
[
{"confidence": 0.8},
{"confidence": 0.9},
{"confidence": 0.9}
],
"class-map":
{
"0": "dog",
"5": "bone"
},
"type": "groundtruth/object-detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "identify-dogs-and-toys"
},
"adjusted-bounding-box":
{
"image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
"annotations":
[
{"class_id": 0, "left": 110, "top": 135,
"width": 61, "height": 128},
{"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
"width": 30, "height": 30},
{"class_id": 5, "left": 10, "top": 10,
"width": 30, "height": 30}
]
},
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"adjusted-bounding-box-metadata":
{
"objects":
[
{"confidence": 0.8},
{"confidence": 0.9},
{"confidence": 0.9}
],
"class-map":
{
"0": "dog",
"5": "bone"
},
"type": "groundtruth/object-detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
"job-name": "adjust-bounding-boxes-on-dogs-and-toys",
"adjustment-status": "adjusted"
}

この出力では、ジョブの type は変更されませんが、adjustment-status フィールドが追加されます。
このフィールドの値は adjusted または unadjusted です。複数のワーカーがオブジェクトを確認し、
少なくとも 1 人がラベルを調整した場合、ステータスは adjusted になります。

固有表現認識
次に、固有表現認識 (NER) のラベル付けタスクからのマニフェストファイルの出力例を示します。このタ
スクでは、7 つの entities が返されます。
出力マニフェストでは、JSON オブジェクトの annotations には、提供した labels のリスト (ラベル
カテゴリ) が含まれています。
ワーカーの応答は、entities という名前のリストにあります。このリストの各エンティティ
は、labels リストの 1 つと一致する値 label、ラベル付きスパンの Unicode 開始オフセットの整数値
startOffset、Unicode 終了オフセットの整数値 endOffsetを含む JSON オブジェクトです。
メタデータには、エンティティごとに個別の信頼スコアがあります。1 つのワーカーが各データオブジェ
クトとラベル付けされている場合、各エンティティの信頼値はゼロになります。
以下の例の赤い斜体のテキストは、ジョブの入力とワーカーレスポンスのラベル付けによって異なりま
す。
{

"source": "Amazon SageMaker is a cloud machine-learning platform that was launched
in November 2017. SageMaker enables developers to create, train, and deploy machinelearning (ML) models in the cloud. SageMaker also enables developers to deploy ML models on
embedded systems and edge-devices",
"ner-labeling-job-attribute-name": {
"annotations": {
"labels": [
{
"label": "Date",
"shortDisplayName": "dt"
},
{
"label": "Verb",
"shortDisplayName": "vb"
},
{
"label": "Thing",
"shortDisplayName": "tng"
},
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"label": "People",
"shortDisplayName": "ppl"

}
],
"entities": [
{
"label": "Thing",
"startOffset": 22,
"endOffset": 53
},
{
"label": "Thing",
"startOffset": 269,
"endOffset": 281
},
{
"label": "Verb",
"startOffset": 63,
"endOffset": 71
},
{
"label": "Verb",
"startOffset": 228,
"endOffset": 234
},
{
"label": "Date",
"startOffset": 75,
"endOffset": 88
},
{
"label": "People",
"startOffset": 108,
"endOffset": 118
},
{
"label": "People",
"startOffset": 214,
"endOffset": 224
}
]

}
},
"ner-labeling-job-attribute-name-metadata": {
"job-name": "labeling-job/example-ner-labeling-job",
"type": "groundtruth/text-span",
"creation-date": "2020-10-29T00:40:39.398470",
"human-annotated": "yes",
"entities": [
{
"confidence": 0
},
{
"confidence": 0
},
{
"confidence": 0
},
{
"confidence": 0
},
{
"confidence": 0
},
{
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},
{

}

}

]

}

"confidence": 0
"confidence": 0

ラベル検証ジョブの出力
境界ボックス検証ジョブの出力 (出力マニフェストファイル) は、境界ボックス注釈ジョブの出力とは異な
ります。これは、ワーカーが異なるタイプのタスクを行うためです。ワーカーはオブジェクトにラベル付
けするのではなく、前のラベル付けの正確さを評価し、判断を下してから、その判断結果やコメントを提
供します。
前の境界ボックスラベルの検証または調整を人間のワーカーが行っている場合、検証ジョブの出力は次の
ような JSON になります。以下の例の赤色の斜体のテキストは、ラベル付けジョブの仕様と出力データに
よって異なります。
{

"source-ref":"s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/image_example.png",
"bounding-box-attribute-name":
{
"image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
"annotations":
[
{"class_id": 0, "left": 111, "top": 134,
"width": 61, "height": 128},
{"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
"width": 30, "height": 30},
{"class_id": 5, "left": 20, "top": 20,
"width": 30, "height": 30}
]
},
"bounding-box-attribute-name-metadata":
{
"objects":
[
{"confidence": 0.8},
{"confidence": 0.9},
{"confidence": 0.9}
],
"class-map":
{
"0": "dog",
"5": "bone"
},
"type": "groundtruth/object-detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "identify-dogs-and-toys"
},
"verify-bounding-box-attribute-name":"1",
"verify-bounding-box-attribute-name-metadata":
{
"class-name": "bad",
"confidence": 0.93,
"type": "groundtruth/label-verification",
"job-name": "verify-bounding-boxes",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
"worker-feedback": [
{"comment": "The bounding box on the bird is too wide on the right side."},
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}

}

]

{"comment": "The bird on the upper right is not labeled."}

元の境界ボックス出力の type は groundtruth/object-detection でしたが、新しい type は
groundtruth/label-verification です。また、worker-feedback 配列は、ワーカーのコメントを
提供することに注意してください。ワーカーがコメントを提供しない場合、空のフィールドは統合時に除
外されます。

意味論的なセグメント化ジョブの出力
以下に示すのは、意味論的なセグメント化ラベル付けジョブの出力マニフェストファイルです。このジョ
ブでのラベルの値は、Amazon S3 バケットの PNG ファイルへの参照です。
標準要素に加えて、ラベルのメタデータには、イメージのラベル付けにどの色を使用するかを定義する
カラーマップ、色に関連付けられたクラス名、および各色の信頼スコアが含まれています。詳細について
は、「セマンティックセグメンテーションアルゴリズム (p. 2074)」を参照してください。
以下の例の赤色の斜体のテキストは、ラベル付けジョブの仕様と出力データによって異なります。
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_city_image.png",
"city-streets-ref": "S3 bucket location",
"city-streets-ref-metadata": {
"internal-color-map": {
"0": {
"class-name": "BACKGROUND",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#ffffff"
},
"1": {
"class-name": "buildings",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#2acf59"
},
"2": {
"class-name": "road",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#f28333"
}
},
"type": "groundtruth/semantic-segmentation",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "label-city-streets",
},
"verify-city-streets-ref":"1",
"verify-city-streets-ref-metadata":
{
"class-name": "bad",
"confidence": 0.93,
"type": "groundtruth/label-verification",
"job-name": "verify-city-streets",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
"worker-feedback": [
{"comment": "The mask on the leftmost building is assigned the wrong side of
the road."},
{"comment": "The curb of the road is not labeled but the instructions say
otherwise."}
]
}
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信頼度は、イメージごとにスコア付けされます。信頼スコアは、イメージ内のすべてのクラスで同じにな
ります。
セマンティックセグメンテーション調整ジョブの出力は、以下の JSON のようになります。
{

}

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_city_image.png",
"city-streets-ref": "S3 bucket location",
"city-streets-ref-metadata": {
"internal-color-map": {
"0": {
"class-name": "BACKGROUND",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#ffffff"
},
"1": {
"class-name": "buildings",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#2acf59"
},
"2": {
"class-name": "road",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#f28333"
}
},
"type": "groundtruth/semantic-segmentation",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "label-city-streets",
},
"adjusted-city-streets-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_city_image.png",
"adjusted-city-streets-ref-metadata": {
"internal-color-map": {
"0": {
"class-name": "BACKGROUND",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#ffffff"
},
"1": {
"class-name": "buildings",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#2acf59"
},
"2": {
"class-name": "road",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#f28333"
}
},
"type": "groundtruth/semantic-segmentation",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
"job-name": "adjust-label-city-streets",
}

動画フレームオブジェクト検出の出力
以下は、オブジェクト検出のラベル付けジョブからの出力マニフェストファイルです。以下の例の######
####は、ラベル付けジョブの仕様と出力データによって異なります。
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メタデータには、標準要素に加えて、シーケンス内に少なくとも 1 つのラベルを持つ各クラスをリストす
るクラスマップが含まれます。メタデータには、ラベル付けジョブに割り当てた名前である job-name も
含まれます。調整タスクでは、1 つまたは複数の境界ボックスが修正された場合、監査ワークフローのメ
タデータに adjusted に設定される adjustment-status パラメータがあります。
{

"source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-path/input-manifest.json",
"CarObjectDetection-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/output/labeling-job-name/
annotations/consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json",
"CarObjectDetection-ref-metadata": {
"class-map": {
"0": "car",
"1": "bus"
},
"job-name": "labeling-job/labeling-job-name",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2021-09-29T05:50:35.566000",
"type": "groundtruth/video-object-detection"
}
}

Ground Truth は、ラベル付けされた動画フレームのシーケンスごとに 1 つの出力シーケンスファイルを作
成します。各出力シーケンスファイルには、以下が含まれています。
• JSON オブジェクトの detection-annotations リスト内のシーケンス内のすべてのフレームのすべ
ての注釈。
• ワーカーによって注釈が付けられた各フレームでは、フレームファイル名 (frame)、数字 (frameno)、注釈を含む JSON オブジェクトのリスト (annotations)、該当する場合は、frameattributes になります。このリストの名前は、使用するタスクタイプによって定義されま
す。polylines,polygons,keypoints、境界ボックスの場合は annotations。
各 JSON オブジェクトには、1 つの注釈と関連ラベルに関する情報が含まれています。次の表に、各動
画フレームタスクタイプに表示されるパラメータの概要を示します。
タスクタイプ

パラメータ

境界ボックス

ボックスのディメンション: height と width
ボックスの上部、左隅のピクセル位置: top と
left

Keypoint (特徴点)

特徴点頂点: { "x": int, "y": int }

Polygon (ポリゴン)

ポリゴンの頂点のリスト: vertices
ポリゴンの頂点: { "x": int, "y": int }
ポリゴンは閉じた形状であるため、最初のポイン
トは最後のポイントでもあります。

Polyline (ポリライン)

ポリラインの頂点のリスト: vertices
ポリラインの頂点: { "x": int, "y": int }

タスクタイプ固有の値に加えて、各 JSON オブジェクトには以下が表示されます。
• そのラベルに指定されたすべての label-category-attributes 値。
• ボックスの class-id。出力マニフェストファイルで class-map を使用して、この ID がマップされ
るラベルカテゴリを確認します。
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以下は、境界ボックスの動画フレームオブジェクト検出ラベル付けジョブからの SeqLabel.json ファ
イルの例です。このファイルは s3://your-output-bucket/output-prefix/annotations/
consolidated-annotation/output/annotation-number/ に配置されます。
{

}

"detection-annotations": [
{
"annotations": [
{
"height": 41,
"width": 53,
"top": 152,
"left": 339,
"class-id": "1",
"label-category-attributes": {
"occluded": "no",
"size": "medium"
}
},
{
"height": 24,
"width": 37,
"top": 148,
"left": 183,
"class-id": "0",
"label-category-attributes": {
"occluded": "no",
}
}
],
"frame-no": "0",
"frame": "frame_0000.jpeg",
"frame-attributes": {name: value, name: value}
},
{
"annotations": [
{
"height": 41,
"width": 53,
"top": 152,
"left": 341,
"class-id": "0",
"label-category-attributes": {}
},
{
"height": 24,
"width": 37,
"top": 141,
"left": 177,
"class-id": "0",
"label-category-attributes": {
"occluded": "no",
}
}
],
"frame-no": "1",
"frame": "frame_0001.jpeg",
"frame-attributes": {name: value, name: value}
}
]
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動画フレームオブジェクト追跡の出力
以下は、オブジェクト追跡のラベル付けジョブからの出力マニフェストファイルです。以下の例の######
####は、ラベル付けジョブの仕様と出力データによって異なります。
メタデータには、標準要素に加えて、フレームのシーケンス内に少なくとも 1 つのラベルを持つ各クラ
スをリストするクラスマップが含まれます。メタデータには、ラベル付けジョブに割り当てた名前である
job-name も含まれます。調整タスクでは、1 つまたは複数の境界ボックスが修正された場合、監査ワー
クフローのメタデータに adjusted に設定される adjustment-status パラメータがあります。
{

"source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-path/input-manifest.json",
"CarObjectTracking-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/output/labeling-job-name/
annotations/consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json",
"CarObjectTracking-ref-metadata": {
"class-map": {
"0": "car",
"1": "bus"
},
"job-name": "labeling-job/labeling-job-name",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2021-09-29T05:50:35.566000",
"type": "groundtruth/video-object-tracking"
}
}

Ground Truth は、ラベル付けされた動画フレームのシーケンスごとに 1 つの出力シーケンスファイルを作
成します。各出力シーケンスファイルには、以下が含まれています。
• JSON オブジェクトの tracking-annotations リスト内のシーケンス内のすべてのフレームのすべて
の注釈。
• ワーカーによって注釈が付けられた各フレームでは、フレーム (frame)、数字 (frame-no)、
注釈を含む JSON オブジェクトのリスト (annotations)、該当する場合は、フレーム属性
(frame-attributes) 。このリストの名前は、使用するタスクタイプによって定義されま
す。polylines,polygons,keypoints、境界ボックスの場合は annotations。
各 JSON オブジェクトには、1 つの注釈と関連ラベルに関する情報が含まれています。次の表に、各動
画フレームタスクタイプに表示されるパラメータの概要を示します。
タスクタイプ

パラメータ

境界ボックス

ボックスのディメンション: height と width
ボックスの上部、左隅のピクセル位置: top と
left

Keypoint (特徴点)

特徴点頂点: { "x": int, "y": int }

Polygon (ポリゴン)

ポリゴンの頂点のリスト: vertices
ポリゴンの頂点: { "x": int, "y": int }
ポリゴンは閉じた形状であるため、最初のポイン
トは最後のポイントでもあります。

Polyline (ポリライン)

ポリラインの頂点のリスト: vertices
ポリラインの頂点: { "x": int, "y": int }

タスクタイプ固有の値に加えて、各 JSON オブジェクトには以下が表示されます。
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• そのラベルに指定されたすべての label-category-attributes 値。
• ボックスの class-id。出力マニフェストファイルで class-map を使用して、この ID がマップされ
るラベルカテゴリを確認します。
• ラベルのインスタンスを特定する object-id。ワーカーが複数のフレーム内のオブジェクトの同じ
インスタンスを特定した場合、この ID はフレーム間で同じになります。例えば、自動車が複数のフ
レームに現れた場合、すべての境界ボックスは、その車両が同じ object-id であることを特定する
ために使用します。
• その注釈のインスタンス ID である object-name。
以下は、境界ボックスの動画フレームオブジェクト追跡ラベル付けジョブからの SeqLabel.json ファ
イルの例です。このファイルは s3://your-output-bucket/output-prefix/annotations/
consolidated-annotation/output/annotation-number/ に配置されます。
{

"tracking-annotations": [
{
"annotations": [
{
"height": 36,
"width": 46,
"top": 178,
"left": 315,
"class-id": "0",
"label-category-attributes": {
"occluded": "no"
},
"object-id": "480dc450-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972",
"object-name": "car:1"
}
],
"frame-no": "0",
"frame": "frame_0001.jpeg",
"frame-attributes": {}
},
{
"annotations": [
{
"height": 30,
"width": 47,
"top": 163,
"left": 344,
"class-id": "1",
"label-category-attributes": {
"occluded": "no",
"size": "medium"
},
"object-id": "98f2b0b0-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972",
"object-name": "bus:1"
},
{
"height": 28,
"width": 33,
"top": 150,
"left": 192,
"class-id": "0",
"label-category-attributes": {
"occluded": "partially"
},
"object-id": "480dc450-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972",
"object-name": "car:1"
}
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}

]

}

],
"frame-no": "1",
"frame": "frame_0002.jpeg",
"frame-attributes": {name: value, name: value}

3D 点群セマンティックセグメンテーションの出力
以下に示すのは、意味論的な 3D 点群セマンティックセグメンテーションのラベル付けジョブの出力マニ
フェストファイルです。
標準要素に加えて、ラベルのメタデータには、イメージのラベル付けにどの色を使用するかを定義
するカラーマップ、色に関連付けられたクラス名、および各色の信頼スコアが含まれています。さ
らに、監査ワークフローのメタデータには、カラーマスクが変更された場合に adjusted に設定
される adjustment-status パラメータがあります。ラベルカテゴリ構成ファイルに 1 つ以上の
frameAttributes を追加した場合、フレーム属性のワーカー応答は JSON オブジェクト datasetobject-attributes に含まれます。
your-label-attribute-ref パラメータには、.zlib 拡張子が付いた圧縮ファイルの場所が含まれま
す。このファイルを解凍すると、配列があります。配列内の各インデックスは、入力点群内の注釈付きポ
イントのインデックスに対応します。特定のインデックスの配列の値は、metadata の color-map パラ
メータで見つかったセマンティックカラーマップに基づいて、点群内の同じインデックスのポイントのク
ラスを示します。
次のような Python コードを使用して、.zlib ファイルを解凍できます。
import zlib
from array import array
# read the label file
compressed_binary_file = open(zlib_file_path/file.zlib, 'rb').read()
# uncompress the label file
binary_content = zlib.decompress(compressed_binary_file)
# load labels to an array
my_int_array_data = array('B', binary_content);
print(my_int_array_data)

上記のコードブロックでは、次のような出力が生成されます。出力された配列の各要素には、点群内のそ
のインデックスにあるポイントのクラスが含まれます。例えば、my_int_array_data[0] = 1 は、入
力点群の point[0] にクラス 1 があることを意味します。次の出力マニフェストファイルの例では、クラ
ス 0 は "Background" に、1 は Car に、2 は Pedestrian 対応します。
>> array('B', [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2])

次に、セマンティックセグメンテーション 3D 点群ラベル付けジョブの出力マニフェストファイルの例を
示します。以下の例の赤色の斜体のテキストは、ラベル付けジョブの仕様と出力データによって異なりま
す。
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/examplefolder/frame1.bin",
"source-ref-metadata":{
"format": "binary/xyzi",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"ego-vehicle-pose":{...},
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"prefix": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/lidar_singleframe_dataset/prefix",
"images": [{...}]
},
"lidar-ss-label-attribute-ref": "s3://your-output-bucket/labeling-job-name/annotations/
consolidated-annotation/output/dataset-object-id/filename.zlib",
"lidar-ss-label-attribute-ref-metadata": {
'color-map': {
"0": {
"class-name": "Background",
"hex-color": "#ffffff",
"confidence": 0.00
},
"1": {
"class-name": "Car",
"hex-color": "#2ca02c",
"confidence": 0.00
},
"2": {
"class-name": "Pedestrian",
"hex-color": "#1f77b4",
"confidence": 0.00
},
"3": {
"class-name": "Tree",
"hex-color": "#ff7f0e",
"confidence": 0.00
}
},
'type': 'groundtruth/point_cloud_single_frame_semantic_segmentation',
'human-annotated': 'yes',
'creation-date': '2019-11-12T01:18:14.271944',
'job-name': 'labeling-job-name',
//only present for adjustment audit workflow
"adjustment-status": "adjusted", // "adjusted" means the label was adjusted
"dataset-object-attributes": {name: value, name: value}
}
}

3D 点群オブジェクト検出の出力
次に、3D 点群オブジェクト検出ジョブの出力例を示します。このタスクタイプでは、3D 直方体に関する
データが 3d-bounding-box パラメータの annotations という名前のリストに返されます 。このリス
トでは、各 3D 直方体の説明に次の情報が使用されます。
• 入力マニフェストで指定する各クラスまたはラベルカテゴリは、class-id に関連付けられていま
す。class-map を使用して、各クラス ID に関連付けられたクラスを識別します。
• これらのクラスを使用して、各 3D 直方体に <class>:<integer> の形式で object-name を指定し
ます。この場合、integer は、フレーム 内の直方体を識別する一意の番号です。
• center-x、center-y、center-zは、ラベル付けジョブで使用される 3D 点群の入力データと同じ座
標系で、直方体の中心の座標です。
• length、width、 height は、直方体のディメンションを記述します。
• yaw は、直方体の方向 (進行方向) をラジアン単位で記述するために使用されます。

Note
yaw右利きのデカルト座標系になりました。この機能は 2022 年 9 月 2 日 19:02:17 UTC に追
加されたため、yawそれ以前の出力データで以下を使用して測定します（単位はすべてラジア
ン）。
old_yaw_in_output = pi - yaw
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• この定義では、+xは右側、+yは前方向、+zは地面から上向きです。回転順序は x-y-z で
す。-roll,pitchそしてyaw右利きのデカルト座標系で表されます。3D 空間では、rollx 軸に沿ってい
るpitchy 軸に沿っていてyawz 軸に沿っています。3つすべてが反時計回りです。
• 特定のクラスの入力マニフェストファイルにラベル属性を含めると、ワーカーがラベル属性を選択した
すべての直方体に対して label-category-attributes パラメータが含まれます。
1 つまたは複数の直方体が修正された場合、監査ワークフローのメタデータに adjusted に設定
される adjustment-status パラメータがあります。ラベルカテゴリ構成ファイルに 1 つ以上の
frameAttributes を追加した場合、フレーム属性のワーカー応答は JSON オブジェクト datasetobject-attributes に含まれます。
以下の例の##########は、ラベル付けジョブの仕様と出力データによって異なります。楕円 (...) は、
そのリストの続きを示します。この場合、進行中のオブジェクトと同じ形式のオブジェクトを表示できま
す。
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/examplefolder/frame1.txt",
"source-ref-metadata":{
"format": "text/xyzi",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"prefix": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/lidar_singleframe_dataset/prefix",
"ego-vehicle-pose": {
"heading": {
"qx": -0.02111296123795955,
"qy": -0.006495469416730261,
"qz": -0.008024565904865688,
"qw": 0.9997181192298087
},
"position": {
"x": -2.7161461413869947,
"y": 116.25822288149078,
"z": 1.8348751887989483
}
},
"images": [
{
"fx": 847.7962624528487,
"fy": 850.0340893791985,
"cx": 576.2129134707038,
"cy": 317.2423573573745,
"k1": 0,
"k2": 0,
"k3": 0,
"k4": 0,
"p1": 0,
"p2": 0,
"skew": 0,
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"image-path": "images/frame_0_camera_0.jpg",
"position": {
"x": -2.2722515189268138,
"y": 116.86003310568965,
"z": 1.454614668542299
},
"heading": {
"qx": 0.7594754093069037,
"qy": 0.02181790885672969,
"qz": -0.02461725233103356,
"qw": -0.6496916273040025
},
"camera_model": "pinhole"
}
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}

]
},
"3d-bounding-box":
{
"annotations": [
{
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:1",
"class-id": 0,
"center-x": -2.616382013657516,
"center-y": 125.04149850484193,
"center-z": 0.311272296465834,
"length": 2.993000265181146,
"width": 1.8355260519692056,
"height": 1.3233490884304047,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.6479308313703527
},
{
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:2",
"class-id": 0,
"center-x": -5.188984560617168,
"center-y": 99.7954483288783,
"center-z": 0.2226435567445657,
"length": 4,
"width": 2,
"height": 2,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.6243170732068055
}
]
},
"3d-bounding-box-metadata":
{
"objects": [],
"class_map":
{
"0": "Car",
},
"type": "groundtruth/point_cloud_object_detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "identify-3d-objects",
"adjustment-status": "adjusted",
"dataset-object-attributes": {name: value, name: value}
}

3D 点群オブジェクト追跡の出力
次に、3D 点群オブジェクト追跡のラベル付けジョブからの出力マニフェストファイルの例を示します。
以下の例の##########は、ラベル付けジョブの仕様と出力データによって異なります。楕円 (...) は、
そのリストの続きを示します。この場合、進行中のオブジェクトと同じ形式のオブジェクトを表示できま
す。

528

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
入力データと出力データを使用する

メタデータには、標準要素に加えて、シーケンス内に少なくとも 1 つのラベルを持つ各クラスをリストす
るクラスマップが含まれます。1 つまたは複数の直方体が修正された場合、監査ワークフローのメタデー
タに adjusted に設定される adjustment-status パラメータがあります。
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/myfolder/seq1.json",
"lidar-label-attribute-ref": "s3://<CustomerOutputLocation>/<labelingJobName>/
annotations/consolidated-annotation/output/<datasetObjectId>/SeqLabel.json",
"lidar-label-attribute-ref-metadata": {
"objects":
[
{
"frame-no": 300,
"confidence": []
},
{
"frame-no": 301,
"confidence": []
},
...
],
'class-map': {'0': 'Car', '1': 'Person'},
'type': 'groundtruth/point_cloud_object_tracking',
'human-annotated': 'yes',
'creation-date': '2019-11-12T01:18:14.271944',
'job-name': 'identify-3d-objects',
"adjustment-status": "adjusted"
}
}

上の例では、seq1.json の各フレームの直方体データは、 Amazon S3 の場所
s3://<customerOutputLocation>/<labelingJobName>/annotations/consolidatedannotation/output/<datasetObjectId>/SeqLabel.json の SeqLabel.json にあります。以下
は、このラベルシーケンスファイルの例です。
シーケンスの各フレームで、frame-number、frame-name、該当する場合は frame-attributes と
annotations のリストが表示されます。このリストには、そのフレーム用に描画された 3D 立方体が含
まれます。各注釈には、以下の情報が含まれています。
• フォーマットが <class>:<integer> の object-name。class がラベルカテゴリを識別
し、integer はデータセット全体で一意の ID です。
• ワーカーが直方体を描画すると、複数のフレームにわたって同じオブジェクトを識別するすべての直方
体に関連付けられている一意の object-id に関連付けられます。
• 入力マニフェストで指定した各クラスまたはラベルカテゴリは、class-id に関連付けられていま
す。class-map を使用して、各クラス ID に関連付けられたクラスを識別します。
• center-x、center-y、center-zは、ラベル付けジョブで使用される 3D 点群の入力データと同じ座
標系で、直方体の中心の座標です。
• length、width、 height は、直方体のディメンションを記述します。
• yaw は、直方体の方向 (進行方向) をラジアン単位で記述するために使用されます。

Note
yaw右利きのデカルト座標系になりました。この機能は 2022 年 9 月 2 日 19:02:17 UTC に追
加されたため、yawそれ以前の出力データで以下を使用して測定します（単位はすべてラジア
ン）。
old_yaw_in_output = pi - yaw
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• この定義では、+xは右側、+yは前方向、+zは地面から上向きです。回転順序は x-y-z で
す。-roll,pitchそしてyaw右利きのデカルト座標系で表されます。3D 空間では、rollx 軸に沿ってい
るpitchy 軸に沿っていてyawz 軸に沿っています。3つすべてが反時計回りです。
• 特定のクラスの入力マニフェストファイルにラベル属性を含めると、ワーカーがラベル属性を選択した
すべての直方体に対して label-category-attributes パラメータが含まれます。

{

"tracking-annotations": [
{
"frame-number": 0,
"frame-name": "0.txt.pcd",
"frame-attributes": {name: value, name: value},
"annotations": [
{
"label-category-attributes": {},
"object-name": "Car:4",
"class-id": 0,
"center-x": -2.2906369208300674,
"center-y": 103.73924823843463,
"center-z": 0.37634114027023313,
"length": 4,
"width": 2,
"height": 2,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.5827222214406014,
"object-id": "ae5dc770-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
},
{
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:1",
"class-id": 0,
"center-x": -2.6451293634707413,
"center-y": 124.9534455706848,
"center-z": 0.5020834081743839,
"length": 4,
"width": 2,
"height": 2.080488827301309,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": -1.5963335581398077,
"object-id": "06efb020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
},
{
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:2",
"class-id": 0,
"center-x": -5.205611313118477,
"center-y": 99.91731932137061,
"center-z": 0.22917217081212138,
"length": 3.8747142207671956,
"width": 1.9999999999999918,
"height": 2,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.5672228760316775,
"object-id": "26fad020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
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},
{

}

]

}

]

}

"frame-number": 1,
"frame-name": "1.txt.pcd",
"frame-attributes": {},
"annotations": [
{
"label-category-attributes": {},
"object-name": "Car:4",
"class-id": 0,
"center-x": -2.2906369208300674,
"center-y": 103.73924823843463,
"center-z": 0.37634114027023313,
"length": 4,
"width": 2,
"height": 2,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.5827222214406014,
"object-id": "ae5dc770-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
},
{
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:1",
"class-id": 0,
"center-x": -2.6451293634707413,
"center-y": 124.9534455706848,
"center-z": 0.5020834081743839,
"length": 4,
"width": 2,
"height": 2.080488827301309,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": -1.5963335581398077,
"object-id": "06efb020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
},
{
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:2",
"class-id": 0,
"center-x": -5.221311072916759,
"center-y": 100.4639841045424,
"center-z": 0.22917217081212138,
"length": 3.8747142207671956,
"width": 1.9999999999999918,
"height": 2,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.5672228760316775,
"object-id": "26fad020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
}
]
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強化されたデータラベリング機能
アマゾン SageMaker Ground Truth は、ワーカーへのラベル付けするデータオブジェクトの送信を管理し
ます。各データオブジェクトのラベル付けは、タスクです。ワーカーは、ラベル付けジョブ全体が完了す
るまで、各タスクを実行します。Ground Truth は、タスクの総数をより小さいバッチに分割し、それを
ワーカーに送信します。前のバッチが終了すると、新しいバッチがワーカーに送信されます。
Ground Truth には、データラベルの精度の向上と、データのラベル付けに伴う総コストの削減に役立つ 2
つの機能があります。
• 注釈統合は、データオブジェクトのラベルの精度を向上させるのに役立ちます。複数のワーカーの注釈
タスクの結果を 1 つの忠実度の高いラベルにまとめます。
• 自動データラベリングは、機械学習を使用して自動的にデータの一部にラベルを付けます。人間のワー
カーにデータを送信する必要はありません。
トピック
• ワーカーに送信されるデータオブジェクトのフローを制御する (p. 532)
• 注釈統合 (p. 533)
• データのラベル付けの自動化 (p. 535)
• ラベル付けジョブの連鎖 (p. 541)

ワーカーに送信されるデータオブジェクトのフローを制御する
作成するラベル付けジョブの種類に応じて、Amazon SageMaker Ground Truth は、バッチまたはストリー
ミング方式でデータオブジェクトをワーカーに送信します。ワーカーへのデータオブジェクトのフロー
は、次の方法で制御できます。
• どちらのタイプのラベル付けジョブでも、ラベル付けジョブの実行中の特定の時点で、すべてのワー
カーが使用できるデータオブジェクトの総数を、MaxConcurrentTaskCount を使用して制御できま
す。
• ストリーミングラベル付けジョブの場合、ラベル付けジョブに関連付けられた Amazon SQS に送信され
るデータオブジェクトの数を監視および制御することで、ワーカーへのデータオブジェクトのフローを
制御できます。
これらのオプションの詳細については、次のセクションを参照してください。ストリーミングラベル付け
ジョブの詳細については、「Ground Truth ストリーミングラベル付けジョブ (p. 469)」を参照してくだ
さい。
トピック
• 使用アイテム MaxConcurrentTaskCount データオブジェクトのフローを制御する (p. 532)
• Amazon SQS を使用して、ストリーミングラベル付けジョブへのデータオブジェクトのフローを制御
する (p. 533)

使用アイテム MaxConcurrentTaskCount データオブジェクトのフローを制御する
MaxConcurrentTaskCount は、人間のワーカーが同時にラベル付けできるデータオブジェク
トの最大数を定義します。コンソールを使用する場合、このパラメータは 1,000 に設定されま
す。CreateLabelingJob を使用した場合は、このパラメータを 1～1,000 の範囲の任意の整数に設定で
きます。
入力マニフェストファイルを使用してラベル付けジョブを開始すると、Ground Truth は次の処理を実行し
ます。
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1. 入力マニフェストファイルにリストされた各データオブジェクトについ
て、NumberOfHumanWorkersPerDataObject に指定した値に応じて、1 つ以上のタスクが作成され
ます。例えば、データオブジェクトあたりのワーカー数を 3 に設定すると、データセットオブジェクト
ごとに 3 つのタスクが作成されます。正常にラベル付けされたとマークされるには、少なくとも 1 人の
ワーカーがオブジェクトにラベルを付ける必要があります。または、タスクの有効期限が切れたり、拒
否されたりすることがあります。
2. Mechanical Turk ワークフォースを使用している場合、Ground Truth は最初に 10 個のデータセットオ
ブジェクトのバッチをワーカーに送信します。この小さいバッチを使用してラベル付けジョブをセット
アップし、ジョブが正しく設定されていることを確認します。
3. 次に、Ground Truth はデータセットオブジェクトの MaxConcurrentTaskCount の数をワーカーに送
信します。例えば、入力マニフェストファイルに 2,000 個の入力データオブジェクトがあり、データオ
ブジェクトあたりのワーカー数を 3 に設定し、MaxConcurrentTaskCount を 900 に設定した場合、
入力マニフェストの最初の 900 個のデータオブジェクト、2,700 タスク (900 x 3) 相当がワーカーに送
信されます。これは、ワーカーに送信される最初のフルサイズのオブジェクトセットです。
4. 次に実行される処理は、作成するラベル付けジョブの種類によって異なります。この手順では、入力マ
ニフェストファイル内の 1 つ以上のデータセットオブジェクト、または Amazon SNS 入力データソー
スを使用して (ストリーミングラベル付けジョブで) 送信された 1 つ以上のデータセットオブジェクト
が、ステップ 3 でワーカーに送信されたセットに含まれていないことを前提としています。
• ストリーミングラベル付けジョブ: 作業者が利用できるオブジェクトの総数が次の値に等しい限
りMaxConcurrentTaskCountでは、Amazon SNS を使用してリアルタイムで送信する、入力マニ
フェストファイル上のすべての残りのデータセットオブジェクトが、Amazon SQS キューに配置され
ます。ワーカーが使用できるオブジェクトの合計数が NumberOfHumanWorkersPerDataObject か
ら MaxConcurrentTaskCount を引いた数を下回った場合、キューからの新しいデータオブジェク
トを使用して、リアルタイムでワーカーに送信される NumberOfHumanWorkersPerDataObject タ
スクが作成されます。
• 非ストリーミングラベル付けジョブ: 作業者が 1 セットのオブジェクトにラベルを付け終えると、最
大でMaxConcurrentTaskCount回NumberOfHumanWorkersPerDataObject多数の新しいタス
クがワーカーに送信されます。このプロセスは、入力マニフェストファイル内のすべてのデータオブ
ジェクトにラベルが付けられるまで繰り返されます。

Amazon SQS を使用して、ストリーミングラベル付けジョブへのデータオブジェ
クトのフローを制御する
ストリーミングラベル付けジョブを作成すると、Amazon SQS キューがアカウントに自動的に作成されま
す。データオブジェクトは、ワーカーに送信されたオブジェクトの総数が MaxConcurrentTaskCount
を上回っている場合にのみ Amazon SQS キューに追加されます。それ以外の場合、オブジェクトはワー
カーに直接送信されます。
このキューを使用して、ラベル付けジョブへのデータオブジェクトのフローを管理できます。詳細につい
ては、Amazon SQS キューを使用してラベル付けリクエストを管理する (p. 472) を参照してください。

注釈統合
注釈は、単一のワーカーのラベル付けタスクの結果です。注釈統合は、複数のワーカーの注釈を組み合わ
せることで、データオブジェクトの単一のラベルを作成します。ラベルは、データセット内の各オブジェ
クトに割り当てられ、実際のラベルの確率的推定に使用されます。通常、データセットの各オブジェクト
には、複数の注釈が付きますが、ラベルまたはラベルセットは 1 つのみです。
データセットの各オブジェクトに注釈を付けるワーカーの数を決定します。より多くのワーカーを使用す
るとラベルの精度が向上しますが、ラベル付けのコストも増えます。Ground Truth の料金の詳細について
は、アマゾン SageMaker Ground Truth。
アマゾンを利用する場合 SageMaker コンソールを使用してラベル付けジョブを作成します。オブジェク
トに注釈を付けることができるワーカーのデフォルト数は次のとおりです。
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• テキスト分類 - 3 ワーカー
• イメージ分類 - 3 ワーカー
• 境界ボックス - 5 ワーカー
• セマンティックセグメンテーション - 3 ワーカー
• 固有表現認識 - 3 ワーカー
CreateLabelingJob オペレーションを使用する場合は、NumberOfHumanWorkersPerDataObject パ
ラメータを使用して各データオブジェクトに注釈を付けるワーカーの数を設定します。データオブジェク
トにラベルを付けるワーカーのデフォルト数は、コンソールまたは CreateLabelingJob オペレーショ
ンを使用して上書きできます。
Ground Truth は、その事前定義済みの各ラベル付けタスク (境界ボックス、イメージ分類、セマンティッ
クセグメンテーション、テキスト分類) に対して、注釈統合関数を提供します。関数を以下に示します。
• イメージ分類とテキスト分類の複数クラスの注釈統合では、注釈に対する期待値の最大化アプローチの
バリアントを使用します。各ワーカーのパラメータを推定し、個々のワーカーのクラス注釈に基づい
て、ベイズ推定で実際のクラスを推定します。
• 境界ボックスの注釈では、複数のワーカーの境界ボックスを統合します。この関数は、ボックスの
Jaccard インデックス (和集合における共通部分の割合) に基づいて、さまざまなワーカーから最も類似
したボックスを見つけ、それらを平均化します。
• セマンティックセグメンテーションの注釈の統合は、単一画像内の各ピクセルをマルチクラス分類とし
て扱います。また、イメージにスムージング機能を適用することで組み込まれた周囲のピクセルからの
追加情報により、ワーカーからのピクセル注釈を「投票」として扱います。
• 固有表現認識は、Jaccard の類似性によってテキスト選択をクラスタリングし、モードに基づいて選択
境界を計算します。モードが明確でない場合は中央値を計算します。ラベルは、クラスター内で最も割
り当てられたエンティティラベルに解決され、ランダムな選択によって関係が破壊されます。
注釈を統合するには、他のアルゴリズムを使用できます。詳細については、「独自の注釈統合関数の作
成 (p. 534)」を参照してください。

独自の注釈統合関数の作成
独自の注釈統合関数を使用して、ラベル付けしたオブジェクトの最終的なラベルを決定できます。関数を
記述するアプローチは複数あり、どのアプローチを採用するかは、統合する注釈の性質によります。大ま
かに言うと、統合関数は、ワーカーからの注釈を参照してその類似性を測定し、何らかの形式の確率的判
断を使用して、最も可能性の高いラベルが何であるかを判断します。
他のアルゴリズムを使用して注釈統合関数を作成する場合は、ジョブの出力先とする Amazon S3 バケッ
トの [project-name]/annotations/worker-response フォルダでワーカーの応答を参照できま
す。

類似度の評価
ラベル間の類似度を評価するには、次のいずれかの戦略を使用するか、データのラベル付けニーズを満た
す特定の戦略を使用できます。
• 複数クラス分類といった、個別の相互排他なカテゴリで構成されるラベルスペースについては、簡単に
類似度を評価できます。離散ラベルが一致するか、一致しないかのいずれかです。
• 境界ボックス注釈など、離散値を持たないラベルスペースについては、より広範な類似度の測定基準を
見つけます。境界ボックスの場合、そうした測定基準の 1 つが Jaccard インデックスです。これは、
ボックスの統合により 2 つのボックスの交差の比率を測定し、どの程度類似しているかを評価します。
例えば、3 つの注釈がある場合、同じオブジェクトを表している注釈を判断する関数があり、その関数
を統合する必要があります。
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最も可能性の高いラベルの評価
前のセクションの戦略の詳細のいずれかを念頭に置いて、統合ラベルが何であるかについて、何らかの確
率的判断を行います。個別の相互排他なカテゴリの場合、これは簡単です。これを行う最も一般的な方法
の 1 つは、注釈間の多数決方式の結果を採用することです。これにより、注釈が均等に加重されます。
アプローチによっては、さまざまなアノテーターの精度を予測し、正しいことの可能性に比例して注釈を
加重するよう試行します。一例として、マルチクラスの注釈でデフォルトの Ground Truth 統合関数で使用
される期待値最大化法があります。
注釈統合関数の作成の詳細については、「ステップ 3: で処理AWS Lambda (p. 407)」を参照してくださ
い。

データのラベル付けの自動化
お選びいただければ、アマゾン SageMaker Ground Truth は、アクティブラーニングを使用して、特定の
組み込みタスクタイプの入力データのラベル付けを自動化できます。アクティブラーニングとは、ワー
カーがラベル付けするデータを識別する機械学習の手法です。Ground Truth では、この機能を「自動デー
タラベリング」と呼びます。自動データラベリングは、人間だけを使用する場合と比べて、データセット
のラベル付けの所要コストと時間を削減するのに役立ちます。自動ラベル付けを使用すると、 SageMaker
トレーニングと推論の費用。
アクティブラーニングで使用されるニューラルネットワークは新しいデータセットごとに大量のデータを
必要とするため、自動データラベリングは大規模なデータセットに対して使用することをお勧めします。
通常、提供するデータが増えるほど、予測の精度が高くなります。自動ラベル付けモデルで使用される
ニューラルネットワークで許容可能な高レベルの精度を達成できる場合にのみ、データが自動ラベル付け
されます。したがって、データセットが大きいほど、ニューラルネットワークは自動ラベル付けに十分な
高い精度を達成できるため、データが自動ラベル付けされる可能性が高くなります。自動データラベリン
グは、何千ものデータオブジェクトがある場合に最も適しています。自動データラベリングに許容される
最小のオブジェクト数は 1,250 ですが、少なくとも 5,000 個のオブジェクトを指定することを強くお勧め
します。
自動データラベリングは、次の Ground Truth 組み込みタスクタイプでのみ使用できます。
• イメージ分類 (単一ラベル) (p. 279)
• イメージセマンティックセグメンテーション (p. 272)
• オブジェクトの検出 (境界ボックス (p. 266))
• テキスト分類 (単一ラベル) (p. 290)
ストリーミングラベル付けジョブは、自動データラベリングをサポートしていません。
独自のモデルを使用してカスタムアクティブラーニングワークフローを作成する方法については、「独自
のモデルを使用してアクティブラーニングワークフローをセットアップする (p. 541)」を参照してくださ
い。
自動データラベリングジョブには、入力データのクォータが適用されます。データセットのサイズ、入力
データのサイズ、解像度の制限に関する情報は、「入力データのクォータ (p. 474)」を参照してくださ
い。

Note
本番環境で自動ラベル付けモデルを使用する前に、モデルの微調整またはテストを行うか、そ
の両方を行う必要があります。ラベル付けジョブで生成されたデータセットでモデルを微調整す
る (または別の選択した監視対象モデルを作成して調整する) ことで、モデルのアーキテクチャと
ハイパーパラメータを最適化できます。モデルを微調整なしで推論に使用する場合は、Ground
Truth でラベル付けしたデータセットの代表的なサブセット (ランダムに選択したサブセットなど)
で精度を評価し、期待値を満たしていることを確認するよう強くお勧めします。
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仕組み
自動データラベリングは、ラベル付けジョブの作成時に有効にします。この仕組みは以下のようになって
います。
1. Ground Truth は、自動データラベリングジョブを開始するときに、入力データオブジェクトのランダム
なサンプルを選択して人間のワーカーに送信します。これらのデータオブジェクトの 10% 以上が失敗
すると、ラベル付けジョブは失敗します。ラベル付けジョブが失敗した場合は、Ground Truth が返すエ
ラーメッセージを確認するだけでなく、入力データがワーカー UI に正しく表示されていること、指示
が明確であること、ワーカーにタスクを完了するのに十分な時間を与えていることを確認します。
2. ラベル付きデータが返されると、トレーニングセットと検証セットの作成に使用されます。Ground
Truth は、これらのデータセットを使用してデータの自動ラベル付けに使用されるモデルをトレーニン
グおよび検証します。
3. Ground Truth は、検証されたモデルを使用してバッチ変換ジョブを実行し、検証データに対する推論を
行います。バッチ推論では、検証データ内のオブジェクトごとに信頼スコアと品質メトリクスが生成さ
れます。
4. 自動ラベル付けコンポーネントは、これらの品質メトリクスと信頼スコアを使用して、品質ラベルを保
証する信頼スコアのしきい値を作成します。
5. Ground Truth は、推論用の同じ検証済みモデルを使用して、データセット内のラベル付けされていない
データに対してバッチ変換ジョブを実行します。これにより、オブジェクトごとの信頼スコアが生成さ
れます。
6. Ground Truth の自動ラベル付けコンポーネントは、オブジェクトごとにステップ 5 で生成された信頼ス
コアが、ステップ 4 で決定された必要なしきい値を満たしているかどうかを判断します。信頼スコアが
しきい値を満たしている場合は、自動ラベル付けに期待される品質が、要求される精度のレベルを超え
ているため、当該オブジェクトは自動ラベル付けされたものと見なされます。
7. ステップ 6 では、信頼スコアを持つラベルなしデータのデータセットを生成します。Ground Truth は、
このデータセットから信頼スコアの低いデータポイントを選択し、人間のワーカーに送信します。
8. Ground Truth は、人間によってラベル付けされた既存のデータと、人間のワーカーからの追加でラベル
付けされたこのデータを使用して、新しいモデルを更新します。
9. このプロセスは、データセットが完全にラベル付けされるか、別の停止条件が満たされるまで繰り返さ
れます。例えば、人間の注釈予算に達すると、自動ラベル付けは停止します。
上記のステップは、繰り返し行われます。次の表の各タブを選択すると、オブジェクト検出の自動ラベ
ル付けジョブの各イテレーションで発生するプロセスの例が表示されます。これらのイメージの特定のス
テップで使用されるデータオブジェクトの数 (200 など) は、この例固有のものです。ラベルを付けるオブ
ジェクトが 5,000 未満の場合、検証セットのサイズはデータセット全体の 20% になります。入力データ
セットに 5,000 を超えるオブジェクトがある場合、検証セットのサイズはデータセット全体の 10% にな
ります。API オペレーション CreateLabelingJob を使用する場合、MaxConcurrentTaskCount の値
を変更することでアクティブラーニングのイテレーションごとに収集される人間のラベルの数を制御でき
ます。コンソールを使用してラベル付けジョブを作成する場合、この値は 1,000 に設定されます。[Active
Learning] (アクティブラーニング) タブのアクティブラーニングフローでは、この値は 200 に設定されま
す。

536

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
強化されたデータラベリング機能

Model Training
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Active Learning

自動ラベルの精度
精度の定義は、自動ラベル付けで使用する組み込みタスクタイプによって異なります。すべてのタスクタ
イプにおいて、これらの精度要件は Ground Truth によって事前に決定され、手動で構成することはできま
せん。
• イメージ分類とテキスト分類では、Ground Truth はロジックを使用して、少なくとも 95% のラベル精
度に相当するラベル予測信頼レベルを見つけます。つまり、Ground Truth では、人間がその例でラベル
付けした場合と比較すると、自動ラベルの精度は少なくとも 95% になると予想します。
• 境界ボックスの場合、自動ラベル付けされたイメージの期待平均 Intersection Over Union (IoU) の値は
0.6 です。平均 IoU を求めるために、Ground Truth はすべてのクラスについて、イメージ上のすべての
予測ボックスと欠落したボックスの平均 IoU を計算し、クラス間でこれらの値を平均化します。
• セマンティックセグメンテーションの場合、自動ラベルイメージの期待平均 IoU は 0.7 です。平均 IoU
を求めるために、Ground Truth はイメージ内のすべてのクラス (背景を除く) の IoU 値の平均をとりま
す。
アクティブラーニングのイテレーションごとに（上記のリストの手順 3～6）、自動ラベル付きオブジェク
トの予想精度が事前定義された特定の精度要件を満たすように、人間による注釈付き検証セットを使用し
て信頼しきい値が検出されます。

自動データラベリングジョブの作成 (コンソール)
自動ラベル付けを使用するラベル付けジョブを作成するには SageMaker コンソールでは、次の手順に従
います。

自動データラベリングジョブを作成するには (コンソール)
1.
2.

Ground Truthラベル付けジョブのセクション SageMakerコンソール:https://console.aws.amazon.com/
sagemaker/groundtruth。
ラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436) をガイドとして使用し、[Job overview] (ジョブ概要)
セクションと [Task type] (タスクタイプ) セクションに入力します。自動ラベル付けは、カスタムタス
クタイプではサポートされません。
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3.

[Workers] (ワーカー) で、ワークフォースタイプを選択します。

4.

同じセクションで、[Enable automated data labeling] (自動データラベリングを有効化) を選択しま
す。

5.

ステップ 4: バウンディングボックスツールの設定 (p. 265) をガイドとして、[Task Type labeling
tool] (タスクタイプのレベル付けツール) セクションでワーカーの指示を作成します。例えば、ラ
ベル付けジョブタイプとして [Semantic segmentation] を選択した場合、このセクションの名前は
[Semantic segmentation labeling tool] になります。

6.

ワーカーの指示とダッシュボードをプレビューするには、[Preview] (プレビュー) を選択します。

7.

[作成] を選択します。これにより、ラベル付けジョブと自動ラベル付けプロセスが作成されて開始さ
れます。

ラベリングジョブはラベル付けジョブのセクション SageMaker コンソール。出力データは、ラベル付け
ジョブの作成時に指定した Amazon S3 バケットに表示されます。ラベル付けジョブの出力データの形式
とファイル構造の詳細については、「出力データ (p. 508)」を参照してください。

自動データラベリングジョブの作成 (API)
を使用して自動データラベリングジョブを作成するには SageMaker API、使っ
てLabelingJobAlgorithmsConfigのパラメータCreateLabelingJob操作。CreateLabelingJob
オペレーションを使用してラベル付けジョブを開始する方法については、「ラベル付けジョブを作成
(API) (p. 439)」を参照してください。
自動データラベリングに使用するアルゴリズムの Amazon リソースネーム (ARN)
をLabelingJobAlgorithmSpecificationArnパラメータ。自動ラベル付けでサポートされている Ground Truth
の 4 つの組み込みアルゴリズムから 1 つを選択します。
• イメージ分類 (単一ラベル) (p. 279)
• イメージセマンティックセグメンテーション (p. 272)
• オブジェクトの検出 (境界ボックス (p. 266))
• テキスト分類 (単一ラベル) (p. 290)
自動データラベリングジョブが終了すると、Ground Truth は自動データレベリングジョブで使用したモデ
ルの ARN を返します。このモデルを同様の自動ラベル付けジョブタイプの開始モデルとして使用するに
は、この ARN の文字列形式をInitialActiveLearningModelArnパラメータ。モデルの ARN を取得するには、
次のような AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用します。
# Fetch the mARN of the model trained in the final iteration of the previous labeling
job.Ground Truth
pretrained_model_arn = sagemaker_client.describe_labeling_job(LabelingJobName=job_name)
['LabelingJobOutput']['FinalActiveLearningModelArn']

自動ラベル付けで使用される ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュー
ムのデータを暗号化するには、VolumeKmsKeyId パラメータに AWS Key Management Service (AWS
KMS) キーを含めます。AWS KMS キーの詳細については、「AWS Key Management Service とは」
(AWS Key Management Service デベロッパーガイド) を参照してください。
を使用する例としてCreateLabelingJob自動データラベリングジョブを作成する操作について
は、object_detection_tutorialの例SageMaker 例,Ground Truth ラベルのジョブのセクション SageMaker
ノートブックインスタンス。ノートブックインスタンスを作成して開く方法については、「ノートブック
インスタンスの作成 (p. 197)」を参照してください。アクセス方法について説明します。 SageMaker ノー
トブックの例、を参照してくださいサンプルノートブック (p. 208)。
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自動データラベリングに必要な Amazon EC2 インスタンス
次の表は、トレーニングとバッチ推論ジョブのために自動データラベリングを実行するのに必要な
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの一覧です。
自動データラベリングジョブタ
イプ

トレーニングインスタンスタイ
プ

推論インスタンスタイプ

イメージ分類

ml.p3.2xlarge*

ml.c5.xlarge

オブジェクトの検出 (境界ボック
ス)

ml.p3.2xlarge*

ml.c5.4xlarge

テキスト分類

ml.c5.2xlarge

ml.m4.xlarge

セマンティックセグメンテー
ション

ml.p3.2xlarge*

ml.p3.2xlarge*

* アジアパシフィック (Mumbai)リージョン (ap-south-1) では、代わりに ml.p2.8xlarge を使用します。
Ground Truth は、自動データラベリングジョブに使用するインスタンスを管理します。ジョブの実行に必
要なインスタンスを作成、設定、および終了します。これらのインスタンスは、Amazon EC2 インスタン
スダッシュボードには表示されません。

独自のモデルを使用してアクティブラーニングワークフローをセットアップする
独自のアルゴリズムを使用してアクティブラーニングワークフローを作成し、そのワークフ
ローでトレーニングと推論を実行して、データを自動ラベル付けできます。ノートブックの
bring_your_own_model_for_sagemaker_labeling_workflows_with_active_learning.ipynb は、 SageMaker 組
み込みアルゴリズムBlazingText。このノートブックでは、AWS Step Functions を使用してこのワークフ
ローを実行する際に使用できる AWS CloudFormation スタックが提供されます。ノートブックとサポート
ファイルは、こちらにありますGitHub 倉庫。
このノートブックは SageMaker サンプルリポジトリ。「」を参照してください。サンプルノートブック
を使用するするアマゾンの探し方を学ぼう SageMaker サンプルノートブック。

ラベル付けジョブの連鎖
アマゾン SageMaker Ground Truth では、クローン作成と連鎖の 2 つの方法で前のジョブのデータセット
を再利用することができます。
クローン作成では、以前のラベル付けジョブの設定がコピーされるため、追加の変更を行うことで実行を
開始できます。
連鎖は、前のジョブの設定だけでなく、結果も使用します。これにより、未完了のジョブを続行し、完了
したジョブにラベルやデータオブジェクトを追加することができます。連鎖の操作は、クローン作成より
も複雑です。
データ処理の場合:
• クローン作成では、以前のジョブの入力マニフェストを必要に応じて変更し、これを新しいジョブの入
力マニフェストとして使用します。
• 連鎖では、以前のジョブの出力マニフェストを新しいジョブの入力マニフェストとして使用します。

連鎖は、次の場合に便利です。
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• 手動で停止したラベル付けジョブを続行する。
• 途中で失敗したラベル付けジョブを、問題の修正後に続行する。
• ジョブの一部を手動でラベル付けした後で、自動データラベリングに切り替える (またはその逆)。
• 完了したジョブにさらにデータオブジェクトを追加して、そこからジョブを開始する。
• 完了したジョブに別の注釈を追加する。例えば、トピックにラベル付けされたフレーズのコレクション
があり、そのセットを再度実行して、トピックの暗黙的な対象者別に分類するとします。
アマゾンで SageMaker Ground Truth では、コンソールまたは API を使用して、連鎖されたラベル付け
ジョブを設定できます。

主要用語: ラベル属性名
ラベル属性名 (API では LabelAttributeName) は、ワーカーがデータオブジェクトに割り当てたラベル
から形成されたキーと値のペアのキーとなる文字列です。
ラベル属性名には、次の規則が適用されます。
• -metadata で終わることはできません。
• source および source-ref の名前は予約されているため使用できません。
• セマンティックセグメンテーションのラベル付けジョブでは、-ref で終わる必要があります。他のす
べてのラベル付けジョブで、-ref で終わることはできません。コンソールを使用してジョブを作成す
る場合、Amazon SageMaker Ground Truth が自動的に追加されます-refセマンティックセグメンテー
ションジョブを除くすべてのラベル属性名に。
• 連鎖されたラベル付けジョブの場合、元のジョブと同じラベル属性名を使用しているときに、自動ラ
ベル付けを使用するように連鎖ジョブを設定すると、任意の時点で自動ラベル付けモードになったとき
に、Ground Truth は元のジョブのモデルを使用します。
出力マニフェストでは、ラベル属性名が次のように表示されます。
"source-ref": "<S3 URI>",
"<label attribute name>": {
"annotations": [{
"class_id": 0,
"width": 99,
"top": 87,
"height": 62,
"left": 175
}],
"image_size": [{
"width": 344,
"depth": 3,
"height": 234
}]
},
"<label attribute name>-metadata": {
"job-name": "<job name>",
"class-map": {
"0": "<label attribute name>"
},
"human-annotated": "yes",
"objects": [{
"confidence": 0.09
}],
"creation-date": "<timestamp>",
"type": "groundtruth/object-detection"
}
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コンソールでジョブを作成する際に、ラベル属性名の値を明示的に設定しないと、Ground Truth はジョブ
のラベル属性名としてジョブ名を使用します。

連鎖ジョブの開始 (コンソール)
既存のジョブのリストから、停止、失敗、または完了したラベル付けジョブを選択します。これによ
り、[Actions] (アクション) メニューが有効になります。
[Actions] (アクション) メニューから [Chain] (連鎖) を選択します。

ジョブの概要パネル
[ジョブの概要] パネルで、新しい [ジョブ名] は、このジョブの連鎖元のジョブのタイトルに基づいて設定
されます。このデフォルトの名前は変更できます。
ラベル付けジョブ名とは異なるラベル属性名を指定することもできます。
完了したジョブから連鎖している場合は、構成中の新しいジョブの名前がラベル属性の名前に使用されま
す。名前を変更するには、チェックボックスをオンにします。
停止または失敗したジョブから連鎖している場合は、連鎖元のジョブの名前がラベル属性の名前に使用さ
れます。名前のチェックボックスがオンになっているため、値を簡単に確認および編集することができま
す。

属性ラベルの命名に関する考慮事項
• デフォルトでは、Ground Truth で選択されているラベルの属性名が使用されます。そのラベル
属性名に接続されたデータを含まないデータオブジェクトはすべてラベル付けされます。
• マニフェストに存在しないラベル属性名を使用すると、データセット内のオブジェクトはすべ
て、ジョブで処理されます。
この場合の [入力データセットの場所] は、連鎖ジョブの出力マニフェストとして自動的に選択されます。
入力フィールドは使用できないため、変更することはできません。

ラベル付けジョブにデータオブジェクトを追加する
代替マニフェストファイルを指定することはできません。前のジョブの出力マニフェストを手動
で編集して新しい項目を追加してから、連鎖ジョブを開始します。Amazon S3 URI を使用する
と、Amazon S3 バケット内のマニフェストを格納している場所を見つけやすくなります。そこか
らマニフェストファイルをダウンロードして、コンピュータ上でローカルに編集し、新しいバー
ジョンをアップロードして置き換えます。編集中にエラーが発生していないことを確認してくだ
さい。JSON を確認するには JSON lineter を使用することをお勧めします。通常、一般的なテキ
ストエディタや IDE では linter のプラグインを使用することができます。

連鎖ジョブの開始 (API)
この手順は、CreateLabelingJob を使用した新しいラベル付けジョブの設定とほぼ同じです。ただし、
次の 2 つの主な違いを除きます。
• マニフェストの場所: 前のジョブのオリジナルのマニフェストを使うより
も、ManifestS3Uri()DataSourceの Amazon S3 URI を指している必要があります出力マニフェス
ト前のラベリングジョブから。
• ラベル属性名: 正しい設定を行うLabelAttributeNameここでは価値が重要です。これはキーと値のペ
アのキー部分です。値部分はラベル付けするデータです。サンプルのユースケースを以下に示します。
• 完了したジョブに新しいラベルまたは具体的なラベルを追加する - 新しいラベル属性名が設定されま
す。
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• 以前のジョブのラベル付けされていない項目をラベル付けする - 前のジョブのラベルの属性名が使用
されます。

部分的にラベル付けされたデータセットの使用
既に部分的にラベル付けされている拡張マニフェストを使用すると、連鎖によるメリットが得られます。
[ラベル属性名] チェックボックスをオンにして、マニフェストの名前と一致するように名前を設定しま
す。
API を使用する場合の手順は、連鎖ジョブを開始する場合と同じです。ただし、以前のジョブの出力マ
ニフェストを使用せずに、必ずマニフェストを Amazon S3 バケットにアップロードして使用してくださ
い。
マニフェストのラベルの属性名の値は、以前に説明した命名の考慮事項に準拠している必要があります。

Ground Truth のセキュリティとアクセス許可
このページでは、Ground Truth のセキュリティ機能と、IAM ユーザーまたはロールがラベル付けジョブ
を作成できるようにするための AWS Identity and Access Management (IAM）アクセス許可を構成する方
法について学習します。さらに、実行ロールの作成方法について説明します。実行ロールは、ラベル付け
ジョブの作成時に指定するロールです。このロールは、ラベル付けジョブを開始する際に使用します。
新しいユーザーですぐに開始したい場合、または詳細なアクセス許可を必要としない場合は、「Ground
Truth で IAM 管理ポリシーを使用する (p. 546)」を参照してください。
IAM ユーザーとロールの詳細については、 IAM ユーザーガイドの「アイデンティティ （ユーザー、グ
ループ、ロール）」を参照してください。
での IAM の使用の詳細については SageMaker、「」を参照してくださいAmazon SageMaker 用の Identity
and Access Management (p. 3265)。
トピック
• CORS アクセス許可要件 (p. 544)
• Ground Truth を使用するための IAM アクセス権限を割り当てる (p. 545)
• Amazon の使用 SageMaker Amazon Virtual Private Cloud のGround Truth (p. 557)
• 出力データとストレージボリュームの暗号化 (p. 568)
• ワークフォースの認証と制限 (p. 569)

CORS アクセス許可要件
2020 年初めに、Chrome や Firefox などの広く使用されているブラウザは、EXIF データと呼ばれるイメー
ジメタデータに基づいて画像を回転させるデフォルトの動作を変更しました。それまで、ブラウザは、イ
メージをディスクに保存されているとおりに常に表示しており、イメージは通常回転されませんでした。
変更後、イメージは、向きの値と呼ばれるイメージメタデータに従って回転するようになりました。これ
は、機械学習 (ML) コミュニティ全体にとって重要な意味があります。例えば、イメージを注釈するアプリ
ケーションが、EXIF の向きを考慮しない場合、予期しない向きでイメージを表示し、間違ったラベルにな
ることがあります。
Chrome 89 以降、ウェブ標準グループ W3C は、イメージの回転を制御する機能がウェブの同一生成元ポ
リシーに違反していると判断したため、AWS ではイメージの回転を自動的に阻止できなくなりました。し
たがって、ラベル付けジョブを作成するリクエストの送信時に、人間のワーカーが予測可能な方向で入力
イメージに注釈するには、入力イメージを含む Amazon S3 バケットに CORS ヘッダーポリシーを追加す
る必要があります。
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Important
入力データを含む Amazon S3 バケットに CORS 設定を追加しない場合、それらの入力データオ
ブジェクトのラベル付けタスクは失敗します。
Ground Truth コンソールを使用してジョブを作成する場合、CORS はデフォルトで有効になっています。
すべての入力データが入力マニフェストファイルと同じ Amazon S3 バケットにない場合は、次の手順を
使用して、入力データを含むすべての AmazonS3 バケットに CORS 設定を追加する必要があります。
CreateLabelingJob APIを使用して Ground Truth ラベル付けジョブを作成している場合は、S3 コン
ソールの入力データを含む Amazon S3 バケットに CORS ポリシーを追加できます。Amazon S3 コンソー
ルで入力イメージを含む Amazon S3 バケットに必要な CORS ヘッダーを設定するには、「CORS によ
りクロスドメインリソース共有を追加する方法」で説明されている指示に従います。イメージをホストす
るバケットには、次の CORS 設定コードを使用します。Amazon S3 コンソールを使用してポリシーをバ
ケットに追加する場合は、JSON 形式を使用する必要があります。

Important
3D 点群または動画フレームのラベル付けジョブを作成する場合は、CORS 設定にルールを追加
する必要があります。詳細については、それぞれ「3D 点群ラベリングジョブのアクセス許可の要
件 (p. 362)」と「動画フレームジョブのアクセス許可の要件 (p. 313)」を参照してください。
JSON
[{

}]

"AllowedHeaders": [],
"AllowedMethods": ["GET"],
"AllowedOrigins": ["*"],
"ExposeHeaders": ["Access-Control-Allow-Origin"]

XML
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

Ground Truth を使用するための IAM アクセス権限を割り当てる
このセクションのトピックでは、AWS Identity and Access Management (IAM) 管理ポリシーとカスタムポ
リシーを使用して Ground Truth と関連リソースへのアクセスを管理する方法について説明します。
このページのセクションを使用して、次のことを学習できます。
• ラベル付けジョブを作成するためのアクセス許可を IAM ユーザーまたはロールに付与する IAM ポ
リシーを作成する方法。管理者はIAM ポリシーを使用して Amazon へのアクセスを制限できます
SageMaker およびその他AWSGround Truth ルース特有のサービス
• を作成する方法 SageMaker 実行ロール。実行ロールは、ラベル付けジョブの作成時に指定するロール
です。ロールは、ラベル付けジョブを開始および管理する際に使用されます。
このページにあるトピックの概要を以下に示します。
• Ground Truth の使用を開始する場合、またはユースケースに詳細なアクセス許可を必要としない場合
は、「Ground Truth で IAM 管理ポリシーを使用する (p. 546)」で説明されている IAM 管理ポリシーを
使用することをお勧めします。
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• Ground Truth コンソールの使用に必要なアクセス許可の詳細については、「Amazon を使用するための
IAM アクセス許可を付与する SageMaker Ground Truth (p. 546)」を参照してください。このセクショ
ンでは、プライベートワークチームの作成と変更、ベンダーワークチームのサブスクリプション、カス
タムラベル付けワークフローの作成を行うアクセス許可を IAM エンティティに付与するポリシーの例を
示します。
• ラベル付けジョブを作成する際、実行ロールを指定する必要があります。「の作成 SageMaker Ground
Truth ラベル付けJob を実行ロール (p. 551)」を使用して、このロールに必要なアクセス許可について
確認します。

Ground Truth で IAM 管理ポリシーを使用する
SageMaker Ground Truth が提供するAWSラベル付けジョブを作成するために使用できる管理ポリ
シー。Ground Truth の使用を開始する場合、またはユースケースに詳細なアクセス許可を必要としない場
合は、次のポリシーを使用することをお勧めします。
• AmazonSageMakerFullAccess - このポリシーを使用して、ラベル付けジョブを作成するアクセス許
可を IAM ユーザーまたはロールに付与します。これは、IAM エンティティに使用許可を与える広範な
ポリシーです SageMaker 機能、および必要な機能AWSコンソールと API を介してサービスを提供しま
す。このポリシーは、Amazon Cognito を使用してラベル付けジョブを作成し、ワークフォースを作成
および管理するアクセス許可を IAM エンティティに付与します。詳細については、次を参照してくださ
い。AmazonSageMakerFullAccess ポリシー。
• AmazonSageMakerGroundTruthExecution - 実行ロールを作成するには、ポリシー
AmazonSageMakerGroundTruthExecution を IAM ロールロールにアタッチします。実行ロールは、
ラベル付けジョブの作成時に指定するロールで、ラベル付けジョブの開始に使用されます。このポリ
シーでは、ストリーミングラベル付けジョブと非ストリーミングラベル付けジョブの両方を作成し、任
意のタスクタイプを使用してラベル付けジョブを作成できます。この管理ポリシーには以下の制限があ
ります。
• Amazon S3 許可: このポリシーは、名前に次の文字列を含む Amazon
S3 バケットにアクセスするアクセス権限を実行ロールに付与しま
す。GroundTruth,Groundtruth,groundtruth,SageMaker,Sagemaker、およびsagemakerま
たはバケツとObject タグインクルードSageMaker名前に (大文字と小文字は区別されません) 入出
力バケット名にこれらの文字列が含まれていることを確認し、含まれていない場合は実行ロール
に追加のアクセス許可を追加して Amazon S3 バケットへのアクセス許可を付与します。Amazon
S3 バケットで次のアクションを実行するには、このロールにアクセス許可を与える必要がありま
す。AbortMultipartUpload、GetObject、PutObject。
• カスタムワークフロー: 作成時カスタムラベリングワークフロー、この実行ロールは呼
び出しに制限されていますAWS Lambda関数名の一部に次の文字列のいずれかを含む関
数:GtRecipe,SageMaker,Sagemaker,sagemaker、またはLabelingFunction。これは、前注釈
と後注釈の Lambda 関数のいずれにも適用されます。これらの文字列を含まない名前を使用するよう
に選択した場合は、ラベル付けジョブの作成に使用された実行ロールに lambda:InvokeFunction
アクセス権限を明示的に指定する必要があります。
AWS 管理ポリシーを IAM ユーザーまたはロール (ID) にアタッチする方法については、IAM ユーザーガイ
ドの「IAM ID アクセス許可の追加と削除」を参照してください。

Amazon を使用するための IAM アクセス許可を付与する SageMaker Ground
Truth
Ground Truth 領域を使用するには SageMaker コンソールでは、IAM エンティティにアクセスするための
アクセス許可を付与する必要があります SageMaker およびその他AWSGround Truth が相互作用するサー
ビス 他の AWS サービスにアクセスするために必要なアクセス許可は、ユースケースによって異なりま
す。
• Amazon S3 のアクセス許可は、すべてのユースケースで必要です。これらのアクセス許可は、入出力
データを含む Amazon S3 バケットへのアクセス権を付与する必要があります。
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• ベンダーワークフォースを使用するには、AWS Marketplace アクセス許可が必要です。
• プライベートワークチームの設定には、Amazon Cognito アクセス許可が必要です。
• 出力データの暗号化に使用できる AWS KMS キーを表示するには、AWS KMS アクセス許可が必要で
す。
• IAM アクセス許可は、既存の実行ロールを一覧表示するか、新しい実行ロールを作成するために必要で
す。さらに、add a を使用する必要がありますPassRole許可する権限 SageMaker 選択した実行ロール
を使用してラベル付けジョブを開始します。
次のセクションでは、Ground Truth の 1 つ以上の機能を使用するために IAM ロールに付与する可能性が
あるポリシーの一覧を示します。
トピック
• Ground Truth コンソールのアクセス許可 (p. 547)
• カスタムラベル付けワークフローのアクセス許可 (p. 550)
• プライベートワークフォースのアクセス許可 (p. 550)
• ベンダーワークフォースのアクセス許可 (p. 551)

Ground Truth コンソールのアクセス許可
IAM ユーザーまたはロールに Ground Truth 領域を使用するための IAM ユーザーまたはロールに許可を与
えるには SageMaker コンソールでラベル付けジョブを作成するには、ユーザーまたはロールに次のポリ
シーをアタッチします。次のポリシーは、組み込みタスクタイプを使用してラベル付けジョブを作成する
ための IAM ロールクセス許可を付与します。カスタムラベル付けワークフローを作成する場合は、カスタ
ムラベル付けワークフローのアクセス許可 (p. 550) のポリシーを以下のポリシーに追加します。次のポ
リシーに含まれる各 Statement の説明は、このコードブロックの下にあります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "SageMakerApis",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "KmsKeysForCreateForms",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:ViewSubscriptions"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "SecretsManager",
"Effect": "Allow",
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},
{

},
{

},
{

"Action": [
"secretsmanager:CreateSecret",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*"
"Sid": "ListAndCreateExecutionRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRoles",
"iam:CreateRole",
"iam:CreatePolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource": "*"
"Sid": "PassRoleForExecutionRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
"Sid": "GroundTruthConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"groundtruthlabeling:*",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:ListFunctions",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors",
"s3:ListAllMyBuckets",
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:AdminDeleteUser",
"cognito-idp:AdminDisableUser",
"cognito-idp:AdminEnableUser",
"cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:ListGroups",
"cognito-idp:ListIdentityProviders",
"cognito-idp:ListUsers",
"cognito-idp:ListUsersInGroup",
"cognito-idp:ListUserPoolClients",
"cognito-idp:ListUserPools",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
],
"Resource": "*"
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}

]

}

このポリシーには、次のステートメントが含まれます。そのステートメントの Resource リストに特定の
リソースを追加することにより、これらのステートメントのスコープを絞り込むことができます。
SageMakerApis
この声明には以下が含まれますsagemaker:*これにより、ユーザーはすべてを実行できま
すSageMakerAPI アクション。ユーザーに対し、ラベル付けジョブの作成と監視に使用されないアクショ
ンの実行を制限することで、このポリシーの範囲を縮小できます。
KmsKeysForCreateForms
このステートメントを含める必要があるのは、出力データの暗号化に使用する GroundTruth コンソール
で AWS KMS キーを一覧表示および選択する許可をユーザーに付与する場合のみです。上記のポリシー
は、AWS KMS のアカウント内の任意のキーを一覧表示および選択する許可をユーザーに付与します。
ユーザーがリストして選択できるキーを制限するには、Resource でそれらのキー ARN を指定します。
SecretsManager
このステートメントは、ラベル付けジョブの作成に必要な AWS Secrets Manager のリソースを記述、一
覧表示、作成する許可をユーザーに付与します。
ListAndCreateExecutionRoles
このステートメントは、アカウントに IAM ロールを一覧表示 (ListRoles)および作成 (CreateRole) す
る許可をユーザーに付与します。また、IAM エンティティにポリシーを作成 (CreatePolicy)およびア
タッチ (AttachRolePolicy)する許可をユーザーに付与します。これらは、コンソールで実行ロールを一
覧表示、選択、必要に応じて作成する際に必要です。
実行ロールを既に作成していて、ユーザーがコンソールでそのロールのみを選択できるように
このステートメントの範囲を絞り込む場合は、ユーザーに Resource での表示と、アクション
CreateRole、CreatePolicy、AttachRolePolicy の削除の許可を持たせる IAM ロールの ARN を指
定します。
AccessAwsMarketplaceSubscriptions
これらの権限は、ラベル付けジョブの作成時に既にサブスクライブしているベンダーワークチームを表示
および選択するために必要です。ベンダーの作業チームにサブスクライブする許可をユーザーに与えるに
は、上記のポリシーに ベンダーワークフォースのアクセス許可 (p. 551) のステートメントを追加します
PassRoleForExecutionRoles
これは、ラベル付けジョブの作成者にワーカー UI をプレビューし、入力データ、ラベル、指示が正しく
表示されることを確認する許可を与えるために必要です。このステートメントは、ラベル付けジョブを作
成するために使用される IAM 実行ロールを IAM エンティティに渡すための IAM エンティティに付与しま
す。 SageMaker ワーカー UI をレンダリングおよびプレビューします。このポリシーのスコープを絞り込
むには、Resource でラベル付けジョブの作成に使用される実行ロールのロール ARN を追加します。
GroundTruthConsole
• groundtruthlabeling - これにより、ユーザーは Ground Truth コンソールの特定の機能を使用
するために必要なアクションを実行できます。これには、ラベル付けジョブのステータスの記述
(DescribeConsoleJob)、入力マニフェストファイル内のすべてのデータセットオブジェクトの一覧
表示 (ListDatasetObjects)、データセットサンプリングが選択されている場合は、データセットの
フィルタリング (RunFilterOrSampleDatasetJob)、自動データラベリングが使用されている場合
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は、入力マニフェストファイルの生成 (RunGenerateManifestByCrawlingJob) の許可が含まれま
す。これらのアクションは Ground Truth コンソールを使用する場合にのみ使用でき、API を使用して直
接呼び出すことはできません。
• lambda:InvokeFunction と lambda:ListFunctions - これらのアクションは、カスタムラベル付
けワークフローの実行に使用される Lambda 関数をリストして呼び出す許可をユーザーに付与します。
• s3:* - このステートメントに含まれるすべてのAmazon S3 の許可は、データの自動セットアッ
プ用の Amazon S3 バケットの表示(ListAllMyBuckets)、Amazon S3 の入力データへのアク
セス（ListBucket、GetObject）、必要に応じて Amazon S3 の CORS ポリシーの確認と作
成 (GetBucketCors と PutBucketCors)、S3 へのラベル付けジョブの出力ファイルの書き込み
(PutObject) に使用されます。
• cognito-idp - これらのアクセス許可は、Amazon Cognito を使用してワークフォースを作成、表示、
管理し、プライベートにするために使用されます。これらのアクションの詳細については、「Amazon
Cognito API リファレンス」を参照してください。

カスタムラベル付けワークフローのアクセス許可
次のステートメントを、Ground Truth コンソールのアクセス許可 (p. 547) のポリシーと同様のポリシー
に追加して、カスタムラベル付けワークフローの作成中に、既存の注釈前と注釈後の Lambda 関数を選択
する許可を IAM ユーザーに付与します。
{

}

"Sid": "GroundTruthConsoleCustomWorkflow",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:ListFunctions"
],
"Resource": "*"

IAM エンティティに、注釈前と注釈後の Lambda 関数の作成とテストを行う許可を与える方法について
は、「Ground Truth で Lambda を使用するために必要なアクセス許可」を参照してください。

プライベートワークフォースのアクセス許可
アクセス許可ポリシーに追加すると、次のアクセス許可により、Amazon Cognito を使用してプライベー
トワークフォースとワークチームを作成および管理するアクセス許可が付与されます。これらのアクセス
許可は、OIDC IdP ワークフォースの使用時には必要ありません。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:AdminDeleteUser",
"cognito-idp:AdminDisableUser",
"cognito-idp:AdminEnableUser",
"cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:ListGroups",
"cognito-idp:ListIdentityProviders",
"cognito-idp:ListUsers",
"cognito-idp:ListUsersInGroup",
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}

"cognito-idp:ListUserPoolClients",
"cognito-idp:ListUserPools",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
],
"Resource": "*"

Amazon Cognito を使用したプライベートワークフォースの作成の詳細については、「Amazon Cognito
ワークフォースを作成および管理する (p. 586)」を参照してください。

ベンダーワークフォースのアクセス許可
Amazon を使用するための IAM アクセス許可を付与する SageMaker Ground Truth (p. 546) のポリシー
に次のステートメントを追加して、ベンダーワークフォースにサブスクライブするアクセス許可を IAM エ
ンティティに付与できます。
{

}

"Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions"
],
"Resource": "*"

の作成 SageMaker Ground Truth ラベル付けJob を実行ロール
ラベリングジョブを設定する際には、実行ロール、その役割はどれですか SageMaker ラベル付けジョブ
を開始および実行できるアクセス許可があります。
このロールは、以下へのアクセス許可を Ground Truth に付与する必要があります。
• Amazon S3 を使用して入力データを取得し、Amazon S3 バケットに出力データを書き込みます。
バケットの ARN を指定してバケット全体へのアクセス許可を IAM ロールに付与するか、バケッ
ト内の特定のリソースへのアクセス許可をロールに付与できます。例えば、バケットの ARN は
arn:aws:s3:::awsexamplebucket1 のようになり、Amazon S3 バケット内のリソースの ARN は
arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/prefix/file-name.png のようになります。アクション
を Amazon S3 バケット内のすべてのリソースに適用するには、ワイルドカードを使用できます。*。
例:arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/prefix/*。詳細については、Amazon Simple Storage
Service ユーザーガイドの「Amazon S3 リソース」を参照してください。
• CloudWatch ワーカーのメトリクスとラベル付けジョブステータスを記録します。
• データの暗号化のための AWS KMS。(オプション)
• カスタムワークフローを作成する場合、入力データと出力データを処理するための AWS Lambda。
さらに、ストリーミングラベル付けジョブには、このロールへのアクセス許可が必要です。
• ラベル付けリクエストの管理に使用する SQS キューとのやりとりを作成する Amazon SQS。
• Amazon SNS では、Amazon SNS 入力トピックをサブスクライブしてメッセージを取得した
り、Amazon SNS 出力トピックにメッセージを送信したりできます。
以下を除いて、これらのアクセス許可はすべて AmazonSageMakerGroundTruthExecution 管理ポリ
シーで付与されます。
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• Amazon S3 バケットのデータとストレージボリュームの暗号化。これらのアクセス許可を構成する方法
については、「AWS KMS で出力データとストレージボリュームを暗号化する (p. 555)」を参照してく
ださい。
• 関数名に GtRecipe、SageMaker、Sagemaker、sagemaker、または LabelingFunction を含まな
い Lambda 関数を選択および呼び出すための許可。
• プレフィックスまたはバケット名に
GroundTruth、Groundtruth、groundtruth、SageMaker、Sagemaker、sagemaker を含まな
い、あるいは名前に SageMaker を含む オブジェクトタグ を含まない Amazon S3 バケット (大文字と
小文字は区別されません)。
AmazonSageMakerGroundTruthExecution で提供されているものよりも詳細なアクセス許可が必要な
場合は、次のポリシーの例を使用して、特定のユースケースに適合する実行ロールを作成します。
トピック
• 組み込みタスクタイプ (非ストリーミング) の実行ロール要件 (p. 552)
• 組み込みタスクタイプ (ストリーミング) の実行ロール要件 (p. 553)
• カスタムタスクタイプの実行ロール要件 (p. 554)
• 自動データラベリングアクセス許可の要件 (p. 555)

組み込みタスクタイプ (非ストリーミング) の実行ロール要件
次のポリシーは、組み込みタスクタイプのラベル付けジョブを作成するアクセス許可を付与します。この
実行ポリシーには、AWS KMS データの暗号化または復号化のアクセス許可は含まれません。赤の斜体の
ARN をそれぞれ独自の Amazon S3 ARN に置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3ViewBuckets",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<input-bucket-name>",
"arn:aws:s3:::<output-bucket-name>"
]
},
{
"Sid": "S3GetPutObjects",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<input-bucket-name>/*",
"arn:aws:s3:::<output-bucket-name>/*"
]
},
{
"Sid": "CloudWatch",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
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"logs:CreateLogStream",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"

}

]

}

],
"Resource": "*"

組み込みタスクタイプ (ストリーミング) の実行ロール要件
ストリーミングラベル付けジョブを作成する場合は、次のようなポリシーを、ラベル付けジョブの作
成に使用する実行ロールに追加する必要があります。ポリシーの範囲を絞り込むには、Resource の *
を、IAMロールにアクセスと使用のアクセス許可を付与する特定の AWS リソースに置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<input-bucket-name>/*",
"arn:aws:s3:::<output-bucket-name>/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<input-bucket-name>",
"arn:aws:s3:::<output-bucket-name>"
]
},
{
"Sid": "CloudWatch",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
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},
{

},
{

"Resource": "*"
"Sid": "StreamingQueue",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:CreateQueue",
"sqs:DeleteMessage",
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:GetQueueUrl",
"sqs:ReceiveMessage",
"sqs:SendMessage",
"sqs:SendMessageBatch",
"sqs:SetQueueAttributes"
],
"Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"

"Sid": "StreamingTopicSubscribe",
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:Subscribe",
"Resource": [
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<input-topic-name>",
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<output-topic-name>"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"sns:Protocol": "sqs"
},
"StringLike": {
"sns:Endpoint": "arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-accountnumber>:*GroundTruth*"
}
}
},
{
"Sid": "StreamingTopic",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<input-topic-name>",
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<output-topic-name>"
]
},
{
"Sid": "StreamingTopicUnsubscribe",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Unsubscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<input-topic-name>",
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<output-topic-name>"
]
}
]
}

カスタムタスクタイプの実行ロール要件
カスタムラベル付けワークフローを作成する場合は、??? (p. 552) または 組み込みタスクタイプ (スト
リーミング) の実行ロール要件 (p. 553) にあるような実行ロールポリシーに次のステートメントを追加し
ます。
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このポリシーは、実行ロールに注釈前と注釈後の Lambda 関数 を Invoke する許可を与えます。
{

}

"Sid": "LambdaFunctions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<pre-annotation-lambda-name>",
"arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<post-annotation-lambda-name>"
]

自動データラベリングアクセス許可の要件
自動データラベリング機能を有効にしてラベル付けジョブを作成する場合は、1) 実行ロールにアタッチさ
れた IAM ポリシーに 1 つのポリシーを追加し、2) 実行ロールの信頼ポリシーを更新する必要があります。
次のステートメントでは、IAM 実行ロールを次の宛先に渡すことができます。 SageMakerアクティブ
ラーニングと自動データラベリングに使用されるトレーニングジョブと推論ジョブを実行できるように
します。このステートメントを ??? (p. 552) または 組み込みタスクタイプ (ストリーミング) の実行
ロール要件 (p. 553) にあるような実行ロールポリシーに追加します。arn:aws:iam::<accountnumber>:role/<role-name> を実行ロール ARN に置き換えます。IAM ロール ARN は、IAM コンソー
ルの [Roles] (ロール) にあります。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<execution-role-name>",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
}
}

次のステートメントでは次のことが可能になります SageMaker 実行ロールを引き受け、 SageMaker ト
レーニングと推論の仕事。このポリシーは、実行ロールの信頼関係に追加する必要があります。IAM ロー
ルの信頼ポリシーを追加または変更する方法については、IAM ユーザーガイドの「Modifying a role」
(ロールの変更) を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole"
}

AWS KMS で出力データとストレージボリュームを暗号化する
AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、ラベル付けジョブを作成するときにカスタ
マー管理のキーを指定して、ラベル付けジョブからの出力データを暗号化できます。API オペレーション
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CreateLabelingJob を使用して、自動データラベリングを使用するラベル付けジョブを作成するには、
カスタマーマネージド型キーを使用して ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレー
ジボリュームを暗号化し、トレーニングジョブと推論ジョブを実行することもできます。
このセクションでは、出力データの暗号化を有効にするためにカスタマーマネージド型キーにアタッチす
る必要がある IAM ポリシーと、ストレージボリュームの暗号化を使用するためにカスタマーマネージド型
キーと実行ロールにアタッチする必要があるポリシーについて説明します。これらのオプションの詳細に
ついては、「出力データとストレージボリュームの暗号化 (p. 568)」を参照してください。

KMS を使用して出力データを暗号化する
AWS KMS カスタマーマネージド型キーを指定して出力データを暗号化する場合、次のような IAM ポリ
シーをそのキーに追加する必要があります。このポリシーは、ラベル付けジョブの作成に使用する IAM 実
行ロールに、このキーを使用して "Action" にリストされているすべてのアクションを実行するアクセス
権限を付与します。これらのアクションの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパー
ガイドの「AWS KMS アクセス許可」を参照してください。
このポリシーを使用するには、"Principal" の IAM サービスロール ARN をラベル付けジョブの
作成に使用する実行ロールの ARN に置き換えます。コンソールでラベル付けジョブを作成すると
き、これが [Job overview] (ジョブの概要) セクションの [IAM Role] (IAM ロール) で指定するロールで
す。CreateLabelingJob を使用してラベル付けジョブを作成する場合、これが RoleArn で指定する
ARN です。
{

}

"Sid": "AllowUseOfKmsKey",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/example-role"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

自動データラベリングの機械学習コンピューティングインスタンスストレージボリュームを暗号
化する
VolumeKmsKeyId を指定して、自動データラベリングのトレーニングと推論に使用される機械学習コン
ピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュームを暗号化する場合は、次の手順を実
行する必要があります。
• KMS を使用して出力データを暗号化する (p. 556) で説明されているアクセス許可をカスタマーマネー
ジド型キーにアタッチします。
• ラベル付けジョブの作成に使用する IAM 実行ロールに、次のようなポリシーをアタッチします。こ
れは、CreateLabelingJob の RoleArn で指定した IAM ロールです。このポリシーで許可される
"kms:CreateGrant" アクションについては、AWS Key Management Service API リファレンスの
「CreateGrant」を参照してください。

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

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": "*"

Ground Truth ストレージボリュームの暗号化の詳細については、「KMS キーを使用して自動データラベ
リングのストレージボリュームを暗号化する (API のみ) (p. 569)」を参照してください。

Amazon の使用 SageMaker Amazon Virtual Private Cloud の
Ground Truth
Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) は起動できるサービスですAWSデベロッパーが定義した、論
理的に隔離された仮想ネットワーク内のリソース。インターネット経由で接続するのではなく、Amazon
VPC 内で Ground Truth ラベル付けジョブを作成および実行できます。Amazon VPC でラベル付けジョブ
を開始すると、VPC と Ground Truth 間の通信は Amazon VPC 内で完全かつ安全に実施されます。AWS
ネットワーク。
このガイドでは、Amazon VPC でGround Truth ルースを以下の方法で使用する方法を示します。
1. アマゾンを運営する SageMaker Amazon Virtual Private Cloud でのGround Truth L (p. 557)
2. プライベートワーカーポータルから Amazon VPC モードを使用する (p. 563)

アマゾンを運営する SageMaker Amazon Virtual Private Cloud でのGround Truth
L
アマゾン SageMaker Ground Truth は次の機能をサポートしています。
• Amazon S3 バケットポリシーを使用して、特定の Amazon VPC エンドポイントまたは特定の VPC か
らのバケットへのアクセスを管理できます。ラベル付けジョブを起動し、入力データが Amazon S3 バ
ケットにあり、アクセスが VPC 内のユーザーに制限されている場合、バケットポリシーを追加して、バ
ケットにアクセスするための Ground Truth エンドポイントアクセス権限も付与できます。詳細について
は、Ground Truth に VPC 制限付き Amazon S3 バケットへのアクセスを許可 (p. 558) を参照してくだ
さい。
• 起動できます自動データラベリングジョブVPC で。VPC 設定を使用して VPC サブネットおよびセキュ
リティグループを指定します。 SageMaker この設定を使用して、VPC 内の自動データラベル付けに使
用されるトレーニングジョブと推論ジョブを起動します。詳細については、VPC で自動データラベリン
グJob を作成する (p. 561) を参照してください。
これらのオプションは、次のいずれかの方法で使用できます。
• これらの方法の両方を使用して、自動データラベル付けが有効になっている VPC で保護された Amazon
S3 バケットを使用してラベル付けジョブを起動できます。
• ラベル付けジョブは任意のものを使用して起動できます組み込みタスクタイプVPC で保護されたバケッ
トを使用する。
• 起動できますカスタムラベリングワークフローVPC で保護されたバケットを使用する。Ground Truth
は、注釈前と注釈後の Lambda 関数をAWS PrivateLinkエンドポイント。
を確認することをお勧めします。VPC でGround Truth ラベリングJob を実行するための前提条
件 (p. 558)Amazon VPC でラベリングジョブを作成する前に。
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VPC でGround Truth ラベリングJob を実行するための前提条件
Amazon VPC でGround Truth ルースラベリングジョブを作成する前に、次の前提条件を確認してくださ
い。
• Ground Truth を初めて使用する場合は、「」を確認する開始方法ラベル付けジョブの作成方法について
は、
• 入力データが VPC で保護された Amazon S3 バケットにある場合、ワーカーは VPC からワーカーポー
タルにアクセスする必要があります。

Note
VPC でラベリングジョブを開始するときは、プライベートの作業チームを使用する必要があ
ります。プライベートワークチームの作成と設定の詳細については、「」を参照してくださ
い。プライベートワークフォースの使用。
• VPC で自動データラベル付けジョブを起動する場合は、次の前提条件を確認してください。
• の手順に従います。Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する。自動データラベリングワークフ
ローで使用されるトレーニングコンテナと推論コンテナは、このエンドポイントを使用して Amazon
S3 のバケットと通信します。
• 確認データラベリングを自動化この機能の詳細は、「」を参照してください。自動データラベル付け
は次の項目でサポートされていることに注意してください。組み込みタスクタイプ: 画像分類 (シング
ルラベル),イメージセマンティックセグメンテーション,境界ボックス、およびテキスト分類 (単一ラベ
ル)。ストリーミングラベル付けジョブは、自動データラベリングをサポートしていません。
• を確認するGround Truth のセキュリティとアクセス許可セクションを開き、次の条件を満たしているこ
とを確認してください。
• ラベル付けジョブを作成するユーザーには、必要なすべての権限があります。
• 必要な権限を持つ IAM 実行ロールを作成しました。ユースケースに微調整されたアクセス許可を必要
としない場合は、「」で説明されている IAM 管理ポリシーを使用することをお勧めします。Ground
Truth を使い始めるための一般権限の付与。
• VPC にアクセスを許可するsagemaker-labeling-data-regionそしてsm-bxcb-regionsaved-task-statesS3 バケット これらは、ワーカーがタスクに取り組んでいるときにワーカー
ポータルからアクセスされる、システム所有のリージョン化された S3 バケットです。これらのバ
ケットを使用して、システム管理データを操作します。

Ground Truth に VPC 制限付き Amazon S3 バケットへのアクセスを許可
以下のセクションでは、VPC と VPC エンドポイントへのアクセスが制限されている Amazon S3 バケッ
トを使用してラベル付けジョブを起動するために Ground Truth が必要とする権限について詳しく説明しま
す。Amazon S3 バケットへのアクセスを VPC に制限する方法については、「」を参照してください。バ
ケットポリシーを使用した VPC エンドポイントからのアクセス制御Amazon Simple Storage Service ユー
ザーガイドの S3 バケットにポリシーを追加する方法については、「」を参照してください。Amazon S3
コンソールを使用したバケットポリシーの追加。

Note
既存のバケットのポリシーを変更すると、IN_PROGRESSGround Truth ースの仕事は失敗する。
新しいバケットを使用して新しいジョブを開始することをお勧めします。同じバケットを引き続
き使用する場合は、次のいずれかを実行できます。
• 待ちますIN_PROGRESS仕事を終わらせて。
• コンソールまたはを使用してジョブを終了しますAWS CLI。
を使用して、VPC 内のユーザーに Amazon S3 バケットアクセスを制限できます。AWS PrivateLinkエ
ンドポイント。たとえば、次の S3 バケットポリシーは、特定のバケットへのアクセスを許可しま
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す。<bucket-name>、からの<vpc>およびエンドポイント<vpc-endpoint>のみ。このポリシーを変更
する場合は、すべてを置換する必要があります。########あなたのリソースと仕様を使って。

Note
次のポリシー否定するすべてのエンティティ以外VPC 内のユーザーが、に記載されているアク
ションを実行するAction。このリストにアクションを含めなくても、このバケットへのアクセス
権とそれらのアクションを実行する権限を持つすべてのエンティティがアクションにアクセスで
きます。たとえば、IAM ユーザーが実行権限を持っている場合GetBucketLocationAmazon S3
バケットでは、以下のポリシーではユーザーが VPC の外部でこのアクションを実行することを制
限していません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "Policy1415115909152",
"Statement": [
{
"Sid": "Access-to-specific-VPCE-only",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
]
"Effect": "Deny",
"Resource": ["arn:aws:s3:::<bucket-name>",
"arn:aws:s3:::<bucket-name>/*"],
"Condition": {a
"StringNotEquals": {
"aws:sourceVpce": [
"<vpc-endpoint>",
"<vpc>"
]}
}
}
]

Ground Truth は、ラベリングジョブの設定に使用する S3 バケットで次の Amazon S3 アクションを実行
できる必要があります。
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"

そのためには、前述のように Ground Truth エンドポイントをバケットポリシーに追加します。次の表に
は、それぞれの Ground Truth サービスエンドポイントが含まれています。AWSリージョン。同じにエン
ドポイントを追加します。AWSリージョンを使用して、バケットポリシーに合わせてラベル付けジョブを
実行します。
AWS リージョン

Ground Truth

us-east-2

vpce-02569ba1c40aad0bc

us-east-1

vpce-08408e335ebf95b40

us-west-2

vpce-0ea07aa498eb78469

ca-central-1

vpce-0d46ea4c9ff55e1b7

559

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
セキュリティおよびアクセス許可

AWS リージョン

Ground Truth

eu-central-1

vpce-0865e7194a099183d

eu-west-2

vpce-0bccd56798f4c5df0

eu-west-1

vpce-0788e7ed8628e595D

ap-south-1

vpce-0d7fcda14e1783f11

ap-southeast-2

vpce-0b7609e6f305a77d4

ap-southeast-1

vpce-0e7e67b32e9efed27

ap-northeast-2

vpce-007893f89e05f2bbf

ap-northeast-1

vpce-0247996a1a1807dbd

ポリシーの例を次に示します。GetObjectそしてPutObjectアクション:
• VPC 内のユーザーへのAmazon S3 バケット (<vpc>)
• VPC エンドポイント (<vpc-endpoint>)
• Ground Truth サービスのエンドポイント (<ground-truth-endpoint>)

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "1",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAccessFromNonGTandCustomerVPC",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<bucket-name>",
"arn:aws:s3:::<bucket-name>/*"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"aws:sourceVpce": [
"<vpc-endpoint>",
"<ground-truth-endpoint>"
],
"aws:SourceVpc": "<vpc>"
}
}
}
]

Ground Truth コンソールを使用してラベリングジョブを起動する権限を IAM ユーザーに与えたい場合は、
を使用して IAM ユーザーの ARN をバケットポリシーに追加する必要もあります。aws:PrincipalArn条
件。このユーザーには、ラベル付けジョブの起動に使用するバケットで次の Amazon S3 アクションを実
行する権限も必要です。
"s3:GetObject",
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"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors",
"s3:ListAllMyBuckets",

次のコードは、に記載されているアクションを実行するアクセス権限を制限するバケットポリシーの例で
す。ActionS3 バケットで<bucket-name>を以下に。
• <role-name>
• に記載されている VPC エンドポイントaws:sourceVpce
• VPC 内のユーザー名<vpc>

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "1",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAccessFromNonGTandCustomerVPC",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<bucket-name>/*",
"arn:aws:s3:::<bucket-name>"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"aws:sourceVpce": [
"<vpc-endpoint>",
"<ground-truth-endpoint>"
],
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>",
"aws:SourceVpc": "<vpc>"
}
}
}
]

Note
入出力データに使用する Amazon VPC インターフェイスエンドポイントと保護対象の Amazon
S3 バケットは、同じ場所にある必要があります。AWSラベリングジョブの作成に使用するリー
ジョンです。
Amazon S3 バケットにアクセスするための Ground Truth アクセス権限を付与したら、以下のいずれかの
トピックを使用できます。ラベリングJob を作成するラベリングジョブを開始する。入出力データバケッ
トに VPC 制限付き Amazon S3 バケットを指定します。

VPC で自動データラベリングJob を作成する
Amazon VPC を使用して自動データラベル付けジョブを作成するには、Ground Truth コンソールを使用し
て VPC 設定を指定するか、CreateLabelingJobAPI オペレーション。 SageMaker は、指定されたサブ
ネットとセキュリティグループを使用して、自動ラベル付けに使用されるトレーニングジョブと推論ジョ
ブを起動します。
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Important
VPC 設定で自動データラベル付けジョブを起動する前に、ラベル付けジョブに使用する VPC を
使用して Amazon S3 VPC エンドポイントを作成していることを確認してください。この方法に
ついては、「」を参照してください。Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する。
さらに、VPC 制限付き Amazon S3 バケットを使用して自動データラベル付けジョブを作成する
場合は、の指示に従う必要がありますGround Truth に VPC 制限付き Amazon S3 バケットへのア
クセスを許可 (p. 558)バケットへのアクセス許可を Ground Truth に付与します。
次の手順を使用して、ラベル付けジョブのリクエストに VPC 設定を追加します。

自動データラベリングジョブに VPC 設定を追加します (コンソール)。
1.

の手順に従います。ラベリングJob 作成 (コンソール)をクリックして、手順の各ステップを、ステッ
プ 15 までを完了します。

2.
3.

の中にワーカーセクションで、横にあるチェックボックスを選択します自動データラベル付けを有効
にする。
最大化VPC の設定矢印を選択してコンソールのセクションを開きます。

4.

を指定します。Virtual Private Cloud (VPC)自動データラベリングジョブに使用したいもの。

5.

以下のドロップダウンリストを選択してくださいサブネットをクリックし、1 つ以上のサブネットを
選択します。

6.

以下のドロップダウンリストを選択してくださいセキュリティグループをクリックし、1 つ以上のグ
ループを選択します。

7.

の手順の残りのステップをすべて実行します。ラベリングJob 作成 (コンソール)。

自動データラベリングジョブに VPC 設定を追加します (API)。
Ground Truth API オペレーションを使用してラベル付けジョブを設定するには、CreateLabelingJobの
手順に従います。自動データラベリングジョブの作成 (API)リクエストを設定してくださ
い。このドキュメントで説明されているパラメータに加えて、VpcConfigパラメータ入
力LabelingJobResourceConfig次のスキーマを使用して 1 つ以上のサブネットとセキュリティグルー
プを指定します。
"LabelingJobAlgorithmsConfig": {
"InitialActiveLearningModelArn": "string",
"LabelingJobAlgorithmSpecificationArn": "string",
"LabelingJobResourceConfig": {
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}
}
}

の例を次に示します。AWSPython SDK (Boto3) リクエスト米国東部 (バージニア北部) 地域で民間労働者
を利用して、自動データラベリングジョブを作成します。すべて置換する########ラベル付けジョブの
リソースと仕様を使用します。詳細を確認するトピックCreateLabelingJob操作、を参照してくださ
いラベル付けジョブを作成 (API)チュートリアルとCreateLabelingJobAPI ドキュメント。
import boto3
client = boto3.client(service_name='sagemaker')
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName="example-labeling-job",
LabelAttributeName="label",
InputConfig={
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'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
}
}

},
"LabelingJobAlgorithmsConfig": {
"LabelingJobAlgorithmSpecificationArn": "arn:aws:sagemaker:useast-1:027400017018:labeling-job-algorithm-specification/tasktype",
"LabelingJobResourceConfig": {
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "sg-01233456789", "sg-987654321" ],
"Subnets": [ "subnet-e0123456", "subnet-e7891011" ]
}
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': "s3://bucket/path/file-to-store-output-data",
'KmsKeyId': "string"
},
RoleArn="arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri="s3://bucket/path/label-categories.json",
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': "arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*",
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
},
'PreHumanTaskLambdaArn': "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-tasktype",
'TaskKeywords': [
"Images",
"Classification",
"Multi-label"
],
'TaskTitle': "Add task title here",
'TaskDescription': "Add description of task here for workers",
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1,
'TaskTimeLimitInSeconds': 3600,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 21600,
'MaxConcurrentTaskCount': 1000,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-tasktype"
},
Tags=[
{
'Key': "string",
'Value': "string"
},
]
)

プライベートワーカーポータルから Amazon VPC モードを使用する
Amazon VPC 内で作業するラベラーにワーカーポータルへのアクセスを制限するには、Ground Truth のプ
ライベートワークフォースを作成するときに VPC 設定を追加できます。また、既存のプライベートワー
クフォースに VPC 設定を追加することもできます。Ground Truth は VPC 内に VPC インターフェイス
エンドポイントを自動的に作成してセットアップしますAWS PrivateLinkVPC エンドポイントとGround
Truth サービスの間。従業員に関連するワーカーポータル URL には、VPC からアクセスできます。ワー
カーポータル URL には、パブリックインターネットに制限を設定するまでは、パブリックインターネット
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からアクセスすることもできます。ワークフォースを削除するか、ワークフォースから VPC 設定を削除す
ると、Ground Truth はワークフォースに関連付けられた VPC エンドポイントを自動的に削除します。

Note
1 つのワークフォースに対してサポートできる VPC は 1 つだけです。
ポイントクラウドそしてビデオタスクは VPC 経由のロードをサポートしていません。
このガイドでは、Amazon VPC 設定をワークフォースに追加または削除し、前提条件を満たすために必要
な手順の実行方法を説明します。

前提条件
Amazon VPC でGround Truth ルースラベリングジョブを実行するには、以下の前提条件を確認してくださ
い。
• 使用可能な Amazon VPC が設定されています。VPC を設定していない場合は、以下の指示に従ってく
ださいVPC を作成する。
• 方法にもよりますがワーカータスクテンプレートと書かれているように、Amazon S3 バケットに保存さ
れているラベル付けデータには、ラベル付けタスク中に Amazon S3 から直接アクセスできます。この
ような場合、VPC ネットワークは、ヒューマンラベラーが使用するデバイスから、ラベリングデータを
含む S3 バケットへのトラフィックを許可するように設定する必要があります。
• フォローVPC の DNS 属性の表示と更新VPC の DNS ホスト名および DNS 解決を有効にします。

Note
労働力に合わせて VPC を設定するには、2 つの方法があります。これは、コンソールまたは
AWS SageMaker CLI。

の使用 SageMaker VPC 設定を管理するコンソール
以下を使用できます。SageMaker コンソールVPC 設定を追加または削除します。既存のワークフォース
を削除することもできます。

VPC 設定を従業員に追加する
プライベートワークフォースを作成する
• Amazon Cognito を使用してプライベートワークフォースを作成します。
• OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダー (IdP) を使用してプライベートワークフォースを作成する。
プライベートワークフォースを作成したら、それに VPC 設定を追加します。
1. に移動します。アマゾン SageMakerコンソールに出力されます。
2. 選択労働力にラベル付けする左側のパネルに出力されます。
3. 選択プライベート個人の労働力にアクセスするためです。あなたの変更後労働力ステータスですアク
ティブ、Addの隣にVPC。
4. VPC を設定するように求められたら、以下を入力します。
a. あなたのVPC
b. サブネット
i. VPC に既存のサブネットがあることを確認する
c. セキュリティグループ
i.
Note
5 つを超えるセキュリティグループを選択することはできません。
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d. この情報を入力したら、確認済み。
5. 選択したら確認済み、にリダイレクトされて戻りますプライベート下のページ労働力にラベル付けす
る。上部に、と書かれた緑色のバナーが表示されます。VPC 設定によるプライベートワークフォース
の更新は正常に初期化されました。要員のステータスは更新中。隣の要員を削除ボタンは更新ボタン。
これを使用して最新の情報を取得できます労働力ステータス。要員ステータスがに変わった後アクティ
ブでは、VPC エンドポイント ID も更新されます。

VPC 設定を従業員から削除する
次の情報を使用して、コンソールを使用して従業員から VPC 設定を削除します。
1. に移動します。アマゾン SageMakerコンソールに出力されます。
2. 選択労働力にラベル付けする左側のパネルに出力されます。
3. 従業員を見つけて選択してください。
4. []プライベートワークフォース概要、findVPCそして選んでください削除済みその隣に。
5. [削除] を選択します。

コンソールからのワークフォースを削除する
ワークフォースを削除する場合、そのワークフォースに関連するチームは存在しないはずです。要員を削
除できるのは、要員ステータスが次の場合のみです。アクティブまたは失敗。
次の情報を使用して、コンソールを使用して要員を削除します。
1. に移動します。アマゾン SageMakerコンソールに出力されます。
2. 選択労働力にラベル付けする左側のパネルに出力されます。
3. 従業員を見つけて選択してください。
4. 選択してください要員を削除。
5. [削除] を選択します。

の使用 SageMaker AWSVPC 設定を管理するための API
新しいファイルを使用するには、次のファイルをダウンロードしてくださいVpcConfigパラメータを
SageMaker ワークフォースクリップ:
sagemaker-2017-07-24.normal.json
sagemaker-2017-07-24.paginators.json
sagemaker-2017-07-24.waiters-2.json
ファイルをダウンロードしたら、CLI で次のコマンドを実行します。
aws configure add-model --service-model file://./sagemaker-2017-07-24.normal.json -service-name sagemaker
cp ./sagemaker-2017-07-24.paginators.json ~/.aws/models/sagemaker/2017-07-24/
paginators.json
cp ./sagemaker-2017-07-24.waiters-2.json ~/.aws/models/sagemaker/2017-07-24/waiters-2.json

これにより、API の変更をテストできます。AWSCLI。VPC 設定を使用して新しいワークフォースを作成
することも、既存のワークフォースを更新して VPC 設定を追加することもできます。また、既存のワーク
フォースから VPC 設定を削除することもできます。
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VPC 設定でワークフォースの作成
アカウントにすでに従業員がいる場合は、まずそのアカウントを削除する必要があります。また、VPC 設
定を使用してワークフォースを更新することもできます。

aws sagemaker create-workforce --cognito-config '{"ClientId": "app-client-id","UserPool":
"Pool_ID",}' --workforce-vpc-config \
" {\"VpcId\": \"vpc-id\", \"SecurityGroupIds\": [\"sg-0123456789abcdef0\"], \"Subnets\":
[\"subnet-0123456789abcdef0\"]}" --workforce-name workforce-name
{
"WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name"
}

要員について説明し、ステータスが次のとおりであることを確認してくださいInitializing。

aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{
"Workforce": {
"WorkforceName": "workforce-name",
"WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name",
"LastUpdatedDate": 1622151252.451,
"SourceIpConfig": {
"Cidrs": []
},
"SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com",
"CognitoConfig": {
"UserPool": "Pool_ID",
"ClientId": "app-client-id"
},
"CreateDate": 1622151252.451,
"WorkforceVpcConfig": {
"VpcId": "vpc-id",
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
],
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0"
]
},
"Status": "Initializing"
}
}

Amazon VPC コンソールに移動します。選択エンドポイント左側のパネルに出力されます。アカウントに
2 つの VPC エンドポイントが作成されているはずです。

従業員に VPC 設定を追加する
以下のコマンドを使用して、VPC 設定で VPC 以外の個人労働力を更新します。

aws sagemaker update-workforce --workforce-name workforce-name\
--workforce-vpc-config "{\"VpcId\": \"vpc-id\", \"SecurityGroupIds\":
[\"sg-0123456789abcdef0\"], \"Subnets\": [\"subnet-0123456789abcdef0\"]}"

要員について説明し、ステータスが次のとおりであることを確認してくださいUpdating。
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aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{
"Workforce": {
"WorkforceName": "workforce-name",
"WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name",
"LastUpdatedDate": 1622151252.451,
"SourceIpConfig": {
"Cidrs": []
},
"SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com",
"CognitoConfig": {
"UserPool": "Pool_ID",
"ClientId": "app-client-id"
},
"CreateDate": 1622151252.451,
"WorkforceVpcConfig": {
"VpcId": "vpc-id",
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
],
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0"
]
},
"Status": "Updating"
}
}

Amazon VPC コンソールに移動します。選択エンドポイント左側のパネルに出力されます。アカウントに
2 つの VPC エンドポイントが作成されているはずです。

VPC 設定を従業員から削除する
VPC リソースを削除するには、VPC 設定が空の VPC プライベートワークフォースを更新します。
aws sagemaker update-workforce --workforce-name workforce-name\
--workforce-vpc-config "{}"

要員について説明し、ステータスが次のとおりであることを確認してくださいUpdating。
aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{
"Workforce": {
"WorkforceName": "workforce-name",
"WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name",
"LastUpdatedDate": 1622151252.451,
"SourceIpConfig": {
"Cidrs": []
},
"SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com",
"CognitoConfig": {
"UserPool": "Pool_ID",
"ClientId": "app-client-id"
},
"CreateDate": 1622151252.451,
"Status": "Updating"
}
}
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Amazon VPC コンソールに移動します。選択エンドポイント左側のパネルに出力されます。2 つの VPC
エンドポイントは削除する必要があります。

VPC 経由でのアクセスを維持しながら、ワーカーポータルへのパブリックアクセスを制限する
VPC または非 VPC ワーカーポータルのワーカーは、自分に割り当てられたラベリングジョブタスクを確
認できます。割り当ては、OIDCグループを通じて作業チームの労働者を割り当てることから行われます。
公務員ポータルへのアクセスを制限するのは、お客様の責任です。sourceIpConfig彼らの労働力に力さ
れます。

Note
ワーカーポータルへのアクセスを制限するには、 SageMaker API。これは、コンソールからは実
行できません。
次のコマンドを使用して、ワーカーポータルへのパブリックアクセスを制限します。
aws sagemaker update-workforce --region us-west-2 \
--workforce-name workforce-demo --source-ip-config '{"Cidrs":["0.0.0.0/0"]}'

変更後sourceIpConfigが労働力に設定されている場合、作業者は VPC のワーカーポータルにアクセス
できますが、パブリックインターネット経由ではアクセスできません。

Note
設定することはできませんsourceIPVPC のワーカーポータルの制限。

出力データとストレージボリュームの暗号化
アマゾンで SageMaker Ground Truth では、高度な機密データにラベル付けし、データを管理し、セキュ
リティのベストプラクティスを採用できます。ラベル付けジョブの実行中に、Ground Truth は転送中およ
び保管中のデータを暗号化します。さらに、Ground Truth で AWS Key Management Service(AWS KMS)
を使用して以下を実行できます。
• カスタマーマネージド型キーを使用して出力データを暗号化する。
• 自動データラベリングジョブで AWS KMS カスタマーマネージド型キーを使用して、モデルのトレーニ
ングと推論に使用されるコンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュームを暗
号化する。
これらの Ground Truth セキュリティ機能の詳細については、このページのトピックを参照してください。

KMS キーを使用して出力データを暗号化する
Ground Truth が出力データを暗号化するために使用するラベル付けジョブを作成するときに、必要に応じ
て、AWS KMS カスタマーマネージド型キーを指定できます。
カスタマーマネージドキーを提供しない場合、Amazon SageMaker デフォルトを使用しますAWS マネー
ジドキーロールアカウントの Amazon S3 用に、出力データを暗号化します。
カスタマーマネージド型キーを指定する場合は、AWS KMS で出力データとストレージボリュームを暗
号化する (p. 555) で説明されているキーに必要な許可を追加する必要があります。API オペレーション
CreateLabelingJob を使用する場合は、パラメータ KmsKeyId を使用してカスタマーマネージド型
キー ID を指定できます。コンソールを使用してラベル付けジョブを作成するときに、カスタマーマネージ
ド型キーを追加する方法については、次の手順を実行します。
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AWS KMS キーを追加して出力データを暗号化するには (コンソール):
1.

ラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436) の最初の 7 つの手順を完了します。

2.

手順 8 で、[Additional configuration] (追加設定) の横にある矢印を選択し、このセクションを展開しま
す。

3.
4.

[Encryption key] (暗号化キー) で、出力データの暗号化に使用する AWS KMS キーを選択します。
ラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436) の残りのステップを完了してラベル付けジョブを作
成します。

KMS キーを使用して自動データラベリングのストレージボリュームを暗号化する
(API のみ)
CreateLabelingJob API オペレーションを使用して自動データラベリングのラベル付けジョブを作成す
る場合、トレーニングジョブと推論ジョブを実行する機械学習コンピューティングインスタンスにアタッ
チされたストレージボリュームを暗号化するオプションがあります。ストレージボリュームに暗号化を追
加するには、パラメータ VolumeKmsKeyId を使用して AWS KMS カスタマーマネージド型キーを入力し
ます。このパラメータの詳細については、「LabelingJobResourceConfig」を参照してください。
のキー ID または ARN を指定した場合VolumeKmsKeyId、きみの SageMaker実行ロールには呼び出し権
限が含まれている必要がありますkms:CreateGrant。このアクセス許可を実行ロールに追加する方法に
ついては、の作成 SageMaker Ground Truth ラベル付けJob を実行ロール (p. 551) を参照してください。

Note
コンソールでラベル付けジョブを作成するときに AWS KMS カスタマーマネージド型キーを指定
する場合、そのキーは出力データの暗号化のみに使用されます。自動データラベリングに使用さ
れる機械学習コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュームの暗号化
には使用されません。

ワークフォースの認証と制限
Ground Truth では、独自のプライベートワークフォースを使用してラベル付けジョブに取り組むことが
できます。プライベートワークフォースは、抽象的な概念であり、会社のために働く一連の人々を指しま
す。各ラベル付けジョブは、ワークフォース内のワーカーで構成されるワークチームを使用して作成され
ます。Ground Truth は、Amazon Cognito を使用してプライベートワークフォースの作成をサポートしま
す。
Ground Truth ワークフォースは Amazon Cognito ユーザープールにマップされます。Ground Truth ワーク
チームは Amazon Cognito ユーザーグループにマッピングされます。Amazon Cognito はワーカー認証を管
理します。Amazon Cognito はオープン ID 接続 (OIDC) をサポートしており、お客様は独自の ID プロバイ
ダー (IdP) を使用して Amazon Cognitoフェデレーションを設定できます。
Ground Truth では、AWS リージョンごとに 1 つのアカウントにつき 1 つのワークフォースしか許可され
ません。各ワークフォースには、専用の Ground Truth ワークポータルのログイン URL があります。
また、ワーカーをクラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) ブロック/IP アドレス範囲に制限することも
できます。つまり、アノテーターは、注釈サイトにアクセスするために特定のネットワーク上にある必要
があります。1 つのワークフォースに対して、最大 10 個の CIDR ブロックを追加できます。詳細について
は、Amazon を使用してプライベートワークフォースを管理する SageMaker API (p. 604) を参照してく
ださい。
プライベートワーカーを作成する方法については、プライベートワークフォースを作成する (Amazon
Cognito) (p. 586) を参照してください。

ワークフォースタイプへのアクセスを制限する
アマゾン SageMaker Ground Truth ースの作業チームは3つのうちの1つに分類されます労働力タイ
プ: パブリック (Amazon Mechanical Turk を使用)、プライベート、ベンダーなど これらのタイプの
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いずれかまたは作業チームの ARN を使って、特定の作業チームへの IAM ユーザーアクセスを制限
するには、sagemaker:WorkteamType および sagemaker:WorkteamArn 条件キーのいずれかま
たは両方を使用します。sagemaker:WorkteamType 条件キーには、文字列条件演算子を使用しま
す。sagemaker:WorkteamArn 条件キーには、Amazon リソースネーム (ARN) 条件演算子を使用しま
す。ユーザーが制限された作業チームでラベル付けジョブを作成しようとすると、 SageMaker アクセス
拒否エラーを返します。
以下のポリシーは、sagemaker:WorkteamType および sagemaker:WorkteamArn 条件キーを適切な
条件演算子および有効な条件値と共に使用するさまざまな方法を示しています。
以下の例では、sagemaker:WorkteamType 条件キーと StringEquals 条件演算子を使用して、
パブリック作業チームへのアクセスを制限しています。条件値の形式は workforcetype-crowd で
す。workforcetype は public、private、または vendor に置き換えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:WorkteamType": "public-crowd"
}
}
}
]

以下のポリシーは、sagemaker:WorkteamArn 条件キーを使用してパブリック作業チームへのアクセ
スを制限する方法を示しています。最初の例は、その条件キーを作業チーム ARN の有効な IAM regexvariant および ArnLike 条件演算子と共に使う方法を示しています。2 番目の例は、その条件キーを
ArnEquals 条件演算子および作業チーム ARN と共に使用する方法を示しています。
{

*"

}

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/public-crowd/

]

}

}

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
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"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:uswest-2:394669845002:workteam/public-crowd/default"
}
}
}
]
}

ラベル付けジョブのステータスのモニタリング
ラベル付けジョブのステータスをモニタリングするには、アマゾン CloudWatch イベント(CloudWatch
Amazonのイベント) ルール SageMaker イベントの送信先となるGround Truth（Ground Truth）
CloudWatch ラベリングジョブのステータスがに変わったときのイベントCompleted,Failed、また
はStoppedまたは、作業者がタスクを承認、拒否、提出、または返却したとき。
ルールを作成したら、ターゲットそれに。 CloudWatch Events はこのターゲットを使用して別のター
ゲットを呼び出しますAWSイベントを処理するサービス。例えば、Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) トピックを使用してターゲットを作成し、ラベル付けジョブの状態が変化したときに通知
メ－ルを送ることができます。
前提条件:
を作成するには CloudWatch イベントルール、必要になりますAWS Identity and Access
Managementevents.amazonaws.com 信頼ポリシーがアタッチされた (IAM) ロール。以下は、イベン
ト.amazonaws.com 信頼ポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"events.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

トピック
• にイベントを送信する CloudWatch イベント (p. 571)
• イベントを処理するターゲットを設定する (p. 572)
• ラベル付けジョブの有効期限 (p. 573)
• タスクを拒否する (p. 573)

にイベントを送信する CloudWatch イベント
を設定するには CloudWatch ステータス更新を取得するためのイベントルール、またはイベント、Ground
Truth ースのラベリングジョブにはAWS Command Line Interface(AWS CLI)put-ruleコマンド。ルール
に送信されるイベントは、ステータスの変更によってフィルタリングできます。例えば、ラベル付けジョ
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ブのステータスが Completed に変わった場合にのみ通知するルールを作成できます。put-rule コマン
ドを使用する場合は、ラベル付けジョブのステータスを受け取るために以下を指定します。
• \"source\":[\"aws.sagemaker\"]
• \"detail-type\":[\"SageMaker Ground Truth Labeling Job State Change\"]
を設定するには CloudWatch すべてのステータスの変更をモニタリングするイベントルール。
次のコマンドを使用してプレースホルダテキストを置き換えます。例えば、を置き換えま
す"GTLabelingJobStateChanges"を一意のアイテムに置き換えます CloudWatch イベントのルール
名と"arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"events.amazonaws.com 信頼ポリ
シーがアタッチされた IAM ロールの Amazon リソースナンバー (ARN) を使用します。
aws events put-rule --name "GTLabelingJobStateChanges"
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker Ground
Truth Labeling Job State Change\"]}"
--role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
--region "region"

ジョブのステータスでフィルタリングするには、\"detail\":{\"LabelingJobStatus\":
[\"Status\"]}}" 構文を使用します。Status の有効値は、Completed、Failed、および Stopped
です。
次の例では、 CloudWatch us-west-2 (Oregon) のラベル付けジョブがに変更されたときに通知するイベン
トルールCompleted。
aws events put-rule --name "LabelingJobCompleted"
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker Ground
Truth Labeling Job State Change\"], \"detail\":{\"LabelingJobStatus\":[\"Completed\"]}}"
--role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
--region us-west-2

次の例では、 CloudWatch us-east-1 (Virginia) のラベル付けジョブがに変更されたときに通知するイベン
トルールCompletedまたはFailed。
aws events put-rule --name "LabelingJobCompletedOrFailed"
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker Ground
Truth Labeling Job State Change\"], \"detail\":{\"LabelingJobStatus\":[\"Completed\",
\"Failed\"]}}"
--role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
--region us-east-1

詳細についてput-ruleリクエスト、見るのイベントパターン CloudWatch イベント()アマゾン
CloudWatch Events ユーザーガイド。

イベントを処理するターゲットを設定する
ルールを作成すると、次のようなイベントがに送信されます CloudWatch [Events (イベント)] 。この例で
は、ラベル付けジョブのステータス test-labeling-job が Completed に変更されました。
{

"version": "0",
"id": "111e1111-11d1-111f-b111-1111b11dcb11",
"detail-type": "SageMaker Ground Truth Labeling Job State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "111122223333",
"time": "2018-10-06T12:26:13Z",
"region": "us-east-1",
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}

"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:labeling-job/test-labeling-job"
],
"detail": {
"LabelingJobStatus": "Completed"
}

イベントを処理するには、ターゲットを設定する必要があります。例えば、ラベル付けジョブのステー
タス変更時にメールを受信する場合は、次の手順を使用します。Amazon SNS 通知の設定()アマゾン
CloudWatch ユーザーガイドAmazon SNS トピックを設定し、メールでそれをサブスクライブします。ト
ピックを作成したら、このトピックを使用してターゲットを作成できます。

にターゲットを追加するには CloudWatch イベントルール
1.

を開きます CloudWatch コンソール:https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home

2.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

3.

ターゲットを追加するルールを選択します。

4.

[Actions] (アクション) を選択して、[Edit] (編集) を選択します。

5.

[ターゲット] で [ターゲットの追加] を選択し、ラベル付けジョブのステータス変更イベントが検出さ
れたときに処理する AWS サービスを選択します。

6.

ターゲットを設定します。手順については、そのサービスの AWS ドキュメントのターゲット設定に
関するトピックを参照してください。

7.

[詳細の設定] を選択します。

8.

[名前] に名前を入力し、必要に応じて [説明] にルールの目的の詳細を入力します。

9.

[State] (状態) のチェックボックスをオンにして、ルールが [Enabled] (有効) として表示されることを
確認します。

10. [ルールの更新] を選択します。

ラベル付けジョブの有効期限
ラベルリングジョブが 30 日経過しても完了しない場合は、有効期限が切れます。ラベルリングジョブの
有効期限が切れた場合、ジョブを連鎖して、ラベル付けされていないデータのみワーカーに送信する新し
いラベルリングジョブを作成できます。詳細についてと、および連鎖を使用してラベル付けジョブを作成
する方法については、「ラベル付けジョブの連鎖 (p. 541)」を参照してください。

タスクを拒否する
ワーカーはタスクを拒否できます。
ワーカーは、指示が明確でない場合、入力データが正しく表示されない場合、またはタスクで他
の問題が発生した場合、タスクを拒否します。データセットオブジェクトあたりのワーカー数
(NumberOfHumanWorkersPerDataObject) がタスクを拒否すると、データオブジェクトは期限切れと
してマークされ、追加のワーカーに送信されません。

Amazon の使用 SageMaker Ground Truth 合成デー
タを生成してラベル付けする
アマゾン SageMaker Ground Truth 合成データは、機械学習 (ML) 科学者がコンピュータビジョン (CV) モ
デルのトレーニングに使用される画像を取得するために、より迅速かつコスト効率の高いターンキーデー
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タ生成およびラベリングサービスです。CV モデルをトレーニングするには、ML サイエンティストには
大規模な高品質のラベル付きデータセットが必要です。Ground Truth 合成データを使用すると、ML サイ
エンティストは数日以内に何千もの画像を生成してラベル付けすることができます。Ground Truth 合成
データは、コンピュータ生成の 3D モデルを使用して実世界のシナリオを表す仮想環境を作成し、これら
の環境からキャプチャされた合成画像を生成し、各画像にラベルを自動的に注釈付けします。ラベルの付
いた合成画像は、AWSAmazonなどの履歴書モデルトレーニングサービス SageMaker Amazon Lookout for
Vision.
Ground Truth 合成データを使用する理由
オブジェクトのサイズ、形状、色、位置、背景、照明の変化を伴う動的環境でのデータの収集とラベル付
けは、多くの場合、時間がかかり、コストのかかるプロセスです。動的な環境で動作するようにモデルを
効果的にトレーニングするには、ML サイエンティストは、可能なすべてのシナリオ、つまり数か月かか
ることがあるプロセスを表すために、現実世界の画像の大規模なセットを収集する必要があります。まれ
な製品の欠陥や不良品の配置など、頻繁に発生しないシナリオでは、CV モデルをトレーニングするのに
十分な数の画像をキャプチャするのに何年もかかることがあります。製品欠陥のある画像を取得するため
に、MLサイエンティストは、欠陥のある画像を取得するために意図的に製品に損傷を与える可能性があり
ます。Ground Truth 合成データにより、ML サイエンティストは、CVモデルをトレーニングするためのコ
ア要件である現実世界のシナリオを表すラベル付き画像を迅速に取得できます。MLの科学者は、Ground
Truth 合成データを使用して、現実世界のシナリオを表す3D仮想環境から数か月ではなく数時間で数千も
の合成画像を生成できます。Ground Truth は、合成画像の忠実度と多様性のレポートと、ラベル付きの
合成データとともにマニフェストファイルを提供します。合成画像の忠実度とダイバーシティレポート
には、生成された合成画像をよりよく理解するのに役立つ統計とプロットが表示されます。マニフェスト
ファイルには、モデルのトレーニングとテストに使用できる画像と画像ラベルに関する情報が含まれてい
ます。

Note
Ground Truth 合成データは、PHI、PCI、FedRAMP 認定のデータをサポートしていないため、こ
のデータは Ground Truth 合成データに提供できません。
Ground Truth 合成データをどのように使用するのですか
Ground Truth 合成データを初めて使用する場合は、「」に記載の手順に従うことをお勧めしま
す。Amazon の開始方法 SageMaker Ground Truth Syn (p. 574)セクションに追加します。

Amazon の開始方法 SageMaker Ground Truth Syn
このガイドでは、前提条件への準拠に必要な手順の実行方法、Ground Truth Synthetic Data プロジェクト
の開始、ラベルの確認、ラベルの確認方法を説明します。
合成データの使用を開始するには、Amazon をセットアップする SageMaker Ground Truth Synthetic Data
の前提条件 (p. 574)そしてAmazon のコアコンポーネント SageMaker Ground Truth Syn (p. 575)。

Amazon をセットアップする SageMaker Ground Truth Synthetic
Data の前提条件
Ground Truth 合成データを使用するには、AWSアカウント。すでに AWS アカウントをお持ちの場合は、
この手順をスキップしてください。
Amazon Web Services にサインアップすると (AWS)、きみのAWSアカウントはすべてに自動的に登録さ
れますAWSサービスを含む SageMaker。料金は、使用するサービスの料金のみが請求されます。

AWS アカウントを作成する
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
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2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント ルートユーザーが作成されます。ルート
ユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理者ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユー
ザーのみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

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

Amazon のコアコンポーネント SageMaker Ground Truth Syn
以下は、Ground Truth Synthetic データの機能を理解する際に重要となる用語です。
• プロジェクト: 資格のある各エンゲージメントとAWS専門家がGround Truth合成データプロジェクトで
成果を上げました。
• Batch: バッチは、類似のラベル付き画像のコレクションです。プロジェクトには複数のバッチを使用で
きます。バッチは、テストまたは本番稼働ステージに設定できます。プロジェクトには複数のバッチを
使用できます。
• 合成画像の忠実度と多様性レポート: Ground Truth 合成データは、生成された合成画像と一般的なデー
タセットを比較するのに役立つ指標レポートを提供します。

プロジェクトをリクエストする
Amazon の使用を開始するには SageMaker Ground Truth 合成データ、 SageMaker コンソールして完了す
るインテークフォーム。
で入力フォームを送信したらAWSコンソール、AWSGround Truth Synthetic Data チームのエキスパートか
らの連絡を受けて、データラベリングプロジェクトの要件と価格について話し合うことになります。

Amazon S3 バケットからデータを共有する
変更後AWS専門家がプロジェクトについて話し合うために連絡します。合成データ要件に特有の質問を
フォームに記入する必要がある場合があります。入力フォームと Ground Truth 合成データと共有されるア
セットにより、Ground Truth 合成データチームは、プロジェクトとプロジェクトの完了に必要な推定作業
量を評価できます。
Amazon S3 バケットを作成して、プロジェクトアセットを Ground Truth 合成データと共有し、プロジェ
クトの出力データを保存します。

Amazon S3 バケットを作成して共有するには:
1.

の手順に従います。バケットの作成()Amazon Simple Storage Service コンソールユーザーガイド。

2.

Amazon S3 バケットにデータを保存する際には、以下の命名規則を使用することをお勧めします。

3.

a.

-bucket-name63 文字未満にしてください。

b.

-bucket-nameハイフンは使用できますが、スペースとアンダースコアは使用できません。

[Buckets] (バケット) リストで、作成したバケットの名前を選択します。
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4.

[Permissions] (許可) を選択します。

5.

[Bucket policy] (バケットポリシー) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。

6.

それを確認してACL は無効ですが選択されます。

Note
[]オブジェクトの所有権以下のイメージに示すように、ACL は無効にしてください。

7.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

Note
Amazon S3 バケットのデータにアクセスするための追加の要件がある場合は、AWS エキスパー
トに問い合わせてください。
プロジェクトの評価、作業見積もり、合成データ生成のために、プロジェクトアセットを Ground Truth 合
成データチームと共有するには、プロジェクトデータをGround Truth 合成データに送信 (p. 576)以下の
セクション。
インテークフォームとプロジェクト資産を受け取った後、5 営業日以内に作業明細書 (SOW) を返送しま
す。SOWには、Ground Truth合成データの生成とラベリングに関するお客様の取り組みの概要が記載され
ています。SOW が承認されると、Ground Truth 合成データチームは 50 枚の合成画像からなるテストバッ
チを作成します。AnAWS専門家があなたと会い、テストバッチをレビューし、画像を承認または拒否し、
最終生産を完成させます。このためのタイムラインは、入力フォームの回答に基づいています。

プロジェクトデータをGround Truth 合成データに送信
変更後AWS専門家がプロジェクトに割り当てられているため、プロジェクトデータをGround Truth合成
データチームに送信して、プロジェクトの評価、作業見積もり、および合成データ生成を支援できます。

プロジェクトデータを Ground Truth 合成データに送信するには:
1.

[]プロジェクトデータ転送プロジェクトポータルのテーブル、選択プロジェクトデータの送信。

2.

プロジェクトデータの送信元となる S3 バケットの名前を、プロジェクトデータ転送の Amazon S3
ソースロケーションとして入力します。

3.

プロジェクトデータ転送用の IAM ロールを選択します。選択した場合自動、Ground Truth の合成デー
タは、プロジェクトのデータ転送を実行したり、ユーザーに代わって他のサービスを呼び出すために
必要な権限を持つ IAM ロールをアカウントに作成します (推奨)。アカウントで既存の IAM ロールを選
択した場合、Ground Truth 合成データはその IAM ロールを使用してプロジェクトのデータ転送を実行
し、ユーザーに代わって他のサービスを呼び出します。
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4.

選択してください作成プロジェクトデータ転送を作成して開始します。

プロジェクトデータ転送を作成すると、転送のステータスはプロジェクトデータ転送プロジェクトポータ
ルのプロジェクトの詳細ページにあるテーブル。プロジェクトのデータ転送ステータスがの場合完了中で
は、プロジェクトデータは Ground Truth 合成データチームが利用できます。

プロジェクトポータルのプロジェクト
各プロジェクトは 1 つ以上のバッチで構成されます。バッチは、類似して生成されラベル付けされた画像
の集まりです。プロジェクトポータルでは、Ground Truth 合成データを使用して契約したプロジェクトに
アクセスできます。合成画像の忠実度と多様性レポートとともに、プロジェクトのステータスを確認した
り、完了したバッチにアクセスしたりできます。また、プロジェクトポータルでバッチを確認して承認ま
たは拒否します。

Ground Truth Patth プロジェクトポータルを使用すると、プロジェクトに関する以下の詳細情報を追跡で
きます。
Project name: 各プロジェクトは固有の名前を使用して識別されます。
ステータス: Ground Truth 合成データプロジェクトには、以下のいずれかのステータスタイプを持ちま
す。
1. リクエストが送信されました: プロジェクトリクエストフォームは正常に送信されました。次に、AWS
専門家がお客様との面談をスケジュールし、プロジェクトの詳細について話し合います。
2. レビュー中: お客様のプロジェクトを検討中です。AnAWSエキスパートがプロジェクトに割り当てられ
ました。
3. 生産中: 現在、プロジェクト用のラベル付きデータの生成に取り組んでいます。
4. データのレビュー準備完了: 少なくとも 1 つのバッチがレビュー用に準備されています。
5. プロジェクト完了: 必要なラベル付き画像の生成が完了しました。イメージは Amazon S3 バケットに保
存されます。
Batches: プロジェクト内のバッチの総数。
Project 開始日: プロジェクトの開始日。
合計画像: リクエストした画像の数。
完成した画像: 承認されたすべての製造バッチで生成されたラベル付き画像の数。
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プロジェクトの削除
Project Rtatus は、コンソールを使用してプロジェクトを削除できます。リクエストが送信されましたま
たはプロジェクト完了。他のステータスのプロジェクトを削除するには、AWS専門家。Ground Truth 合成
データプロジェクトを削除しても Amazon S3 バケットからデータが削除されるわけではなく、料金がか
かる場合があります。
以下のように、プロジェクトのステータスに基づいてプロジェクトを削除できます。
• リクエストが送信されました: リクエストされたプロジェクトを削除すると、Ground Truth 合成データ
データベースからすべてのプロジェクトと顧客情報が削除されます。
• レビュー中/生産中/レビュー用データ: リクエストできますAWSこれらのステータスのいずれかを持つプ
ロジェクトを削除するエキスパートです。プロジェクトを削除すると、Ground Truth 合成データデータ
ベースと S3 バケットからすべてのプロジェクトと個人情報が削除されます。
• Project 完了: プロジェクトが次のようにマークされたらプロジェクト完了では、Ground Truth 合成デー
タデータベースと S3 バケットからすべての顧客情報を削除します。プロジェクトとバッチは必要なだ
け表示することも、コンソールを使用して削除することもできます。

Note
プロジェクトを削除しても、S3 バケットからイメージは削除されません。S3 バケットからのイ
メージ削除の詳細については、「」を参照してください。Amazon S3 オブジェクトの削除。

バッチを確認する
すべてのアマゾン SageMaker Ground Truth 合成データプロジェクトは 1 つ以上のバッチで構成されま
す。それぞれのバッチは、ラベル付き合成イメージで構成されます。バッチには2つのタイプがありま
す。テストBatchそしてプロダクションBatch。テストバッチでは、3D アセットと環境を使用して合成画
像がどのように見えるかを簡単にプレビューできます。テストバッチ内の画像は、契約した合成画像の総
数にはカウントされません。特定の画像構成のテストバッチを承認すると、Ground Truth 合成データによ
り本番用バッチ用の画像が生成され始めます。製造バッチ内の画像は、必要な画像の合計数にカウントさ
れます。

すべてのバッチについて、Ground Truth 合成データにより合成画像の忠実度と多様性レポート。このレ
ポートには、生成された合成画像の意味を理解するのに役立つ画像およびオブジェクトレベルの統計とプ
ロットが表示されます。統計情報は、合成画像の多様性と忠実度を説明し、実際の画像と比較するために
使用されます。提供される統計やプロットの例としては、オブジェクトクラスの分布、オブジェクトサイ
ズ、画像の明るさ、画像のコントラストのほか、合成画像と実際の画像の区別がつかないかどうかを評価
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するプロットがあります。すべての計算データセットの統計の生データもCSVファイルとして提供される
ため、モデルのデバッグを迅速化し、さらなる分析が可能になります。

プロジェクトポータルを使用すると、プロジェクトのすべてのバッチを表示できます。
Ground Truth 合成データプロジェクトポータルを使用すると、各バッチに関する以下の詳細情報を追跡で
きます。
Batch 名: それぞれのバッチは、固有のバッチ名で識別されます。
ステータス: Ground Truth 合成データバッチは、以下のいずれかのステータスタイプを持ちます。
1. 進行中: 現在、このバッチ用にラベル付き画像を生成しています。間もなくレビューの準備が整いま
す。
2. 確認の準備ができました: これで、ラベル付きの合成画像のバッチをレビューする準備ができました。
の手順を行います。Amazon S3 バケットへのBatch データの転送 (p. 579)セクションで画像を表示し
たり、バッチを確認したりできます。
3. 承認: このバッチは承認されました。
4. 拒否: このバッチは拒否されました。再作業が必要です。バッチを拒否すると、AWS専門家から連絡が
あり、これについてさらに話し合います。
Batch タイプ: バッチは、テストバッチでも本番バッチでもかまいません。
作成日: バッチの作成日。
イメージ: バッチ内のイメージの総数。

Amazon S3 バケットへのBatch データの転送
バッチステータスがの場合確認の準備ができましたでは、画像を表示してバッチを確認するには、バッチ
データを S3 バケットに転送する必要があります。

S3 バケットにバッチデータを転送するには、次の手順を実行します。
1.

プロジェクトポータルのバッチ詳細ページで、バッチデータの取得。

2.

[]S3 送信先場所で、バッチデータを受信する S3 バケットの名前を入力します。

3.

プロジェクトデータ転送用の IAM ロールを選択します。選択した場合自動、Ground Truth の合成デー
タは、プロジェクトのデータ転送を実行したり、ユーザーに代わって他のサービスを呼び出すために
必要な権限を持つ IAM ロールをアカウントに作成します (推奨)。アカウントで既存の IAM ロールを選
択した場合、Ground Truth 合成データはその IAM ロールを使用してプロジェクトのデータ転送を実行
し、ユーザーに代わって他のサービスを呼び出します。

4.

選択してください作成バッチデータ転送を作成して開始します。
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バッチデータ転送を作成すると、転送のステータスはBatch データ転送プロジェクトポータルのバッチ
詳細ページにあるテーブル。バッチデータ転送ステータスがの場合完了済みでは、バッチデータは S3
バケットで利用でき、バッチ画像はプロジェクトポータルのバッチ詳細ページに表示され、バッチのレ
ビューに進むことができます。

バッチを承諾または拒否する
バッチを確認したら、以下に示すように、バッチを確認したら、そのバッチをプロジェクトポータルから
承諾するか拒否するかを選択できます。

バッチを受け入れると、AWS契約した画像の残数に応じて、専門家がプロジェクトを続行または完了しま
す。
バッチを拒否すると、AWS エキスパートからの連絡があり、バッチの再作業プロセスと次のステップを決
定します。
バッチの承諾または拒否は、1 回限りのアクションであり、expertAWSexpert 承諾または拒否は、プロ
ジェクトのバッチごとに選択する必要があります。

ワークフォースの作成と管理
ワークフォースとは、データセットにラベルを付けるために選択したワーカーのグループです。Amazon
Mechanical Turk ワークフォースまたはベンダーが管理するワークフォースを選択するか、独自のプライ
ベートワークフォースを作成してデータセットにラベルを付ける、またはデータセットをレビューできま
す。どのワークフォースタイプを選択しても、Amazon SageMaker ワーカーへのタスク送信が処理されま
す。
民間の労働力を利用する場合、ワークチーム、あなたの労働力から特定の従業員に割り当てられた労働
者のグループジョブ—アマゾン SageMaker Ground TruthジョブのラベリングまたはAmazon Augmented
AI人間によるレビュータスク。複数の作業チームを用意し、1 つ以上の作業チームを各ラベル付けジョブ
に割り当てることができます。
Amazon Cognito または独自のプライベート OpenID Connect (OIDC) アイデンティティプロバイダー (IdP)
を使用して、プライベートワークフォースとワークチームを管理できます。この方法によるワークフォー
スの管理に必要なアクセス権限の詳細については、「Amazon SageMaker Ground Truth コンソールを使用
するために必要なアクセス許可 (p. 3276)」を参照してください。
トピック
• Amazon Mechanical Turk ワークフォースを使用する (p. 581)
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• ベンダーワークフォースの管理 (p. 584)
• プライベートワークフォースを使用する (p. 586)

Amazon Mechanical Turk ワークフォースを使用する
Amazon Mechanical Turk（Mechanical Turk）の労働力は、アマゾン SageMaker Ground Truthラベル付
けジョブとAmazon Augmented AIヒューマンレビュータスク。Amazon Mechanical Turk ワークフォース
は、ワールドワイドなリソースです。ワーカーは 1 日 24 時間、年中無休で利用できます。通常、Amazon
Mechanical Turk ワークフォースを使用すると、人間によるレビュータスクとラベル付けジョブの反応時
間が最も短縮されます。
Amazon Mechanical Turk のワークフォースの請求はすべて、Ground Truth または Amazon Augmented
AI 請求の一部として処理されます。Amazon Mechanical Turk ワークフォースを使用するために別の
Mechanical Turk アカウントを作成する必要はありません。

Important
機密情報、個人情報、または保護対象の医療情報をこのワークフォースと共有しないでくださ
い。保護されたヘルス情報を含むワークロードに対して Amazon A2I を AWS HIPAA 対応サー
ビス (Amazon Textract や Amazon Rekognition など) と組み合わせて使用する場合は、Amazon
Mechanical Turk ワークフォースを使用しないでください。
Ground Truth ラベル付けジョブまたは Amazon A2I の人間によるレビューワークフロー (フロー定義) を作
成するときに、ワークフォースとして Mechanical Turk を選択できます。を使用して、ラベル付けジョブ
と人間によるレビューワークフローを作成できます。 SageMaker コンソールと API。
API オペレーションを使用してラベル付けジョブまたは人間によるレビューワークフローを作成する場
合、WorkteamArn の Amazon Mechanical Turk ワークフォースに次の ARN を使用します。region を、
ラベル付けジョブまたはヒューマンループの作成に使用している AWS のリージョンに置き換えます。例
えば、米国西部 (オレゴン) でラベル付けジョブを作成する場合は、region を us-west-2 に置き換えま
す。
• arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default
Ground Truth と Amazon A2I では、Mechanical Turk を使用する場合に、入力データに個人を特定できる
情報 (PII) を含めることはできません。Mechanical Turk ワークフォースを使用し、入力データに PII がな
いことを指定しない場合、Ground Truth ラベル付けジョブとAugmented AI タスクは失敗します。Ground
Truth ラベル付けジョブを作成するときと、組み込みの統合または StartHumanLoop オペレーションを使
用して Amazon A2I ヒューマンループを作成するときに、入力データに PII がないことを指定します。
これらのサービスで Mechanical Turk を使用する方法については、次のセクションを参照してください。
トピック
• Ground Truth でMechanical Turk を使用する (p. 581)
• Amazon A2I で Mechanical Turk を使用する (p. 583)
• Mechanical Turk がサポートされないのはどのような場合ですか。 (p. 584)

Ground Truth でMechanical Turk を使用する
コンソールまたは CreateLabelingJob オペレーションを使用してラベル付けジョブを作成するとき
に、Ground Truth で Mechanical Turk を使用できます。
ラベル付けジョブを作成するときは、ジョブの複雑さと必要な品質に基づいて、各データオブジェクトに
注釈を付けるワーカーの数を調整することをお勧めします。アマゾン SageMaker Ground Truth は、注釈
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の統合を使用してラベルの品質を向上させます。ワーカーが多いと、より複雑なラベル付けジョブのラ
ベルの品質を改善できますが、シンプルなジョブについては変化しない可能性があります。詳細について
は、「注釈統合 (p. 533)」を参照してください。注釈統合は、Amazon A2I の人間によるレビューワーク
フローではサポートされていません。

ラベル付けジョブの作成時に Mechanical Turk を使用するには、次の手順に従います (コンソー
ル)。
1.

を使用し、の Ground Truth 領域を使用してラベル付けジョブを作成します。 SageMakerコンソー
ル:ラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)。

2.

[Workers] (ワーカー) セクションで [Worker types] (ワーカータイプ) を選択するとき、[Amazon
Mechanical Turk] を選択します。

3.

[Task timeout] (タスクタイムアウト) を使用して、ワーカーがタスクを完了しなければならない合計時
間を指定します。

4.

[Task expTask expiration] (タスクの有効期限) で、ワーカーがタスクを使用できる時間の合計を指定し
ます。これは、タスクが失敗する前にワーカーがタスクを取得する必要がある期間です。

5.

ドロップダウンリストを使用して、[Price per task] (タスクあたりの料金) を選択します。これは、1
つのタスクを完了することでワーカーが受け取る金額です。

6.

(オプション) 該当する場合は、データセットには成人向けコンテンツは含まれていませ
ん。SageMaker アダルトコンテンツが含まれている場合、Mechanical Turk ワーカーを制限する可能
性があります。

7.

Mechanical Turk ワークフォースを使用するには、チェックボックスをオンにして、次のステートメ
ントを読み、確認する必要があります。入力データに機密情報、個人情報、または保護対象の医療情
報が含まれている場合は、別のワークフォースを選択する必要があります。
Mechanical Turk のワークフォースが世界中に所在する独立した請負業者で構成されており、機密情
報、個人情報、または保護対象の医療情報をこのワークフォースと共有してはならないことを理解
し、同意します。

8.

(オプション) 自動データラベリングを有効にする場合は、[Enable automated data labeling] (自動デー
タラベリングを有効にする) のチェックボックスをオンにします。この機能の詳細は、「データのラ
ベル付けの自動化 (p. 535)」を参照してください。

9.

[Additional configuration] (追加設定) で [Number of workers per dataset object] (データセットオブジェ
クトあたりの作業者数) を指定できます。例えば、このフィールドに 3 と入力すると、3 人のワーカー
によって各データオブジェクトがラベル付けされます。

[Create] (作成) を選択してラベル付けジョブを作成する場合、ラベル付けタスクは Mechanical Turk ワー
カーに送信されます。

ラベル付けジョブを作成するときに Mechanical Turk を使用するには次の手順に従います (API)。
1.

CreateLabelingJob オペレーションを使用して、ラベル付けジョブを作成 (API) (p. 439) を使い
ラベル付けジョブを作成します。

2.

WorkteamArn に、以下を使用します。region を、ラベル付けジョブの作成に使用している AWS の
リージョンに置き換えます。
arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default

3.

TaskTimeLimitInSeconds を使用して、ワーカーがタスクを完了しなければならない合計時間を指
定します。

4.

TaskAvailabilityLifetimeInSeconds を使用して、ワーカーがタスクを使用できる時間の合計
を指定します。これは、タスクが失敗する前にワーカーがタスクを取得する必要がある期間です。

5.

NumberOfHumanWorkersPerDataObject を使用して、データセットオブジェクトあたりのワー
カー数を指定します。
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6.

PublicWorkforceTaskPrice を使用して、タスクごとの価格を設定します。これは、1 つのタスク
を完了することでワーカーが受け取る金額です。

7.

DataAttributes を使用して、入力データに機密情報、個人情報、または保護対象の医療情報が含
まれていないことを指定します。
Ground Truth では、Mechanical Turk ワークフォースを使用する場合に、入力データ
に個人を特定できる情報 (PII) を含めることはできません。Mechanical Turk を使用
し、FreeOfPersonallyIdentifiableInformation フラグを使用して入力データに PII がないこ
とを指定しない場合、ラベル付けジョブは失敗します。
を使用するFreeOfAdultContentフラグを付けます。SageMaker アダルトコンテンツが含まれてい
る場合、Mechanical Turk ワーカーを制限する可能性があります。

この API の使用方法の例は、次のノートブックで見ることができます。 GitHub: Ground Truth ルースジュ
ピターノートブックの例。これらのノートブックには、 SageMaker サンプルノートブック (p. 208)でノー
トブックインスタンス。

Amazon A2I で Mechanical Turk を使用する
コンソールまたは CreateFlowDefinition API オペレーションで、フロー定義とも呼ばれる人間による
レビューワークフローを作成するときに、Amazon A2I で Mechanical Turk を使用するよう指定できます。
この人間によるレビューワークフローを使用してヒューマンループを構成する場合は、入力データに PII
がないことを指定する必要があります。

人間によるレビューワークフローを作成するときに Mechanical Turk を使用するには、次の手順
に従います (コンソール)。
1.

を使用し、の Augmented AI セクションで人間によるレビューワークフローを作成します。
SageMaker コンソール:ヒューマンレビューワークフローを作成する (コンソール) (p. 3179)。

2.

[Workers] (ワーカー) セクションで [Worker types] (ワーカータイプ) を選択するとき、[Amazon
Mechanical Turk] を選択します。

3.

ドロップダウンリストを使用して、[Price per task] (タスクあたりの料金) を選択します。これは、1
つのタスクを完了することでワーカーが受け取る金額です。

4.

(オプション) [Additional configuration] (追加設定) で、[Number of workers per dataset object] (デー
タセットオブジェクトあたりの作業者数) を指定できます。例えば、このフィールドに 3 と入力する
と、3 人のワーカーによって各データオブジェクトがラベル付けされます。

5.

(オプション) [Task timeout] (タスクタイムアウト) を使用して、ワーカーがタスクを完了しなければな
らない合計時間を指定します。

6.

(オプション) [Task expTask expiration] (タスクの有効期限) で、ワーカーがタスクを使用できる時間
の合計を指定します。これは、タスクが失敗する前にワーカーがタスクを取得する必要がある期間で
す。

7.

人間によるレビューワークフローを作成したら、パラメータ FlowDefinitionArn に Amazon
リソースネーム (ARN) を指定することで、それを使用してヒューマンループを設定できます。
組み込みタスクタイプの API オペレーションまたは Amazon A2I ランタイム API オペレーション
StartHumanLoop のいずれかを使用し、ヒューマンループを設定します。詳細については、ヒュー
マンループを作成および開始する (p. 3198) を参照してください。
ヒューマンループを設定する場合、DataAttributes 内のコンテンツ分類子
FreeOfPersonallyIdentifiableInformation を使用して、入力データに個人を特定できる情
報 (PII) が含まれていないことを指定する必要があります。Mechanical Turk を使用し、入力データに
PII がないことを指定しない場合、人間によるレビュータスクは失敗します。
を使用するFreeOfAdultContentフラグを付けます。SageMaker アダルトコンテンツが含まれてい
る場合、Mechanical Turk ワーカーを制限する可能性があります。
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人間によるレビューワークフローを作成するときに Mechanical Turk を使用するには、次の手順
に従います (API)。
1.

ヒューマンレビューワークフローを作成する (API) (p. 3181) を使用し、CreateFlowDefinition
オペレーションを使い人間によるレビューワークフローを作成します。

2.

WorkteamArn に、以下を使用します。region を、ラベル付けジョブの作成に使用している AWS の
リージョンに置き換えます。
arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default

3.

TaskTimeLimitInSeconds を使用して、ワーカーがタスクを完了しなければならない合計時間を指
定します。

4.

TaskAvailabilityLifetimeInSeconds を使用して、ワーカーがタスクを使用できる時間の合計
を指定します。これは、タスクが失敗する前にワーカーがタスクを取得する必要がある期間です。

5.

TaskCount を使用して、データセットオブジェクトあたりのワーカー数を指定します。例えば、こ
のパラメータに 3 を指定すると、3 人のワーカーによって各データオブジェクトがラベル付けされま
す。

6.

PublicWorkforceTaskPrice を使用して、タスクごとの価格を設定します。これは、1 つのタスク
を完了することでワーカーが受け取る金額です。

7.

人間によるレビューワークフローを作成したら、パラメータ FlowDefinitionArn に Amazon
リソースネーム (ARN) を指定することで、それを使用してヒューマンループを設定できます。
組み込みタスクタイプの API オペレーションまたは Amazon A2I ランタイム API オペレーション
StartHumanLoop のいずれかを使用し、ヒューマンループを設定します。詳細については、ヒュー
マンループを作成および開始する (p. 3198) を参照してください。
ヒューマンループを設定する場合、DataAttributes 内のコンテンツ分類子
FreeOfPersonallyIdentifiableInformation を使用して、入力データに個人を特定できる情
報 (PII) が含まれていないことを指定する必要があります。Mechanical Turk を使用し、入力データに
PII がないことを指定しない場合、人間によるレビュータスクは失敗します。
を使用するFreeOfAdultContentフラグを付けます。SageMaker アダルトコンテンツが含まれてい
る場合、Mechanical Turk ワーカーを制限する可能性があります。

この API の使用方法の例は、次のノートブックで見ることができます。 GitHub: Amazon A2I Jupyter ノー
トブックの例。

Mechanical Turk がサポートされないのはどのような場合です
か。
このワークフォースは、次のシナリオではサポートされません。各シナリオでは、プライベートまたはベ
ンダーのワークフォースを使用する必要があります。
• Ground Truth 動画ビデオフレームラベル付けジョブと 3D 点群のラベル付けジョブでは、このワーク
フォースはサポートされていません。
• 入力データに個人を特定できる情報 (PII) が含まれている場合は、このワークフォースを使用できませ
ん。
• Mechanical Turk は、一部の AWS の特別なリージョンでは使用できません。該当する場合、詳細につい
ては特別なリージョンのドキュメントを参照してください。

ベンダーワークフォースの管理
Amazon を使い、データのラベル付けにベンダー管理のワークフォースを使用できます SageMaker
Ground Truth (Ground Truth）と Amazon Augmented AI (Amazon A2I)。ベンダーには、機械学習を目的と
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したデータラベリングサービスの提供に豊富な経験があります。これら 2 つのサービスのベンダーワーク
フォースは、Amazon を使用して個別に作成および管理する必要があります。 SageMaker コンソール。
ベンダーのサービスは、AWS Marketplace を介して利用できるようになっています。ワーカーの数、ワー
カーの作業時間といったベンダーのサービスの詳細については、ベンダーの詳細ページで確認できます。
これらの詳細を使用して、ラベル付けジョブのコストとジョブにかかる見込み時間を予想できます。ベン
ダーを選んだら、AWS Marketplace を使用してサービスにサブスクライブします。
サブスクリプションとは、お客様とベンダー間の契約です。契約では、スケジュール、返金ポリシーと
いった契約の詳細が規定されます。ラベル付けジョブに何らかの問題がある場合、ベンダーと直接作業し
ます。
データ注釈のニーズを満たすため、サブスクライブできるベンダーの数に制限はありません。ラベル付け
ジョブまたはヒューマンレビューを作成するとき、ジョブを特定のベンダーにルーティングするよう指定
できます。

Important
機密データを送信する前に、ベンダーの詳細ページでベンダーのセキュリティとコンプライアン
ス対策をチェックし、サブスクリプション契約の一部であるエンドユーザー使用許諾契約 (EULA)
を確認してください。ベンダーが個人情報または機密情報に関するコンプライアンス要件を満た
していることを確認する責任があります。保護対象の医療情報をこのワークフォースと共有しな
いでください。
ベンダーワークフォースにサブスクライブには、コンソールを使用する必要があります。サブスクリプ
ションの準備ができたら、ListSubscribedWorkteams オペレーションを使用して、サブスクライブし
たベンダーのリストを表示できます。

ベンダーワークフォースをサブスクライブするには
1.

を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

で適切なページを選択します SageMaker コンソール。
• Ground Truth ラベル付けジョブの場合、[Labeling workforces] (ラベル付けワークフォース) を選択
し、[Vendor] (ベンダー) を選択して、[Find data labeling services] (データラベリングサービスを検
索) を選択します。
• Amazon A2I の 人間によるレビューワークフローの場合は、[Human review workforces] (人間に
よるレビューワークフォース)、[Vendor] (ベンダー)、[Find human review services] (人間によるレ
ビューサービスを検索) の順に選択します。

3.

コンソールが AWS Marketplace を開き、次の内容が表示されます。
• Ground Truth に対して選択したデータラベルリングサービスカテゴリ
• Amazon A2I に対して選択した人間によるレビューサービスカテゴリ
ここには、このサービスで利用可能なベンダーサービスの一覧が表示されます。

4.

ベンダーを選択します。AWS Marketplace には、データラベリングまたはヒューマンレビューサービ
スに関する詳細情報が表示されます。この情報を使用して、タスクの要件を満たしているベンダーで
あるかどうかを確認します。

5.

ベンダーが要件を満たしている場合は、[Continue to subscribe] (サブスクライブに進む) を選択しま
す。

6.

サブスクリプションの詳細を確認します。条件に同意する場合は、[サブスクリプション] を選択し
て、サービスへのサブスクリプションを完了します。
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プライベートワークフォースを使用する
プライベートワークフォースとは、選択したワーカーのグループです。社内の従業員や業界の専門家のグ
ループがこれに該当します。例えば、医療イメージにラベルを付けるタスクの場合、該当するイメージに
ついての知識が豊富なメンバーで構成されるプライベートワークフォースを作成できます。
各 AWS アカウントは、リージョンごとに 1 つのプライベートワークフォースにアクセスでき、所有者は
そのワークフォース内に複数のプライベート作業チームを作成できます。1 つのプライベートチームは、
ラベル付けジョブ、ヒューマンレビュータスク、またはジョブを完了するために使用されます。各作業
チームを別々のジョブに割り当てることも、複数のジョブに対して 1 つのチームを使用することもできま
す。単一のワーカーは複数の作業チームに属することができます。
プライベートワークフォースは、Amazon Cognito または、独自のプライベート OpenID Connect (OIDC)
ID プロバイダー (IdP) を使用して作成および管理できます。
の新規ユーザーの場合アマゾン SageMaker Ground TruthまたはAmazon Augmented AIワーカーを独自の
IdP で管理する必要がないため、Amazon Cognito を使用してプライベートワークフォースを作成および管
理することをお勧めします。
ワークフォースを作成したら、ワークチームを作成および管理するだけでなく、次の操作を実行できま
す。
• ワーカーのパフォーマンスを追跡する
• Amazon SNS トピックを作成および管理し、ラベル付けタスクが利用可能になったときにワーカーに通
知します
• IP アドレスを使用してプライベートワークフォースのタスクへのアクセスを管理

Note
プライベートワークフォースは、Ground Truth と Amazon A2I の間で共有されます。Augmented
AI が使用するプライベートワークチームを作成および管理するには、の [Ground Truth] セクショ
ンを使用します。 SageMaker コンソール。
トピック
• Amazon Cognito ワークフォースを作成および管理する (p. 586)
• OIDC IdP ワークフォースを作成および管理する (p. 594)
• Amazon を使用してプライベートワークフォースを管理する SageMaker API (p. 604)
• ワーカーのパフォーマンスを追跡する (p. 605)
• 作業チームの Amazon SNS トピックを作成および管理する (p. 606)

Amazon Cognito ワークフォースを作成および管理する
Amazon を使用してワークフォースを作成する場合、Amazon Cognito を使用してプライベートワーク
フォースを作成および管理する SageMaker コンソールまたはワーカーの認証を管理するオーバーヘッド
が必要ない場合は、Amazon Cognito を使用してプライベートワークフォースを作成すると、プライベー
トワーカーに認証、許可、ユーザー管理が提供されます。
トピック
• プライベートワークフォースを作成する (Amazon Cognito) (p. 586)
• プライベートワークフォースを管理する (Amazon Cognito) (p. 589)

プライベートワークフォースを作成する (Amazon Cognito)
Amazon Cognito を使用する場合、次のいずれかの方法でプライベートワークフォースを作成できます。
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• ラベル付けジョブを作成するときに、新しいワークフォースを作成します。この方法の詳細は、「ラベ
ル付けジョブを作成する場合の Amazon Cognito ワークフォースの作成 (p. 587)」を参照してくださ
い。
• ラベル付けジョブを作成する前に、新しいワークフォースを作成します。この方法の詳細は、
「Labeling Workforces (ラベル付けワークフォース) ページを使用して Amazon Cognito ワークフォース
を作成する (p. 588)」を参照してください。
• Amazon Cognito コンソールでユーザープールを作成した後、既存のワークフォースをインポート
します。この方法の詳細は、「プライベートワークフォースを作成する (Amazon Cognito コンソー
ル) (p. 588)」を参照してください。
プライベートワークフォースを作成すると、そのワークフォースとそれに関連付けられているすべての作
業チームとワーカーは、すべての Ground Truth ラベル付けジョブタスクと Amazon Augmented AI の人間
によるレビューワークフロータスクで使用できるようになります。
Amazon を初めて使用する場合 SageMaker Ground Truth または Amazon A2I をテストしたい場合、コン
ソールを使用して、組織の担当者で構成されるプライベートワークチームを作成することをお勧めしま
す。ラベル付けまたは人間によるレビューワークフロー (フロー定義) を作成する際は、このワークチーム
を使用してワーカーの UI とジョブワークフローをテストします。
トピック
• プライベートワークフォースを作成する (Amazon) SageMakerコンソール) (p. 587)
• プライベートワークフォースを作成する (Amazon Cognito コンソール) (p. 588)

プライベートワークフォースを作成する (Amazon) SageMakerコンソール)
Amazon でプライベートワークフォースを作成できます SageMaker コンソール:次の 2 つのいずれかに指
定します。
• でラベル付けジョブを作成する場合ラベル付けジョブアマゾンのページ SageMaker Ground Ground
Truth
• の使用労働力のラベリングアマゾンのページ SageMaker Ground Ground Truth Amazon A2I の人間によ
るレビューワークフローのプライベートワークフォースを作成する場合は、この方法を使用します。
どちらの方法でも、ワークフォースのすべてのメンバーを含むデフォルトの作業チームを作成します。こ
のプライベートワークフォースは、Ground Truth と Amazon Augmented AI ジョブの両方に使用できま
す。
コンソールを使用してプライベートワークフォースを作成する場合、 SageMaker Amazon Cognito を
ワークフォースの ID プロバイダーとして使用します。独自の OpenID Connect (OIDC) IDID (IdP) を
使用してプライベートワークフォースを作成および管理する場合は、 SageMaker API オペレーショ
ンCreateWorkforce。詳細については、プライベートワークフォースを作成する (OIDC IdP) (p. 594)
を参照してください。

ラベル付けジョブを作成する場合の Amazon Cognito ワークフォースの作成
ラベル付けジョブを作成する際、プライベートワークフォースを作成していない場合に、プライベート
ワーカーを使用するよう選択すると、作業チームを作成するよう促されます。Amazon Cognito を使用し
て作成したプライベートワークフォースが作成されます。

ラベル付けジョブの作成中にワークフォースを作成する (コンソール)
1.
2.
3.

を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。
ナビゲーションペインで、[Labeling jobs] (ラベル付けジョブ) を選択し、すべての必須フィールドに
入力します。ラベル付けジョブを開始する方法については、「開始方法 (p. 261)」を参照してくださ
い。[Next] (次へ) を選択します。
ワークフォースタイプとして [Private] (プライベート) を選択します。
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4.

[Workers] (ワーカー) セクションで以下を入力します。
a.
b.

[Team name] (チーム名)。
最大 100 人のワークフォースメンバーの E メールアドレス。E メールアドレスでは、大文字と小
文字が区別されます。ワーカーは、最初に入力したアドレスと同じアドレスを使用してログイン
する必要があります。ワークフォースのメンバーは、ジョブの作成後に追加できます。

c.
d.

組織の名前。 SageMaker これを使用してワーカーに送信されるメールをカスタマイズします。
タスクに関連する問題を報告するためのワーカーの連絡先 E メール。

ラベル付けジョブを作成する際、ワークフォースへの参加を招待する E メールが各ワーカーに送信されま
す。ワークフォースの作成後、を使用してワーカーを追加、削除、無効化できます SageMaker コンソー
ルまたは Amazon Cognito コンソール。

Labeling Workforces (ラベル付けワークフォース) ページを使用して Amazon Cognito ワーク
フォースを作成する
Amazon Cognito を使用してプライベートワークフォースを作成および管理するには、[Labeling
workforces] (ラベル付けワークフォース) ページを使用します。次の手順に従う場合、Amazon Cognito
ユーザープールから既存のワークフォースをインポートするワーカーのメールを入力して、プライベート
ワークフォースを作成します。ワークフォースをインポートするには、「プライベートワークフォースを
作成する (Amazon Cognito コンソール) (p. 588)」を参照してください。

ワーカーの E メールを使用してプライベートワークフォースを作成するには
1.

アマゾンをを開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで、[Labeling workforces] (ラベル付けワークフォース) を選択します。
[Private] (プライベート)、[Create private team] (プライベートチームの作成) の順に選択します。
[Invite new workers by email] (E メールで新しいワーカーを招待する) を選択します。

5.

カンマ区切りの E メールアドレスリストを E メールアドレスボックスに貼り付けるか、入力します。
リストには最大 50 のメールアドレスを含めることができます。

6.
7.

組織名と連絡先メールアドレスを入力します。
必要に応じて、新しい Ground Truth ラベル付けジョブが利用可能になったときに、ワーカーに E
メールで通知されるように、チームをサブスクライブする SNS トピックを選択します。Amazon SNS
通知は Ground Truth でサポートされていますが、Augmented AI ではサポートされていません。ワー
カーをサブスクライブし SNS 通知を受信すると、Ground Truth ラベル付けジョブに関する通知のみ
がワーカーに届きます。Augmented AI タスクに関する通知は届きません。

8.

[プライベートチームを作成] ボタンをクリックします。

プライベートワークフォースをインポートしたら、ページを更新します。[Private workforce summary] (プ
ライベートワークフォースの概要) ページでは、ワークフォースの Amazon Cognito ユーザープールに関す
る情報、ワークフォースの作業チームのリスト、プライベートワークフォースのすべてのメンバーのリス
トが表示されます。

Note
プライベートの作業チームをすべて削除する場合は、このプロセスを繰り返して、そのリージョ
ンでプライベートワークフォースを使用する必要があります。

プライベートワークフォースを作成する (Amazon Cognito コンソール)
Amazon Cognito は、プライベートワークフォースと作業チームを定義および管理するために使用されま
す。これは、ワーカーの ID を作成し、ID プロバイダーでこれらの ID を認証するために使用できるサービ
スです。 プライベートワークフォースは、単一の Amazon Cognito ユーザープールに対応します。プライ
ベート作業チームは、そのユーザープール内の Amazon Cognito ユーザーグループに対応します。
Amazon Cognito でサポートされる ID プロバイダーの例を次に示します。
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•
•
•
•

Facebook や Google といったソーシャルサインインプロバイダー
OpenID Connect (OIDC) プロバイダー
Active Directory などの SAML (Security Assertion Markup Language) プロバイダー
Amazon Cognito 組み込みの ID プロバイダー

詳細については、「Amazon Cognito とは」を参照してください。
Amazon Cognito を使用してプライベートワークフォースを作成するには、少なくとも 1 つのユーザーグ
ループを含む既存の Amazon Cognito ユーザープールが必要です。「」を参照してください。チュートリ
アル: ユーザープールの作成ユーザープールを作成する方法について説明します。ユーザーグループをプー
ルに追加する方法については、「ユーザープールにグループを追加する」を参照してください。
ユーザープールを作成したら、次のステップに従い、そのユーザープールを Amazon にインポートしてプ
ライベートワークフォースを作成します。 SageMaker。

Amazon Cognito ユーザープールをインポートしてプライベートワークフォースを作成するには
1.
2.

を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。
ナビゲーションペインで、[Labeling workforces] (ラベル付けワークフォース) を選択します。

3.

[プライベート] を選択します。

4.

[Create private team] (プライベートチームを作成) を選択します。これにより、プライベートワーク
フォースと作業チームが作成されます。

5.

[Import workers from existing Amazon Cognito user groups] (既存の Amazon Cognito ユーザーグルー
プからワーカーをインポートする) を選択します。
作成したユーザープールを選択します。ユーザープールには、ドメインと既存のユーザーグループが
必要です。ドメインが見つからないというエラーが表示された場合は、グループの Amazon Cognito
コンソールの [App integration] (アプリの統合) ページの [Domain name] (ドメイン名) オプションで設
定します。

6.

7.
8.
9.

アプリクライアントを選択します。 SageMaker によって生成されたクライアントを使用することを
お勧めします。
プールからユーザーグループを選択して、そのメンバーをインポートします。
必要に応じて、新しいラベル付けジョブが利用可能になったときにワーカーにメールで通知されるよ
うに、チームをサブスクライブする Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを選
択します。Amazon SNS 通知は Ground Truth でサポートされていますが、Augmented AI ではサポー
トされていません。ワーカーをサブスクライブし SNS 通知を受信すると、Ground Truth ラベル付け
ジョブに関する通知のみがワーカーに届きます。Augmented AI タスクに関する通知は届きません。

10. [Create private team] (プライベートチームを作成) を選択します。

Important
Amazon Cognito ユーザープールを使用してワークフォースを作成した後、そのワークフォー
スを削除する場合は、まず、そのワークフォースに関連付けられているすべての作業チームを
SageMaker コンソール。
プライベートワークフォースをインポートした後、ページをリフレッシュして [Private workforce
summary] (プライベートワークフォースの概要) ページを表示します。この画面では、ワークフォー
スの Amazon Cognito ユーザープールに関する情報、ワークフォースの作業チームのリスト、プライ
ベートワークフォースのすべてのメンバーのリストが表示されます。このワークフォースは、Amazon
Augmented AI と Amazon の両方で使用できるようになりました SageMaker 人間によるレビュータスクと
データラベリングジョブそれぞれの Ground Truth。

プライベートワークフォースを管理する (Amazon Cognito)
Amazon Cognito を使用してプライベートワークフォースを作成した後、Amazon を使用してワークチー
ムを作成および管理できます。 SageMaker コンソールと API オペレーション
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以下の操作を行うことができます。SageMakerコンソールまたはAmazon Cognito コンソール。
• ワークチームを追加および削除する。
• ワーカーをワークフォースおよび 1 つ以上の作業チームに追加する。
• ワーカーをワークフォースおよび 1 つ以上のワークチームから無効化または削除する。Amazon Cognito
コンソールを使用してワーカーをワークフォースに追加する場合は、同じコンソールを使用してワー
カーをワークフォースから削除する必要があります。
では、特定の IP アドレスのワーカーにタスクへのアクセスを制限できます。 SageMaker API。詳細につ
いては、Amazon を使用してプライベートワークフォースを管理する SageMaker API (p. 604)を参照し
てください。
トピック
• ワークフォースを管理する (Amazon) SageMakerコンソール) (p. 590)
• プライベートワークフォースを管理する (Amazon Cognito コンソール) (p. 592)

ワークフォースを管理する (Amazon) SageMakerコンソール)
アマゾンを使える SageMaker コンソールを使用して、プライベートワークフォースを構成する作業チー
ムと個々のワーカーを作成および管理できます。
作業チームを使用して、プライベートワークフォースのメンバーをラベル付けまたは人間によるレ
ビュージョブに割り当てます。を使用して労働力を創出する場合 SageMaker コンソール、という作業
チームがありますEveryone-in-private-workforceこれにより、従業員全員を1つの仕事に割り当てることが
できます。インポートされた Amazon Cognito ユーザープールに作業チームに含めないメンバーが含まれ
ている可能性があるため、Amazon Cognito ユーザープール用の類似の作業チームは作成されません。
新しい作業チームを作成するには、次の 2 つの選択肢から選択します。
• で作業チームを作成することもできます SageMaker コンソールを作成し、ワークフォースースのメン
バーをチームに追加することもできます。
• Amazon Cognito コンソールを使用してユーザーグループを作成し、次にユーザーグループをインポー
トして作業チームを作成できます。複数のユーザーグループを作業チームにインポートすることがで
きます。Amazon Cognito コンソールでユーザーグループを更新することで、作業チームのメンバーを
管理します。詳細については、「プライベートワークフォースを管理する (Amazon Cognito コンソー
ル) (p. 592)」を参照してください。

を使用して作業チームを作成する SageMaker コンソール
新しい Amazon Cognito ユーザーグループを新規作成したり、を使用して既存のユーザーグループをイ
ンポートしたりできます SageMakerコンソール、ラベル付けワークフォースページ。Amazon Cognito
コンソールでのユーザーグループの作成の詳細については、「プライベートワークフォースを管理する
(Amazon Cognito コンソール) (p. 592)」を参照してください。

を使用して作業チームを作成するには SageMaker コンソール
1.

を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左のメニューで [Labeling workforces] (ラベル付けワークフォース) を選択します。

3.

[Private] (プライベート) で、[Create private team] (プライベートチームを作成) を選択します。

4.

[Team details] (チームの詳細) で、[Team name] (チーム名) を入力します。この名前は、AWS リー
ジョンのアカウントで一意である必要があります。

5.

[Add workers] (ワーカーの追加) で、ユーザーグループを使用してワーカーをチームに追加する方法を
選択します。
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• [Create a team by adding workers to a new Amazon Cognito user group] (新しい Amazon Cognito
ユーザーグループにワーカーを追加してチームを作成する) を選択する場合は、ワーカーを選択し
てチームに追加します。
• [Create a team by importing existing Amazon Cognito user groups] (既存の Amazon Cognito ユー
ザーグループをインポートしてチームを作成する) を選択した場合は、新しいチームを構成する
ユーザーグループを選択します。
6.

[SNS topic] (SNS トピック) を選択した場合、チームに追加されたすべてのワーカーは Amazon SNS
トピックにサブスクライブされ、新しい作業項目をチームが利用できるようになると通知されます。
既存の Ground Truth 関連の Amazon SNS トピックのリストから選択するか、[Create new topic] (新
しいトピックの作成) を選択してトピック作成ダイアログを開きます。
Amazon SNS 通知は Ground Truth でサポートされていますが、Augmented AI ではサポートされてい
ません。ワーカーをサブスクライブし SNS 通知を受信すると、Ground Truth ラベル付けジョブに関
する通知のみがワーカーに届きます。Augmented AI タスクに関する通知は届きません。

そのチームの新しい Ground Truth ラベル付けジョブジョブが使用可能になったとき、および期限切れに
なったときに、トピックをサブスクライブしているワークチームのワーカーに通知が送信されます。
Amazon SNS トピックの使用の詳細については、「作業チームの Amazon SNS トピックを作成および管
理する (p. 606)」を参照してください。

サブスクリプション
作業チームを作成した後、Amazon Cognito コンソールにアクセスして、チームに関する詳細情報を表示
し、メンバーがサブスクライブしている Amazon SNS トピックを変更または設定できます。チームをト
ピックにサブスクライブする前にチームメンバーを追加した場合は、それらのメンバーをそのトピックに
手動でサブスクライブする必要があります。Amazon SNS トピックの作成と管理の詳細については、「作
業チームの Amazon SNS トピックを作成および管理する」を参照してください。

ワーカーの追加または削除
作業チームとは、ワークフォース内のワーカーのグループで、ジョブを割り当てることができます。ワー
カーは複数の作業チームに追加できます。ワーカーが作業チームに追加されると、そのワーカーを無効化
または削除できます。

ワークフォースへのワーカーの追加
ワーカーをワークフォースに追加すると、そのワーカーをワークフォース内の任意の作業チームに追加で
きます。

プライベートワークフォースの概要ページを使用してワーカーを追加するには
1.

アマゾンをを開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

[Labeling workforces] (ラベル付けワークフォース) を選択して、プライベートワークフォースの概要
ページに移動します。

3.

[Private] (プライベート) を選択します。

4.

[Invite new workers] (新しいワーカーを招待) を選択します。

5.

メールアドレスのリストをカンマで区切り、メールアドレスボックスに貼り付けるか、入力します。
このリストには、最大 50 個のメールアドレスを含めることができます。

作業チームへのワーカーの追加
ワーカーは、作業チームに追加する前に、ワークフォースに追加する必要があります。作業チームにワー
カーを追加するには、まず上記のステップを使用して [Private workforce summary] (プライベートワーク
フォース要約) ページに移動します。
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プライベートワークフォースの概要ページから作業チームにワーカーを追加するには
1.

[Private teams] (プライベートチーム) セクションで、ワーカーを追加するチームを選択します。

2.

[Workers] (ワーカー) タブを選択します。

3.

[Add workers to team] (ワーカーをチームに追加) を選択し、追加するワーカーの横にあるボックスを
選択します。

4.

[Add workers to team] (ワーカーをチームに追加) をクリックします。

ワーカーの無効化およびワークフォースからの削除
ワーカーを無効にすると、ワーカーはジョブの受信を停止します。このアクションでは、ワークフォー
ス、またはワーカーが関連付けられている作業チームからワーカーは削除されません。作業チームに対し
てワーカーを無効化または削除するには、まず上記のステップを使用して、プライベートワークフォース
の概要ページに移動します。

プライベートワークフォースの概要ページを使用してワーカーを無効にするには
1.

[Workers] (ワーカー) セクションで、無効にするワーカーを選択します。

2.

[Disable] (無効化) を選択します。

必要に応じて、ワーカーを無効にした後で、ワーカーを [Enable] (有効化) することができます。
プライベートワークフォースから直接ワーカーを削除できます SageMaker コンソールでワーカーを追加
した場合は Amazon Cognito コンソールでワーカー (ユーザー) を追加した場合は、Amazon Cognito コン
ソールでワーカーを削除する方法について、「プライベートワークフォースを管理する (Amazon Cognito
コンソール) (p. 592)」を参照してください。

プライベートワークフォースの概要ページを使用してワーカーを削除するには
1.

[Workers] (ワーカー) セクションで、削除するワーカーを選択します。

2.

ワーカーが無効になっていない場合は、[Disable] (無効化) を選択します。

3.

ワーカーを選択し、[Delete] (削除) を選択します。

プライベートワークフォースを管理する (Amazon Cognito コンソール)
プライベートワークフォースは、単一の Amazon Cognito ユーザープールに対応します。プライベート作
業チームは、そのユーザープール内の Amazon Cognito ユーザーグループに対応します。ワーカーは、そ
れらのグループ内の Amazon Cognito ユーザーに対応します。
ワークフォースが作成されたら、Amazon Cognito コンソールから作業チームと個々のワーカーを追加で
きます。また、プライベートのワークフォースからワーカーを削除したり、Amazon Cognito コンソール
で個々のチームからワーカーを削除したりすることもできます。

Important
Amazon Cognito コンソールから作業チームを削除することはできません。Amazon に関連付けら
れている Amazon Cognito ユーザーグループを削除する SageMaker 作業チームはエラーが発生し
ます。作業チームを削除するには、 SageMaker コンソールを使用します。

作業チームを作成する (Amazon Cognito コンソール)
プライベートワークフォースに関連付けられたユーザープールに Amazon Cognito ユーザーグループを
追加することで、ジョブを完了するための新しい作業チームを作成できます。既存のワーカープールに
Amazon Cognito ユーザーグループを追加するには、「ユーザープールにグループを追加する」を参照し
てください。
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既存の Amazon Cognito ユーザーグループを使用して作業チームを作成するには
1.

を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

ナビゲーションペインで [Workforces] (ワークフォース) を選択します。

3.

[Private teams] (プライベートチーム) で、[Create private team] (プライベートチームを作成) を選択し
ます。

4.

[Team details] (チームの詳細) で、チームに名前を付けます。この名前は、AWS リージョンのアカウ
ントで一意である必要があります。

5.

[Add workers] (ワーカーを追加) で、[Import existing Amazon Cognito user groups] (既存の Amazon
Cognito ユーザーグループをインポート)] を選択し、新しいチームの一部である 1 つ以上のユーザー
グループを選択します。

6.

[SNS topic] (SNS トピック) を選択した場合、チームに追加されたすべてのワーカーはその Amazon
Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにサブスクライブされ、新しい作業項目をチーム
が利用できるようになると通知されます。関連する既存のSNSトピックのリストから選択してくださ
い SageMaker Ground Truth かアマゾンAugmented AI か選択してください新しいトピックを作成作成
します。

Note
Amazon SNS 通知は Ground Truth でサポートされていますが、Augmented AI ではサポート
されていません。ワーカーをサブスクライブし SNS 通知を受信すると、Ground Truth ラベ
ル付けジョブに関する通知のみがワーカーに届きます。Augmented AI タスクに関する通知は
届きません。

サブスクリプション
作業チームを作成した後、Amazon Cognito コンソールを使用して、チームに関する詳細情報を表示し、
メンバーがサブスクライブしている SNS トピックを変更または設定できます。チームをトピックにサブス
クライブする前にチームメンバーを追加した場合は、それらのメンバーをそのトピックに手動でサブスク
ライブする必要があります。詳細については、「作業チームの Amazon SNS トピックを作成および管理す
る (p. 606)」を参照してください。

ワーカーを追加および削除する (Amazon Cognito コンソール)
Amazon Cognito コンソールを使用して作業チームにワーカーを追加する場合、そのユーザーをユーザー
グループに追加する前に、ワークフォースに関連付けられたユーザープールにユーザーを追加する必要
があります。ユーザーをユーザープールに追加するには、さまざまな方法があります。詳細については、
「ユーザーアカウントのサインアップと確認」を参照してください。

作業チームへのワーカーの追加
ユーザーをプールに追加すると、そのプール内のユーザーグループに関連付けることができます。ユー
ザーがユーザーグループに追加されると、そのユーザーは、そのユーザーグループを使用して作成された
作業チームのワーカーになります。

ユーザーグループにユーザーを追加するには
1.

Amazon Cognito コンソール (https://console.aws.amazon.com/cognito/) を開きます。

2.

[Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。

3.

に関連付けられているユーザープールを選択します SageMaker 労働力。

4.

[全般設定] で [ユーザーとグループ] を選択し、次のいずれかの操作を行います。
•

[グループ] を選択し、ユーザーを追加するグループを選択して、[ユーザーを追加する] を選択し
ます。ユーザー名の右側にあるプラスアイコンを選択して、追加するユーザーを選択します。

•

[ユーザー] を選択し、ユーザーグループに追加するユーザーを選択し、[グループに追加] を選択
します。ドロップダウンメニューからグループを選択し、[グループに追加] を選択します。
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ワーカーの無効化と作業チームからの削除
ワーカーを無効にすると、ワーカーはジョブの受信を停止します。このアクションでは、ワークフォース
やワーカーが関連付けられている作業チームからワーカーを削除しません。Amazon Cognito の作業チー
ムからユーザーを削除するには、そのチームに関連付けられたユーザーグループからユーザーを削除しま
す。

ワーカーを無効化するには (Amazon Cognito コンソール)
1.

Amazon Cognito コンソール (https://console.aws.amazon.com/cognito/) を開きます。

2.

[Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。

3.

に関連付けられているユーザープールを選択します SageMaker 労働力。

4.

[全般設定] で、[ユーザーとグループ] を選択します。

5.

無効化するユーザーを選択します。

6.

[Disable Users] (ユーザーを無効化) を選択します。

[ユーザーを有効化] を選択すると、無効化されたユーザーを有効化することができます。

ユーザーグループからユーザーを削除するには (Amazon Cognito コンソール)
1.

Amazon Cognito コンソール (https://console.aws.amazon.com/cognito/) を開きます。

2.

[Manage User Pools] (ユーザープールの管理) を選択します。

3.

に関連付けられているユーザープールを選択します SageMaker 労働力。

4.

[全般設定] で、[ユーザーとグループ] を選択します。

5.

[User] (ユーザー) タブで、ユーザーを削除するグループの右側にある X アイコンを選択します。

OIDC IdP ワークフォースを作成および管理する
独自の OIDC IdP を使用してワーカーを管理および認証する場合は、OpenID Connect (OIDC) ID プロバ
イダー (IdP) を使用してプライベートワークフォースを作成します。個々のワーカー資格情報とその他の
データは非公開の状態を維持します。Ground Truth と Amazon A2I は、これらのサービスに送信したク
レームを通じて提供したワーカー情報のみを表示できます。OIDC IdP を使用してワークフォースを作成す
るには、IdP がグループをサポートしている必要があります。Ground Truth と Amazon A2I が作業チーム
に IdP 内の 1 つ以上のグループをマッピングするためです。詳細については、必須およびオプションのク
レームを Ground Truth と Amazon A2I に送信する (p. 595) を参照してください。
Ground Truth または Amazon A2I を初めて使用する場合は、プライベートワークチームを作成し、自分を
ワーカーとして追加することで、ワーカー UI とジョブのワークフローをテストできます。ラベル付けジョ
ブまたは人間によるレビューワークフローを作成する場合は、この作業チームを使用します。まず、「プ
ライベートワークフォースを作成する (OIDC IdP) (p. 594)」の手順に従って、プライベート OIDC IdP
ワークフォースを作成します。次に、「プライベートワークフォースを管理する (OIDC IdP) (p. 601)」
を参照して、作業チームの作成方法を確認します。
トピック
• プライベートワークフォースを作成する (OIDC IdP) (p. 594)
• プライベートワークフォースを管理する (OIDC IdP) (p. 601)

プライベートワークフォースを作成する (OIDC IdP)
独自の ID プロバイダーを使用してワーカーを認証および管理する場合は、OpenID Connect (OIDC) ID
プロバイダー (IdP) を使用してプライベートワーカーを作成します。このページでは、Amazon と通信
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するように IdP を設定する方法について学習します。 SageMaker Ground Truth (Ground Truth）または
Amazon Augmented AI (Amazon A2I) を使い、独自のIdPを使用してワークフォースを作成する方法を学び
ます。
OIDC IdP を使用して従業員を作成するには、IdP がグループをサポートしている必要がありま
す。Ground Truth と Amazon A2I が作業チームを作成するために、指定した 1 つ以上のグループを使用
するためです。作業チームを使用して、ラベル付けジョブと人間によるレビュータスクのワーカーを指定
します。グループがスタンダードクレームではないため、IdP に、ユーザー (ワーカー) のグループに対す
る異なる命名規則がある場合があります。そのため、IdP からGround Truth または Amazon A2I に送信さ
れるカスタムのクレーム sagemaker:groups を使用して、ワーカーが属する 1 つ以上のユーザーグルー
プを特定する必要があります。詳細については、「必須およびオプションのクレームを Ground Truth と
Amazon A2I に送信する (p. 595)」を参照してください。
を使用して、OIDC IdP ワークフォースを作成します。 SageMaker API オペレーショ
ンCreateWorkforce。プライベートワークフォースを作成すると、そのワークフォースとそれに関
連付けられているすべての作業チームとワーカーは、すべての Ground Truth ラベル付けジョブタスク
と Amazon A2I の人間によるレビューワークフロータスクで使用できるようになります。詳細について
は、OIDC IdP ワークフォースを作成する (p. 597) を参照してください。

必須およびオプションのクレームを Ground Truth と Amazon A2I に送信する
独自の IdP を使うとき、Ground Truth と Amazon A2I は Issuer、ClientId、ClientSecret を使用し
て、AuthorizationEndpoint から認証コードを取得することでワーカーを認証します。
Ground Truth と Amazon A2I はこのコードを使用して、IdP の TokenEndpoint または
UserInfoEndpoint のいずれかからカスタムクレームを取得します。TokenEndpoint を設定して
JSON ウェブトークン (JWT) を返すか、UserInfoEndpoint を設定して JSON オブジェクトを返すこと
ができます。JWT または JSON オブジェクトには、指定する必須およびオプションのクレームが含まれて
いる必要があります。クレームは、ワーカーに関する情報または OIDC サービスに関するメタデータを含
むキーバリューペアです。次の表に、IdP が返す JWT オブジェクトまたは JSON オブジェクトに含める必
要のあるクレームと任意に含めることができるクレームの一覧を示します。

Note
次の表の一部のパラメータは、: または - を使用して指定できます。例えば、クレームに
sagemaker:groups または sagemaker-groups を使用して、ワーカーが属するグループを指
定できます。
名前

必須

sagemaker:groupsはい
または
sagemakergroups

受け入れられるフォー 説明
マットと値

例

データ型:

1 つのグループに属
するワーカーの例:
"work_team1"

ワーカーを 1 つ以上の
グループに割り当てま
ワーカーが単一のグ
す。グループは、ワー
ループに属している場 カーを作業チームに
合は、文字列を使用し マッピングするために
てグループを特定しま 使用されます。
す。
ワーカーが複数のグ
ループに属している場
合は、最大 10 個の文
字列のリストを使用し
ます。
使用できる文字:
正規表現:
[\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]+
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名前

必須

受け入れられるフォー 説明
マットと値

例

クォータ:
ワーカーにつき 10 グ
ループ
グループ名あたり 63
文字
sagemaker:sub
または
sagemaker-sub

はい

データ型:

これは、監査のために
Ground Truth プラット
フォーム内でワーカー
ID を追跡し、そのワー
カーによって処理され
たタスクを特定するた
めに必須です。

文字列

"111011101-123456789-3687056

ADFS の場合: お客様
は、プライマリセキュ
リティ識別子 (SID) を
使用する必要がありま
す。
はい
sagemaker:client_id
または
sagemakerclient_id

データ型:
文字列
使用できる文字:

クライアント ID。この "00b600bb-1f00-05d0クライアント ID に対し bd00-00be00fbd0e0"
てすべてのトークンを
発行する必要がありま
す。

正規表現: [\w+-]+
クォータ:
128 文字
sagemaker:name
または
sagemaker-name

はい

email

いいえ

データ型:

ワーカーポータルに表
示されるワーカー名。

文字列
データ型:

"Jane Doe"

ワーカーのメー
"exampleル。Ground Truth は、 email@domain.com"
このメールを使用し
て、ラベル付けタス
クの作業に招待され
たことをワーカーに
通知します。Ground
Truth は、このワー
カーがいる作業チーム
の Amazon SNS トピッ
クを設定する場合に、
ラベル付けタスクが利
用可能になったことを
ワーカーに通知するた
めにも、このメールを
使用します。

文字列
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名前

必須

受け入れられるフォー 説明
マットと値

例

email_verified

いいえ

データ型:

True

ユーザーのメールが検
証されたかどうかを示
します。

Bool
使用できる値:
True, False

以下では、UserInfoEndpoint が返す JSON オブジェクトの構文の例を示しています。
{

}

"sub":"122",
"exp":"10000",
"sagemaker-groups":["group1","group2"]
"sagemaker-name":"name",
"sagemaker-sub":"122",
"sagemaker-client_id":"123456"

Ground Truth または Amazon A2I は、sagemaker:groups または sagemaker-groups に記載されて
いるグループを比較して、ワーカーがラベル付けジョブまたは人間によるレビュータスクで指定された
作業チームに属していることを確認します。作業チームが検証されると、ラベル付けまたは人間によるレ
ビュータスクがそのワーカーに送信されます。

OIDC IdP ワークフォースを作成する
を使用して労働力を構築できます SageMaker API オペレーションCreateWorkforceおよび関連する言
語別の SDK。WorkforceName とパラメータ OidcConfig 内の OIDC IDP に関する情報を指定します。
プレースホルダーのリダイレクト URI を使用して OIDC を設定し、ワークフォースを作成した後に、ワー
カーポータル URL を使用して URI を更新することをお勧めします。詳細については、OIDC IdP を設定す
る (p. 597) を参照してください。
リクエストの例を次に示します。このリクエストの各パラメータの詳細については、
「CreateWorkforce」を参照してください。
CreateWorkforceRequest: {
#required fields
WorkforceName: "example-oidc-workforce",
OidcConfig: {
ClientId: "clientId",
ClientSecret: "secret",
Issuer: "https://example-oidc-idp.com/adfs",
AuthorizationEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/authorize",
TokenEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/token",
UserInfoEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/userInfo",
LogoutEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/log-out",
JwksUri: "https://example-oidc-idp.com/adfs/discovery/keys"
},
SourceIpConfig: {
Cidrs: ["string", "string"]
}
}

OIDC IdP を設定する
OIDC IdP の設定方法は、使用する IdP とビジネス要件によって異なります。
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IdP を設定するときは、コールバックまたはリダイレクト URI を指定する必要があります。Ground Truth
または Amazon A2I がワーカーを認証した後、この URI はワーカーポータルにワーカーをリダイレクト
します。ワーカーポータルでは、ワーカーがラベル付けタスクまたは人間によるレビュータスクにアク
セスできます。ワーカーポータル URL を作成するには、CreateWorkforce API オペレーションを使用
して OIDC IdP の詳細を含むワークフォースを作成する必要があります。具体的には、必須のカスタム
sagemaker クレームを使用して OIDC IdP を設定する必要があります (詳細については、次のセクション
を参照してください)。したがって、プレースホルダーのリダイレクト URI を使用して OIDC を設定し、
ワークフォースを作成した後に URI を更新することをお勧めします。この API を使用してワークフォース
を作成する方法については、「OIDC IdP ワークフォースを作成する (p. 597)」を参照してください。
ワーカーポータル URL は、 SageMaker Ground Truth コンソール、または SageMaker API オペレーショ
ン、DescribeWorkforce。ワーカーポータル URL は、レスポンスの SubDomain パラメータにありま
す。

Important
必ず ワークフォースサブドメインを OIDC IdP 許可リストに追加してください。許可リストに
サブドメインを追加する場合、サブドメインは /oauth2/idpresponse で終わる必要がありま
す。

プライベートワークフォースを作成した後にワーカーポータル URL を表示するには、次の手順に
従います (コンソール)。
1.

を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

ナビゲーションペインで、[Labeling workforces] (ラベル付けワークフォース) を選択します。

3.

[Private] タブを選択します。

4.

プライベートワークフォースの概要に、ラベル付けポータルのサインイン URL があります。これが、
ワーカーポータル URL です。

プライベートワークフォース (API) を作成した後にワーカーポータル URL を表示するには、次の手順に従
います (API)。
CreateWorkforce を使用してプライベートワークフォースを作成する場合は、WorkforceName を指
定します。この名前を使用して DescribeWorkforce を呼び出します。次の表では、AWS CLI と AWS
SDK for Python (Boto3) を使用したリクエストの例を示しています。
SDK for Python (Boto3)
response = client.describe_workforce(WorkforceName='string')
print(f'The workforce subdomain is: {response['SubDomain']}')

AWS CLI
$ C:\>

describe-workforce --workforce-name 'string'

OIDC IdP ワークフォース認証レスポンスを検証する
OIDC IdP ワークフォースを作成したら、次の手順に従って、cURL を使用して認証ワークフローを検証で
きます。この手順では、ターミナルへのアクセス権があり、cURL がインストールされていることを前提
としています。

OIDC IdP 認証レスポンスを検証するには、次の手順を実行します。
1.

次のように構成された URI を使用して認証コードを取得します。
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{AUTHORIZE ENDPOINT}?client_id={CLIENT ID}&redirect_uri={REDIRECT
URI}&scope={SCOPE}&response_type=code

a.

{AUTHORIZE ENDPOINT} を、 OIDC IdP の認証エンドポイントに置き換えます。

b.

{CLIENT ID} を、OAuth クライアントのクライアント ID に置き換えます。

c.

{REDIRECT URI} を、ワーカーポータル URL に置き換えます。存在しない場合は、URL の末尾
に /oauth2/idpresponse を追加する必要があります。

d.

カスタムスコープがある場合は、それを {SCOPE} に置き換えます。カスタムスコープがない場
合は、{SCOPE} を openid で置き換えます。

以下は、上記の変更が行われた後の URI の例です。
https://example.com/authorize?
client_id=f490a907-9bf1-4471-97aa-6bfd159f81ac&redirect_uri=https%3A%2F%2F
%2Fexample.labeling.sagemaker.aws
%2Foauth2%2Fidpresponse&response_type=code&scope=openid

2.

ステップ 1 で変更した URI をコピーしてブラウザに貼り付け、キーボードの Enter キーを押します。

3.

IdP を使用して認証します。

4.

URI で認証コードのクエリパラメータをコピーします。このパラメータは code= で始まります。以下
に示しているのは、レスポンスの具体的な例です。この例では、code=MCNYDB... とそれ以降のす
べてをコピーします。
https://example.labeling.sagemaker.aws/oauth2/idpresponse?code=MCNYDB....

5.

ターミナルを開き、以下に示す必要な変更を行った後、次のコマンドを入力します。
curl --request POST \
--url '{TOKEN ENDPOINT}' \
--header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data grant_type=authorization_code \
--data 'client_id={CLIENT ID}' \
--data client_secret={CLIENT SECRET} \
--data code={CODE} \
--data 'redirect_uri={REDIRECT URI}'

a.

{TOKEN ENDPOINT} を、OIDC IdP のトークンエンドポイントに置き換えます。

b.

{CLIENT ID} を、OAuth クライアントのクライアント ID に置き換えます。

c.

{CLIENT SECRET} を、OAuth クライアントからのクライアントシークレットに置き換えます。

d.

{CODE} を、ステップ 4 でコピーした認証コードクエリパラメータに置き換えます。

e.

{REDIRECT URI} を、ワーカーポータル URL に置き換えます。

以下に、上記の変更を加えた後の cURL リクエストの例を示します。
curl --request POST \
--url 'https://example.com/token' \
--header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data grant_type=authorization_code \
--data 'client_id=f490a907-9bf1-4471-97aa-6bfd159f81ac' \
--data client_secret=client-secret \
--data code=MCNYDB... \
--data 'redirect_uri=https://example.labeling.sagemaker.aws/oauth2/idpresponse'
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6.

このステップは、IdP が返す access_token のタイプ、プレーンテキストアクセストークンまたは
JWT アクセストークンによって異なります。
• IdP が JWT アクセストークンをサポートしていない場合、access_token はプレーンテキスト (例
えば、UUID) になる場合があります。レスポンスは、次の例のようになります。この場合、ステッ
プ 7 に進みます。
{

}

"access_token":"179c144b-fccb-4d96-a28f-eea060f39c13",
"token_type":"Bearer",
"expires_in":3600,
"refresh_token":"ef43e52e-9b4f-410c-8d4c-d5c5ee57631a",
"scope":"openid"

• IdP が JWT アクセストークンをサポートしている場合は、ステップ 5 で JWT 形式のアクセストー
クンを生成します。例えば、レスポンスは以下のようになります。
{

}

"access_token":"eyJh...JV_adQssw5c",
"refresh_token":"i6mapTIAVSp2oJkgUnCACKKfZxt_H5MBLiqcybBBd04",
"refresh_token_expires_in":6327,
"scope":"openid",
"id_token":"eyJ0eXAiOiJK9...-rDaQzUHl6cQQWNiDpWOl_lxXjQEvQ"

JWT をコピーしてデコードします。Python スクリプトやサードパーティーのウェブサイトを使用
してデコードできます。例えば、https://jwt.io/ のウェブサイトにアクセスし、JWT を [Encoded] (エ
ンコード済み) ボックスに貼り付けてデコードします。
デコードされたレスポンスに以下が含まれていることを確認します。
• -必要 SageMaker にある表必須およびオプションのクレームを Ground Truth と Amazon A2I に送
信する (p. 595)。含まれていない場合は、これらのクレームを含めるように OIDC IdP を再構成
する必要があります。
• IdP ワークフォースの設定時に指定した発行者。
7.

ターミナルで、以下に示す必要な変更を加えた後、次のコマンドを入力します。
curl -X POST -H 'Authorization: Bearer {ACCESS TOKEN}' -d '' -k -v {USERINFO ENDPOINT}

a.

{USERINFO ENDPOINT} を、OIDC IdP のユーザー情報エンドポイントに置き換えます。

b.

{ACCESS TOKEN} を、ステップ 7 で受信したレスポンスにアクセストークンに置き換えます。
これは、"access_token"パラメータのエントリです。

以下に、上記の変更を加えた後の cURL リクエストの例を示します。
curl -X POST -H 'Authorization: Bearer eyJ0eX...' -d '' -k -v https://example.com/
userinfo

8.

上記の手順の最後のステップに対するレスポンスは、次のコードブロックのようになります。
ステップ 6 で返された access_token がプレーンテキストだった場合、このレスポンスに必要な情
報が含まれていることを確認する必要があります。この場合、レスポンスに含まれている必要があり
ます。必要 SageMaker にある表必須およびオプションのクレームを Ground Truth と Amazon A2I に
送信する (p. 595)。例えば、sagemaker-groups や sagamaker-name などです。
{
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}

"sub":"122",
"exp":"10000",
"sagemaker-groups":["group1","group2"]
"sagemaker-name":"name",
"sagemaker-sub":"122",
"sagemaker-client_id":"123456"

次のステップ
IdP を使用してプライベートワークフォースを作成し、IdP 認証レスポンスを確認したら、IdP グループを
使用してワークチームを作成できます。詳細については、プライベートワークフォースを管理する (OIDC
IdP) (p. 601) を参照してください。
タスクへのワーカーアクセスを特定の IP アドレスに制限し、を使用して、ワークフォースを更新または削
除できます。 SageMaker API。詳細については、「Amazon を使用してプライベートワークフォースを管
理する SageMaker API (p. 604)」を参照してください。

プライベートワークフォースを管理する (OIDC IdP)
OpenID Connect (OIDC) アイデンティティプロバイダー (IdP) を使用してプライベートワークフォースを
作成したら、IdP を使用してワーカーを管理できます。例えば、IdP を介して直接ワーカーを追加、削除、
グループ化できます。
Amazonに労働者を追加するには SageMaker Ground Truth (Ground Truth) ラベル付けジョブまたは
Amazon Augmented AI (Amazon A2I) の人間によるレビュータスクでは、1～10 の IdP グループを使用
して作業チームを作成し、その作業チームをジョブまたはタスクに割り当てます。ラベル付けジョブ
(Ground Truth) または人間によるレビューワークフロー (Amazon A2I) を作成するときに、その作業チーム
を指定することで、作業チームをジョブまたはタスクに割り当てます。
それぞれのラベル付けジョブまたは人間によるレビューワークフローに割り当てできるのは、1 つのチー
ムのみです。同じチームを使用して、複数のラベル付けジョブまたは人間によるレビュータスクを作成で
きます。また、複数の作業チームを作成して、さまざまなラベル付けまたは人間によるレビュータスクで
作業することもできます。

前提条件
OIDC IdP グループを使用してプライベートチームを作成および管理するには、まず SageMaker API オ
ペレーションCreateWorkforce。詳細については、プライベートワークフォースを作成する (OIDC
IdP) (p. 594) を参照してください。

作業チームを追加する
以下を使用できます。 SageMaker コンソールを使用して、OIDC IdP ワークを使用してプライベートチー
ムを作成します。ラベル付けワークフォース下のページGround Truth。Ground Truth ラベル付けジョブを
作成している場合は、ラベル付けジョブを作成しながらプライベートワークチームを作成することもでき
ます。

Note
Amazon A2I の作業チームを作成および管理します。 SageMakerコンソール。
また、を使用することもできます SageMaker API と関連する言語固有の SDK を使用して、プライベート
チームを作成できます。
次の手順を使用して、プライベートチームを作成する方法を学習します。 SageMakerコンソールと API。
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[Labeling workforces] (ラベル付けワークフォース) ページでプライベートワークチームを作成する
には (コンソール)
1.

の Ground Truth エリアに移動します。 SageMaker コンソール:https://console.aws.amazon.com/
sagemaker/groundtruth。

2.

[Labeling workforces] (ラベル付けワークフォース) を選択します。

3.

[Private] (プライベート) を選択します。

4.

[Private teams] (プライベートチーム) セクションで、[Create private team] (プライベートチームを作
成) を選択します。

5.

[Team details] (チームの詳細) セクションで、[Team name] (チーム名) を入力します。

6.

[Add workers] (ワーカーを追加) セクションに、1 つのユーザーグループの名前を入力します。IdP の
このグループに関連付けられているすべてのワーカーが、この作業チームに追加されます。

7.

複数のユーザーグループを追加するには、[Add new user group] (新しいユーザーグループを追加) を
選択し、この作業チームに追加するユーザーグループの名前を入力します。1 行に 1 つのユーザーグ
ループを入力します。

8.

（オプション）Ground Truth ラベル作成ジョブの場合、JWT のワーカーにメールを提供すると、SNS
トピックを選択した場合に、新しいラベル付けタスクが利用可能になったときに、Ground Truth が
ワーカーに通知します。

9.

[Create private team] (プライベートチームを作成)を選択します。

Ground Truth ラベル作成ジョブの作成中にプライベート作業チームを作成する (コンソール)
1.

の Ground Truth エリアに移動します。 SageMaker コンソール:https://console.aws.amazon.com/
sagemaker/groundtruth。

2.

[Labeling jobs] (ラベル付けジョブ) を選択します。

3.

「ラベル付けジョブの作成 (コンソール) (p. 436)」の手順を使用して、ラベル付けジョブを作成しま
す。2 ページ目の [Workers] (ワーカー) セクションに到達したら一旦作業を止めます。

4.

ワーカーのタイプに [Private] (プライベート) を選択します。

5.

[Team name] (チーム名) に入力します。

6.

[Add workers] (ワーカーを追加) セクションで、[User groups] (ユーザーグループ) で 1 つのユーザー
グループの名前を入力します。IdP のこのグループに関連付けられているすべてのワーカーが、この
作業チームに追加されます。

Important
[User groups] (ユーザーグループ) に指定したグループ名は、OIDC IdP で指定したグループ
名と一致する必要があります。
7.

複数のユーザーグループを追加するには、[Add new user group] (新しいユーザーグループを追加) を
選択し、この作業チームに追加するユーザーグループの名前を入力します。1 行に 1 つのユーザーグ
ループを入力します。

8.

残りのステップをすべて完了し、ラベル付けジョブを作成します。

作成したプライベートチームはこのラベル付けジョブに使用され、ラベル付けワークフォースのセクショ
ン SageMaker コンソール。
を使用してプライベートチームを作成するには SageMaker API
を使用してプライベートチームを作成できます。 SageMaker API オペレーションCreateWorkteam。
このオペレーションを使用する場合は、作業チームに含めるすべてのユーザーグループ
をOidcMemberDefinition パラメータ Groups に列挙します。
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Important
Groups に指定したグループ名は、OIDC IdP で指定したグループ名と一致する必要があります。
例えば、OIDC IdP でユーザーグループの名前が group1、group2、group3 の場合
は、OidcMemberDefinition を以下のように設定します。
"OidcMemberDefinition": {
"Groups": ["group1", "group2", "group3"]
}

さらに、WorkteamName パラメータを使用して、作業チームに名前を付ける必要があります。

IdP グループを作業チームに追加または作業チームから削除する
作業チームを作成したら、 SageMaker その作業チームを管理するためのAPI。UpdateWorkteam オペ
レーションを使用して、その作業チームに含まれている IdP ユーザーグループを更新します。
• WorkteamName パラメータを使用して、更新する作業チームを特定します。
• このオペレーションを使用する場合は、作業チームに含めるすべてのユーザーグループを
OidcMemberDefinition パラメータ Groups に列挙します。作業チームに関連付けられているユー
ザーグループをこのリストに含めない場合、そのユーザーグループとこの作業チームとの関連付けはな
くなります。

作業チームを削除する
以下を使用して作業チームを削除できます。 SageMaker コンソールと SageMaker API。

でプライベートの作業チームを削除するには SageMaker コンソール
1.

の Ground Truth エリアに移動します。 SageMaker コンソール:https://console.aws.amazon.com/
sagemaker/groundtruth。

2.
3.
4.

[Labeling workforces] (ラベル付けワークフォース) を選択します。
[Private] (プライベート) を選択します。
[Private teams] (プライベートチーム) セクションで、削除する作業チームを選択します。

5.

[削除] を選択します。

プライベート作業チームを削除するには (API)
プライベートワークチームを削除するには SageMaker API オペレーションDeleteWorkteam。

ワーカーを個別に管理する
独自の OIDC IdP を使用してワークフォースを作成する場合、Ground Truth または Amazon A2I を使用し
て個々のワーカーを管理することはできません。
• 作業チームにワーカーを追加するには、その作業チームに関連付けられたグループにそのワーカーを追
加します。
• 作業チームからワーカーを削除するには、その作業チームに関連付けられているすべてのユーザーグ
ループからそのワーカーを削除します。

ワークフォースを更新、削除、説明する
OIDC IdP ワークフォースを更新、削除、説明するには SageMaker API。以下は、ワークフォースの管理
に使用できる API オペレーションのリストです。ワークフォースの検索方法など、その他の詳細について
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は、「Amazon を使用してプライベートワークフォースを管理する SageMaker API (p. 604)」を参照し
てください。
• UpdateWorkforce - 独自の OIDC IdP を使用して作成されたワークフォースを更新して、別の認証エ
ンドポイント、トークンエンドポイント、または発行者を指定できます。このオペレーションを使用し
て、OidcConfig で見つかった任意のパラメータを更新できます。
OIDC IdP の設定を更新できるのは、ワークフォースに関連付けられている作業チームがない場合のみで
す。作業チームの削除方法については、「作業チームを削除する (p. 603)」を参照してください。
• DeleteWorkforce - このオペレーションを使用して、プライベートワークフォースを削除します。
ワークフォースに関連付けられている作業チームがある場合は、ワークフォースを削除する前にそれら
の作業チームを削除する必要があります。詳細については、「作業チームを削除する (p. 603)」を参照
してください。
• DescribeWorkforce - このオペレーションを使用して、ワークフォース名、Amazon リソースネーム
(ARN)、許可されている IP アドレス範囲 (CIDR) (該当する場合) など、プライベートワークフォースの
情報をリストします。

Amazon を使用してプライベートワークフォースを管理する
SageMaker API
アマゾンを使える SageMaker プライベートワークフォースを管理、更新、削除する API オペレーショ
ン。このページにリンクされている各 API オペレーションについて、サポートされている言語固有の SDK
とそのドキュメントの一覧は、API ドキュメントの「以下の資料も参照してください」セクションで確認
できます。

ワークフォースの名前を見つける
の例 SageMaker ワークフォース関連 API オペレーションでは、入力としてワークフォース名が必要で
す。AWS リージョンの Amazon Cognito または OIDC IdP のプライベートワークフォースとベンダーワー
クフォースの名前は、その AWS リージョンで ListWorkforces API オペレーションを使用して表示で
きます。
独自の OIDC IdP を使用してワークフォースを作成した場合は、の [Ground Truth] エリアでワークフォー
ス名を見つけることができます。 SageMaker コンソール。

でワークフォース名を見つけるには SageMaker コンソール
1.

のGround Truth エリアに移動します。 SageMaker コンソール:https://console.aws.amazon.com/
sagemaker/groundtruth。

2.

[Labeling workforces] (ラベル付けワークフォース) を選択します。

3.

[Private] (プライベート) を選択します。

4.

[Private workforce summary] (プライベートワークフォースの概要) セクションで、ワークフォー
スの ARN を見つけます。ワークフォース名は、この ARN の末尾にあります。例えば、ARN が
arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:workforce/example-workforce の場合、
ワークフォース名は example-workforce です。

タスクへのワーカーアクセスを許容される IP アドレスに制限する
デフォルトでは、ワークフォースは特定の IP アドレスに制限されていません。以下を使用できま
す。UpdateWorkforceワーカーが特定の範囲の IP アドレスを使用するように要求する操作（CIDR) を使
用してタスクにアクセスします。1 つ以上の CIDR を指定した場合、指定した範囲外の IP アドレスを使用
してタスクにアクセスしようとするワーカーはアクセスを拒否され、ワーカーポータルで「HTTP 204 No
Content」のエラーメッセージが表示されます。UpdateWorkforce を使用して、最大 10 個の CIDR 値を
指定できます。
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ワークフォースを 1 つ以上の CIDR に制限した後、UpdateWorkforce の出力に許可されるすべての
CIDR が表示されます。また、以下を使用することもできますDescribeWorkforceワークフォースに許
容されるすべての CIDR を表示するオペレーションです。

OIDC ID プロバイダーのワークフォース設定を更新する
独自の OIDC IdP を使用して作成されたワークフォースを更新して、別の認証エンドポイント、トー
クンエンドポイント、または発行者を指定できます。で見つかった任意のパラメータを更新できま
す。OidcConfigの使用UpdateWorkforce操作。

Important
OIDC IdP の設定を更新できるのは、ワークフォースに関連付けられている作業チームがない場合
のみです。DeleteWorkteam オペレーションを使用して、プライベートワークチームを削除でき
ます。

プライベートワークフォースを削除する
プライベートワークフォースは、各 AWS リージョンに 1 つだけ持つことができます。次のような場
合、AWS リージョンのプライベートワークフォースを削除できます。
• 新しい Amazon Cognito ユーザープールを使用してワークフォースを作成する場合。
• Amazon Cognito を使用してプライベートワークフォースを既に作成しており、独自の OpenID Connect
(OIDC) ID プロバイダー (IdP) を使用してワークフォースを作成したい場合。
プライベートワークフォースを削除するには、DeleteWorkforce API オペレーションを使用します。
ワークフォースに関連付けられている作業チームがある場合は、ワークフォースを削除する前にそれら
の作業チームを削除する必要があります。DeleteWorkteam オペレーションを使用して、プライベート
ワークチームを削除できます。

ワーカーのパフォーマンスを追跡する
アマゾン SageMaker Ground Truth は労働者のイベントをAmazonに記録します CloudWatchたとえば、
ワーカーがタスクを開始または送信したときなど。Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、チーム
全体または個々のワーカーのスループットを測定および追跡します。

Important
ワーカーイベントの追跡は、Amazon Augmented AI の人間によるレビューワークフローでは使用
できません。

トラッキングを有効にする
新しい作業チームのセットアッププロセス中に、Amazon のアクセス許可が CloudWatch ワーカーイベン
トのロギングが作成されます。この機能は 2019 年 8 月に追加されたため、それより前に作成された作業
チームには正しいアクセス許可が付与されていない場合があります。すべての作業チームが 2019 年 8 月
より前に作成されている場合は、新しい作業チームを作成します。メンバーは不要なため、作成後に削除
できますが、作成することで、アクセス許可が確立され、すべての作業チームに適用されます。作成日は
関係ありません。

ログを確認する
追跡を有効にすると、ワーカーのアクティビティがログに記録されます。Amazon を開く CloudWatch
コンソールと選択ログナビゲーションペインで、という名前のロググループが表示されます。/aws/
sagemaker/groundtruth/WorkerActivity。
完了したタスクはそれぞれログエントリで表されますが、そのエントリにはワーカーやチーム、ジョブ、
タスクの承認日時、タスクの送信日時に関する情報が含まれます。
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Example ログエントリ
{

"worker_id": "cd449a289e129409",
"cognito_user_pool_id": "us-east-2_IpicJXXXX",
"cognito_sub_id": "d6947aeb-0650-447a-ab5d-894db61017fd",
"task_accepted_time": "Wed Aug 14 16:00:59 UTC 2019",
"task_submitted_time": "Wed Aug 14 16:01:04 UTC 2019",
"task_returned_time": "",
"task_declined_time": "",
"workteam_arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:############:workteam/private-crowd/Samplelabeling-team",
"labeling_job_arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:############:labeling-job/metrics-demo",
"work_requester_account_id": "############",
"job_reference_code": "############",
"job_type": "Private",
"event_type": "TasksSubmitted",
"event_timestamp": "1565798464"
}

各イベントで有用なデータポイントは、cognito_sub_id です。これを個々のワーカーに一致させるこ
とができます。
1.

Amazon を開く SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.
3.

[Ground Truth] セクションで、[Workforces] (ワークフォース)] を選択します。
[Private] (プライベート) を選択します。

4.
5.

[Private teams] (プライベートチーム) セクションで、チームの名前を選択します。
[Team summary] (チームの概要) パネルの [Amazon Cognito user group] (Amazon Cognito ユーザーグ
ループ) で特定されたユーザーグループを選択します。Amazon Cognito コンソールのグループに移動
します。

6.

[Group] (グループ) ページには、グループ内のユーザーが一覧表示されます。[Username] 列の任意の
ユーザーのリンクを選択すると、一意のサブ ID を含むユーザーの詳細情報が表示されます。

チームのメンバー全員に関する情報を取得するには、ListUsersアクション (例) を Amazon Cognito API
で。

ログメトリクスを使用する
生のログ情報を処理および視覚化する独自のスクリプトを作成しない場合は、Amazon CloudWatch メト
リクスは、作業者のアクティビティに関するインサイトを提供します。

メトリクスを表示するには
1.
2.
3.

を開きます CloudWatch コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
ナビゲーションペインで [メトリクス] を選択します。
AWS/SageMaker/Workteam 名前空間を選択後、利用可能なメトリクス (p. 3432)を確認します。例
えば、[Workteam] と [Workforce] のメトリクスを選択すると、特定のラベル付けジョブの送信済みタ
スクあたりの平均時間を計算できます。

詳細については、次を参照してください。Amazon を使用する CloudWatch メトリクス。

作業チームの Amazon SNS トピックを作成および管理する
以下の操作を行う場合は、このトピックの手順を使用します。
• 既存の作業チームにサブスクライブしてもらいたいトピックを作成する。
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• 作業チームの作成前にトピックを作成する。
• API コールで作業チームを作成または変更し、トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を指定する。
コンソールを使用して作業チームを作成する場合、コンソールにはチーム用に新しいトピックを作成する
オプションが用意されているため、以下のステップを実行する必要はありません。

Important
Amazon SNS 機能は Amazon A2I でサポートされていません。作業チームを Amazon SNS ト
ピックに登録すると、ワーカーは Ground Truth ラベル付けジョブに関する通知のみを受信しま
す。Amazon A2I での人間によるレビューの新しいタスクに関する通知はワーカーには届きませ
ん。

Amazon SNS トピックを作成する
作業チーム通知用の Amazon SNS トピックを作成する手順は、の手順と似ています。使用開始()Amazon
SNS デベロッパーガイド、重要な点が1つ付いています—Amazonにアクセスポリシーを追加する必要があ
るということです SageMaker ユーザーに代わってトピックにメッセージを公開できます。

トピックの作成時にポリシーを追加するには
1.

Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。

2.

[トピックの作成] でトピックの名前を入力し、[次のステップ] を選択します。

3.

[アクセスポリシー] で、[Advanced] (アドバンスト) を選択します。

4.

[JSON editor] (JSON エディタ) で、トピックの ARN を表示する Resource プロパティを見つけま
す。

5.

Resource ARN 値をコピーします。

6.

最後の閉じ括弧 (]) の前に、以下のポリシーを追加します。
, {

"Sid": "AwsSagemaker_SnsAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "arn:partition:sns:region:111122223333:MyTopic", # ARN of the topic
you copied in the previous step
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:region:111122223333:workteam/
*" # Workteam ARN
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333" # SNS topic account
}
}
}

7.

トピックを作成する。

作成されたトピックは [トピック] 概要画面に表示されます。トピックの作成の詳細については、
「Amazon SNS デベロッパーガイド」の「トピックの作成」を参照してください。

ワーカーサブスクリプションの管理

607

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Crowd HTML 要素のリファレンス

作成済みの作業チームをトピックにサブスクライブした場合、その作成時にチームに追加された個々のメ
ンバーはトピックに自動的にサブスクライブされません。ワーカーのメールアドレスをトピックにサブス
クライブする方法については、「Amazon SNS デベロッパーガイド」の「トピックへのエンドポイントの
サブスクライブ」を参照してください。
ワーカーがトピックに自動的にサブスクライブされる唯一の状況は、ワークチームの作成時に Amazon
Cognito ユーザーグループを作成またはインポートし、かつ、そのワークチームの作成時にトピックサブ
スクリプションを設定する場合です。Amazon Cognito によるワークチームの作成および管理の詳細につ
いては、「作業チームを作成する (Amazon Cognito コンソール) (p. 592)」を参照してください。

Crowd HTML 要素のリファレンス
Crowd HTML 要素はウェブコンポーネントであり、HTML マークアップ、CSS、 JavaScript 機能を HTML
タグまたはタグのセットに変換します。アマゾン SageMaker は、HTML で独自のカスタムタスクテンプ
レートをデザインする機能を提供します。
出発点として、次のいずれかの Crowd HTML Elements を使用して作成されたテンプレートを使用できま
す。 GitHub リポジトリ:
• Amazon のタスクUIの例 SageMaker Ground Truth
• Amazon Augmented AI (A2I) の 60 を超えるタスク UI の例
これらのリポジトリには、オーディオ、イメージ、テキスト、ビデオ、その他のタイプのデータラベリン
グおよび注釈タスク用に設計されたテンプレートが含まれています。
Amazon でカスタムテンプレートを実装する方法の詳細については SageMaker Ground Truthカスタムラ
ベル付けワークフローの作成 (p. 400)。Amazon Augmented AI のカスタムテンプレートの詳細について
は、「カスタムワーカータスクテンプレートを作成する (p. 3208)」を参照してください。

SageMaker Crowd HTML 要素
以下は、カスタムテンプレートの作成を容易にし、作業者に使い慣れた UI を提供する Crowd HTML 要素
のリストです。これらの要素は、Ground Truth、Augmented AI、Mechanical Turk でサポートされていま
す。
トピック
• crowd-alert (p. 609)
• crowd-badge (p. 611)
• crowd-button (p. 612)
• crowd-bounding-box (p. 614)
• crowd-card (p. 618)
• crowd-checkbox (p. 620)
• crowd-classifier (p. 622)
• crowd-classifier-multi-select (p. 624)
• crowd-entity-annotation (p. 626)
• crowd-fab (p. 629)
• crowd-form (p. 631)
• crowd-icon-button (p. 632)
• crowd-image-classifier (p. 633)
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• crowd-image-classifier-multi-select (p. 637)
• crowd-input (p. 639)
• crowd-instance-segmentation (p. 641)
• crowd-instructions (p. 645)
• crowd-keypoint (p. 647)
• crowd-line (p. 651)
• crowd-modal (p. 654)
• crowd-polygon (p. 655)
• crowd-polyline (p. 660)
• crowd-radio-button (p. 664)
• crowd-radio-group (p. 666)
• crowd-semantic-segmentation (p. 668)
• crowd-slider (p. 671)
• crowd-tab (p. 673)
• crowd-tabs (p. 675)
• crowd-text-area (p. 676)
• crowd-toast (p. 678)
• crowd-toggle-button (p. 679)

crowd-alert
現在の状況についてワーカーに警告するメッセージ。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-alert> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピーし、拡張
子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューし
て操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<div id="errorBox"></div>
<crowd-keypoint
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
labels="['Item A', 'Item B', 'Item C']"
header="Please locate the centers of each item."
name="annotatedResult">
<short-instructions>
Describe your task briefly here and give examples
</short-instructions>
<full-instructions>
Give additional instructions and good/bad examples here
</full-instructions>
</crowd-keypoint>
</crowd-form>
<script>
var num_obj = 1;
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document.querySelector('crowd-form').onsubmit = function(e) {
const keypoints = document.querySelector('crowd-keypoint').value.keypoints ||
document.querySelector('crowd-keypoint')._submittableValue.keypoints;
const labels = keypoints.map(function(p) {
return p.label;
});
// 1. Make sure total number of keypoints is correct.
var original_num_labels = document.getElementsByTagName("crowd-keypoint")
[0].getAttribute("labels");
original_num_labels = original_num_labels.substring(2, original_num_labels.length 2).split("\",\"");
var goalNumKeypoints = num_obj*original_num_labels.length;
if (keypoints.length != goalNumKeypoints) {
e.preventDefault();
errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must add all keypoint
annotations and use each label only once.</crowd-alert>';
errorBox.scrollIntoView();
return;
}
// 2. Make sure all labels are unique.
labelCounts = {};
for (var i = 0; i < labels.length; i++) {
if (!labelCounts[labels[i]]) {
labelCounts[labels[i]] = 0;
}
labelCounts[labels[i]]++;
}
const goalNumSingleLabel = num_obj;
const numLabels = Object.keys(labelCounts).length;
Object.entries(labelCounts).forEach(entry => {
if (entry[1] != goalNumSingleLabel) {
e.preventDefault();
errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must use each label
only once.</crowd-alert>';
errorBox.scrollIntoView();
}
})
};
</script>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

dismissible
ブールスイッチ。存在する場合、ワーカーがメッセージを閉じることができるようにします。

type
表示するメッセージのタイプを指定する文字列。指定できる値は、"info" (デフォル
ト)、"success"、"error"、および "warning" です。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
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• 子要素: なし

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-badge
アタッチ先の別の要素の右上隅の上にあるアイコン。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
次に、<crowd-badge> 要素を使用するテンプレートの例を示します。次のコードをコピーし、拡張子
.html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューして
操作します。

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
name="crowd-image-classifier"
src="https://unsplash.com/photos/NLUkAA-nDdE"
header="Choose the correct category for this image."
categories="['Person', 'Umbrella', 'Chair', 'Dolphin']"
>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</full-instructions>
<short-instructions id="short-instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<crowd-badge icon="star" for="short-instructions"/>
</short-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

を
バッジのアタッチ先である要素の ID を指定する文字列。

アイコン
バッジに表示するアイコンを指定する文字列。この文字列は、ロード済みであるオープンソースの ironicons セットにあるアイコンの名前か、カスタムアイコンの URL のいずれかにする必要があります。
この属性は label 属性よりも優先されます。
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次に、<crowd-badge> HTML 要素に iron-icon を追加するために使用できる構文の例を示します。iconname は、このアイコンセットから使用するアイコンの名前に置き換えます。
<crowd-badge icon="icon-name" for="short-instructions"/>

label
バッジに表示するテキスト。テキストが大きすぎるとバッジ領域からあふれるため、3 文字以下にするこ
とをお勧めします。icon 属性を設定することにより、テキストでなくアイコンを表示できます。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-button
何らかのアクションを表す、型を持つボタン。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
次に、<crowd-button> 要素を使用するテンプレートの例を示します。次のコードをコピーし、拡張子
.html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューして
操作します。

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
name="crowd-image-classifier"
src="https://unsplash.com/photos/NLUkAA-nDdE"
header="Please select the correct category for this image"
categories="['Person', 'Umbrella', 'Chair', 'Dolphin']"
>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<crowd-button>
<iron-icon icon="question-answer"/>
</crowd-button>
</short-instructions>
</crowd-image-classifier>
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</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

無効
ブールスイッチ。存在する場合、ボタンを無効なものと表示してクリックを防止します。

form-action
"submit" に設定されている場合は親 crowd-form (p. 631) 要素を送信し、"reset" に設定されている場合は
親 <crowd-form> 要素をリセットするスイッチ。

href
オンラインリソースの URL。ボタン型のリンクが必要な場合は、このプロパティを使用します。

アイコン
ボタンのテキストの横に表示するアイコンを指定する文字列。文字列はオープンソースの iron-icons セッ
トのアイコンの名前であることが必要です。これは事前にロードされています。例えば、検索 iron-icon を
挿入するには、以下を使用します。
<crowd-button>
<iron-icon icon="search"/>
</crowd-button>

アイコンは、icon-align 属性で指定されたようにテキストの左または右に配置されます。
カスタムアイコンを使用するには、icon-url を参照してください。

icon-align
ボタンのテキストを基準とする、アイコンの左または右の位置。デフォルトは "left" です。

icon-url
アイコン用のカスタムイメージの URL。カスタムイメージは、icon 属性で指定されている標準アイコンの
代わりに使用できます。

ロード中
ブールスイッチ。存在する場合、ボタンをロード中の状態として表示します。この属性と disabled 属性が
どちらも指定されている場合、この属性が優先されます。

target
href 属性を使用して、ボタンが特定の URL のハイパーリンクとして動作するように指定する場合、オプ
ションで target 属性はリンク先 URL がロードするフレームまたはウィンドウをターゲットにします。

variant
ボタンの一般的なスタイル。1 次ボタンには "primary"、2 次ボタンには "normal"、3 次ボタンには "link"
を使用し、テキストなしでアイコンのみを表示するには "icon" を使用します。
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要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-bounding-box
イメージに長方形を描画し、イメージのそれぞれ長方形で囲まれた部分にラベルを割り当てるためのウィ
ジェット。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-bounding-box> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピー
し、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレ
ビューして操作します。その他の例については、この GitHub リポジトリを参照してください。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-bounding-box
name="annotatedResult"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Draw bounding boxes around all the cats and dogs in this image"
labels="['Cat', 'Dog']"
>
<full-instructions header="Bounding Box Instructions" >
<p>Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of interest:</
p>
<ol>
<li>Draw a rectangle using your mouse over each instance of the target.</li>
<li>Make sure the box does not cut into the target, leave a 2 - 3 pixel margin</li>
<li>
When targets are overlapping, draw a box around each object,
include all contiguous parts of the target in the box.
Do not include parts that are completely overlapped by another object.
</li>
<li>
Do not include parts of the target that cannot be seen,
even though you think you can interpolate the whole shape of the target.
</li>
<li>Avoid shadows, they're not considered as a part of the target.</li>
<li>If the target goes off the screen, label up to the edge of the image.</li>
</ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
Draw boxes around the requested target of interest.
</short-instructions>
</crowd-bounding-box>
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</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になります。

initial-value
JSON オブジェクトの配列であり、各オブジェクトはコンポーネントのロード時に境界ボックスを設定し
ます。配列の各 JSON オブジェクトには、以下のプロパティが含まれます。initial-value プロパティ
を介して設定された境界ボックスは調整でき、ワーカーの回答が調整されたかどうかは、ワーカーの回答
出力の initialValueModified ブール値を介して追跡されます。
• height - ボックスの高さ (ピクセル単位)。
• label - ラベル付けタスクの一部としてボックスに割り当てられたテキスト。このテキストは、<crowdbounding-box> 要素の labels 属性で定義されたラベルの 1 つと一致する必要があります。
• left - ボックスの左上隅の、イメージの左側からの測定距離 (ピクセル単位)。
• top - ボックスの左上隅の、イメージの上部からの測定距離 (ピクセル単位)。
• width - ボックスの幅 (ピクセル単位)。
Liquid テンプレート言語を使用して、カスタムテンプレートの前のジョブのマニフェストファイルから
境界ボックスの初期値を抽出できます。
initial-value="[
{% for box in task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job.annotations
%}
{% capture class_id %}{{ box.class_id }}{% endcapture %}
{% assign label = task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-jobmetadata.class-map[class_id] %}
{
label: {{label | to_json}},
left: {{box.left}},
top: {{box.top}},
width: {{box.width}},
height: {{box.height}},
},
{% endfor %}
]"

labels
文字列の JSON 形式の配列であり、各文字列は、長方形で囲まれたイメージ部分にワーカーが割り当てる
ことのできるラベルです。制限: 10 ラベル。

name
このウィジェットの名前。これは、フォーム出力でウィジェットの入力用のキーとして使用されます。

src
境界ボックスを描画するイメージの URL です。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
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• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: full-instructions (p. 616)、short-instructions (p. 616)

リージョン
この要素には次のリージョンが必要です。

full-instructions
境界ボックスを描画する方法についての一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。

出力
次の出力が、この要素でサポートされています。

boundingBoxes
JSON オブジェクトの配列で、各オブジェクトはワーカーによって作成された境界ボックスを指定しま
す。配列の各 JSON オブジェクトには、以下のプロパティが含まれます。
• height - ボックスの高さ (ピクセル単位)。
• label - ラベル付けタスクの一部としてボックスに割り当てられたテキスト。このテキストは、<crowdbounding-box> 要素の labels 属性で定義されたラベルの 1 つと一致する必要があります。
• left - ボックスの左上隅の、イメージの左側からの測定距離 (ピクセル単位)。
• top - ボックスの左上隅の、イメージの上部からの測定距離 (ピクセル単位)。
• width - ボックスの幅 (ピクセル単位)。

inputImageProperties
ワーカーによって注釈が付けられているイメージのディメンションを指定する JSON オブジェクト。この
オブジェクトには、以下のプロパティが含まれています。
• height - イメージの高さ (ピクセル単位)。
• width - イメージの幅 (ピクセル単位)。

Example : 要素の出力サンプル
この要素の一般的な使用シナリオによる出力サンプルを次に示します。
1 つのラベルと 1 つのボックス、複数のラベルと 1 つのボックス
[

{

"annotatedResult": {
"boundingBoxes": [
{
"height": 401,
"label": "Dog",
"left": 243,
"top": 117,
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}

]

}

}

"width": 187

],
"inputImageProperties": {
"height": 533,
"width": 800
}

1 つのラベルと複数のボックス
[

]

{

}

"annotatedResult": {
"boundingBoxes": [
{
"height": 401,
"label": "Dog",
"left": 243,
"top": 117,
"width": 187
},
{
"height": 283,
"label": "Dog",
"left": 684,
"top": 120,
"width": 116
}
],
"inputImageProperties": {
"height": 533,
"width": 800
}
}

複数のラベルと複数のボックス
[

{

"annotatedResult": {
"boundingBoxes": [
{
"height": 395,
"label": "Dog",
"left": 241,
"top": 125,
"width": 158
},
{
"height": 298,
"label": "Cat",
"left": 699,
"top": 116,
"width": 101
}
],
"inputImageProperties": {
"height": 533,
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]

}

}

}

"width": 800

多数のラベルを使用可能にすることはできますが、使用されているものだけが出力に表示されます。

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-card
情報を表示するための外観が向上したボックス。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-card> 要素を使用する感情分析タスク用に設計された Liquid テンプレートの例を次に示しま
す。次のコードをコピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、
このテンプレートをプレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<style>
h3 {
margin-top: 0;
}
crowd-card {
width: 100%;
}
.card {
margin: 10px;
}
.left {
width: 70%;
margin-right: 10px;
display: inline-block;
height: 200px;
}
.right {
width: 20%;
height: 200px;
display: inline-block;
}
</style>
<crowd-form>
<short-instructions>
Your short instructions here.
</short-instructions>
<full-instructions>
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Your full instructions here.
</full-instructions>
<div class="left">
<h3>What sentiment does this text convey?</h3>
<crowd-card>
<div class="card">
Nothing is great.
</div>
</crowd-card>
</div>
<div class="right">
<h3>Select an option</h3>
<select name="sentiment1" style="font-size: large" required>
<option value="">(Please select)</option>
<option>Negative</option>
<option>Neutral</option>
<option>Positive</option>
<option>Text is empty</option>
</select>
</div>
<div class="left">
<h3>What sentiment does this text convey?</h3>
<crowd-card>
<div class="card">
Everything is great!
</div>
</crowd-card>
</div>
<div class="right">
<h3>Select an option</h3>
<select name="sentiment2" style="font-size: large" required>
<option value="">(Please select)</option>
<option>Negative</option>
<option>Neutral</option>
<option>Positive</option>
<option>Text is empty</option>
</select>
</div>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

heading
ボックスの上部に表示されるテキスト。

イメージ
ボックス内に表示されるイメージの URL。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
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• 子要素: なし

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-checkbox
チェックをオンまたはオフにできる UI コンポーネントで、ユーザーは 1 つのセットから複数のオプショ
ンを選択できます。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-checkbox> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピーし、
拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレ
ビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<p>Find the official website for: <strong>{{ task.input.company }}</strong></p>
<p>Do not give Yelp pages, LinkedIn pages, etc.</p>
<p>Include the http:// prefix from the website</p>
<crowd-input name="website" placeholder="http://example.com"></crowd-input>
<crowd-checkbox name="website-found">Website Found</crowd-checkbox>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

checked
ブールスイッチ。存在する場合、チェックボックスをオンの状態として表示します。
以下は、デフォルトでチェックボックスをオンにするために使用される構文の例です。
<crowd-checkbox name="checkedBox" value="checked" checked>This box is checked</crowdcheckbox>

無効
ブールスイッチ。存在する場合、チェックボックスを無効なものと表示して、オンにされることを防止し
ます。
次に、チェックボックスを無効にする構文の例を示します。
<crowd-checkbox name="disabledCheckBox" value="Disabled" disabled>Cannot be selected</
crowd-checkbox>
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name
ワーカーによって送信された回答を識別するために使用される文字列。この値は、回答を指定する JSON
オブジェクトのキーに一致します。

必須
ブールスイッチ。存在する場合、ワーカーに入力を要求します。
次に、チェックボックスをオンにすることを必須とする構文の例を示します。
<crowd-checkbox name="work_verified" required>Instructions were clear</crowd-checkbox>

値
出力でチェックボックスの状態を表す名前として使用される文字列。指定しない場合、デフォルトで "on"
になります。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

出力
JSON オブジェクトを提供します。name 文字列はオブジェクト名で、value 文字列はチェックボックス
の状態に基づくブール値のプロパティ名です。この状態はチェックボックスがオンの場合は true、オフの
場合は false です。

Example : 要素の出力サンプル
同じ name 値を複数のボックスに使用。
<!-- INPUT -->
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="blurry"> Blurry </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="dim"> Too Dim </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="exposed"> Too Bright </crowdcheckbox></div>

//Output with "blurry" and "dim" checked
[
{
"image_attributes": {
"blurry": true,
"dim": true,
"exposed": false
}
}
]

3 つの色の値すべてが単一オブジェクトのプロパティであることに注意してください。
異なる name 値を各ボックスに使用。
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<!-- INPUT -->
<div><crowd-checkbox name="Stop" value="Red"> Red </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="Slow" value="Yellow"> Yellow </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="Go" value="Green"> Green </crowd-checkbox></div>

//Output with "Red" checked
[
{
"Go": {
"Green": false
},
"Slow": {
"Yellow": false
},
"Stop": {
"Red": true
}
}
]

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-classifier
音声、動画、テキストなど、イメージ以外のコンテンツを分類するためのウィジェット。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
以下に、crowd-classifier を使用して作成した HTML ワーカータスクテンプレートの例を示します。
この例では、Liquid テンプレート言語を使用して以下を自動化しています。
• categories パラメータのカテゴリのラベル付け
• classification-target パラメータで分類するオブジェクト
次のコードをコピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、この
テンプレートをプレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="category"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
header="What type of a document is this?"
>
<classification-target>
<iframe style="width: 100%; height: 600px;" src="{{ task.input.taskObject
grant_read_access }}" type="application/pdf"></iframe>
</classification-target>
<full-instructions header="Document Classification Instructions">
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<p>Read the task carefully and inspect the document.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the document.</p>
</full-instructions>
<short-instructions>
Please choose the correct category for the document
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

カテゴリ
文字列の JSON 形式の配列であり、各文字列はワーカーがテキストに割り当てることのできるカテゴリで
す。カテゴリとして "other" を含める必要があります。そうしない場合、ワーカーは回答を提供できませ
ん。

ヘッダー
イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になります。

name
このウィジェットの名前。これは、フォーム出力でウィジェットの入力用のキーとして使用されます。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: classification-target (p. 623)、full-instructions (p. 623)、short-instructions (p. 623)

リージョン
この要素では、次のリージョンがサポートされています。

classification-target
ワーカーによって分類されるコンテンツ。これはプレーンテキストまたは HTML となります。HTML を使
用できる例として、動画または音声プレイヤーの埋め込み、PDF の埋め込み、または 2 つ以上のイメージ
の比較実行が含まれますが、これに限定されるものではありません。

full-instructions
テキスト分類を実行する方法についての一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。

出力
この要素の出力は、指定された name 値をプロパティ名として使用し、categories の文字列をプロパ
ティの値として使用するオブジェクトです。
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Example : 要素の出力サンプル
この要素の出力サンプルを次に示します。
[

{

}

]

"<name>": {
"label": "<value>"
}

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-classifier-multi-select
音声、ビデオ、テキストなど、さまざまな形式のコンテンツを 1 つ以上のカテゴリに分類するためのウィ
ジェット。分類するコンテンツは、オブジェクトと呼ばれます。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
次に、この要素を使用して作成された HTML ワーカータスクテンプレートの例を示します。次のコードを
コピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレート
をプレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier-multi-select
name="category"
categories="['Positive', 'Negative', 'Neutral']"
header="Select the relevant categories"
exclusion-category="{ text: 'None of the above' }"
>
<classification-target>
{{ task.input.taskObject }}
</classification-target>

p>
p>

<full-instructions header="Text Categorization Instructions">
<p><strong>Positive</strong> sentiment include: joy, excitement, delight</p>
<p><strong>Negative</strong> sentiment include: anger, sarcasm, anxiety</p>
<p><strong>Neutral</strong>: neither positive or negative, such as stating a fact</
<p><strong>N/A</strong>: when the text cannot be understood</p>
<p>When the sentiment is mixed, such as both joy and sadness, choose both labels.</
</full-instructions>

<short-instructions>
Choose all categories that are expressed by the text.
</short-instructions>
</crowd-classifier-multi-select>
</crowd-form>
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属性
次の属性が、crowd-classifier-multi-select 要素でサポートされています。各属性は、文字列値
または文字列値を受け入れます。

カテゴリ
必須。文字列の JSON 形式の配列であり、各文字列はワーカーがオブジェクトに割り当てることのできる
カテゴリです。

ヘッダー
必須。イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になります。

name
必須。このウィジェットの名前。フォーム出力で、名前はウィジェットの入力用のキーとして使用されま
す。

exclusion-category
(オプション)。次の形式の JSON 形式の文字列:。"{ text: 'default-value' }"。 この属性は、
ワーカー UI に表示されるオブジェクトにラベルが適用されない場合にワーカーが選択できるデフォルト値
を設定します。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: classification-target (p. 623)、full-instructions (p. 623)、short-instructions (p. 623)

リージョン
この要素は次のリージョンを使用します。

classification-target
ワーカーによって分類されるコンテンツ。コンテンツは、プレーンテキストでも、HTML を使用してテン
プレートで指定するオブジェクトでもかまいません。例えば、HTML 要素を使用して、ビデオまたはオー
ディオプレイヤーを含めたり、PDF ファイルを埋め込んだり、2 つ以上の画像の比較を含めたりすること
ができます。

full-instructions
テキストを分類する方法に関する一般的な手順。

short-instructions
タスク固有の重要な手順。これらの手順は目立つように表示されます。

出力
この要素の出力は、指定された name 値をプロパティ名として使用し、categories の文字列をプロパ
ティの値として使用するオブジェクトです。

Example : 要素の出力サンプル
この要素の出力サンプルを次に示します。
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[

]

{

}

"<name>": {
labels: ["label_a", "label_b"]
}

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• テキスト分類 (マルチラベル) (p. 293)
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-entity-annotation
長いテキスト内の単語、フレーズ、または文字列にラベルを付けるためのウィジェット。ワーカーはラベ
ルを選択し、ラベルが適用されるテキストを強調表示します。

重要: 自己完結型のウィジェット
<crowd-entity-annotation> 要素と <crowd-form> 要素を一緒に使用しないでください。
独自のフォーム送信ロジックと [Submit] (送信) ボタンが含まれています。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
次に、<crowd-entity-annotation> 要素を使用するテンプレートの例を示します。次のコードをコ
ピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートを
プレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-entity-annotation
name="crowd-entity-annotation"
header="Highlight parts of the text below"
labels="[{'label': 'person', 'shortDisplayName': 'per', 'fullDisplayName': 'Person'},
{'label': 'date', 'shortDisplayName': 'dat', 'fullDisplayName': 'Date'}, {'label':
'company', 'shortDisplayName': 'com', 'fullDisplayName': 'Company'}]"
text="Amazon SageMaker Ground Truth helps you build highly accurate training datasets for
machine learning quickly."
>
<full-instructions header="Named entity recognition instructions">
<ol>
<li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
<li><strong>Highlight</strong> words, phrases, or sections of the text.</li>
<li><strong>Choose</strong> the label that best matches what you have highlighted.</
li>
<li>To <strong>change</strong> a label, choose highlighted text and select a new
label.</li>
<li>To <strong>remove</strong> a label from highlighted text, choose the X next to
the abbreviated label name on the highlighted text.</li>
<li>You can select all of a previously highlighted text, but not a portion of it.</
li>
</ol>
</full-instructions>
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<short-instructions>
Apply labels to words or phrases.
</short-instructions>
<div id="additionalQuestions" style="margin-top: 20px">
<h3>
What is the overall subject of this text?
</h3>
<crowd-radio-group>
<crowd-radio-button name="tech" value="tech">Technology</crowd-radio-button>
<crowd-radio-button name="politics" value="politics">Politics</crowd-radio-button>
</crowd-radio-group>
</div>
</crowd-entity-annotation>
<script>
document.addEventListener('all-crowd-elements-ready', () => {
document
.querySelector('crowd-entity-annotation')
.shadowRoot
.querySelector('crowd-form')
.form
.appendChild(additionalQuestions);
});
</script>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になります。

initial-value
JSON 形式のオブジェクトの配列。各配列で、初期化時にテキストに適用する注釈を定義します。オブ
ジェクトには、labels 属性のいずれかと一致する値 label、ラベル付きスパンの開始 Unicode オフセッ
トの整数値 startOffset、および終了 Unicode オフセットの整数値 endOffset などがあります。

Example
[

]

{

label: 'person',
startOffset: 0,
endOffset: 16

},
...

labels
JSON 形式のオブジェクトの配列。それぞれに以下が含まれます。
• label(必須): エンティティを識別するために使用される名前。
• fullDisplayName(オプション): タスクウィジェットのラベルリストに使用されます。指定しない場合
は、デフォルトでラベル値に設定されます。
• shortDisplayName(オプション): 選択したエンティティの上に表示する 3〜4 文字の略語。指定しない
場合は、デフォルトでラベル値に設定されます。
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shortDisplayName 推奨事項
選択内容の上に表示される値は重複する可能性があるため、ワークスペース内のラベル付きエ
ンティティを管理することは困難です。重複を防ぎ、作業者がワークスペースを管理しやすい
ようにするには、各ラベルに 3〜4 文字の shortDisplayName を使用することを強くお勧め
します。

Example
[

]

{

}

label: 'person',
shortDisplayName: 'per',
fullDisplayName: 'person'

name
DOM でウィジェットの名前として使用します。また、フォーム出力および出力マニフェストでラベル属
性名としても使用されます。

text
注釈を付けるテキスト。テンプレートシステムは、デフォルトで引用符と HTML 文字列をエスケープしま
す。コードが既にエスケープされているか、部分的にエスケープされている場合、エスケープを制御する
その他の方法については、可変フィルター (p. 405) を参照してください。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 子要素: full-instructions (p. 628)、short-instructions (p. 628)

リージョン
この要素では、次のリージョンがサポートされています。

full-instructions
ウィジェットの使用方法に関する一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。

出力
次の出力が、この要素でサポートされています。

エンティティ
注釈の開始、終了、ラベルを指定する JSON オブジェクト。このオブジェクトには、以下のプロパティが
含まれています。
• label - 割り当てられたラベル。
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• startOffset - 選択したテキストの先頭の Unicode オフセット。
• endOffset - 選択後の最初の文字の Unicode オフセット。

Example : 要素の出力サンプル
この要素の出力サンプルを次に示します。
{

}

"myAnnotatedResult": {
"entities": [
{
"endOffset": 54,
"label": "person",
"startOffset": 47
},
{
"endOffset": 97,
"label": "event",
"startOffset": 93
},
{
"endOffset": 219,
"label": "date",
"startOffset": 212
},
{
"endOffset": 271,
"label": "location",
"startOffset": 260
}
]
}

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-fab
中央にイメージを持つフローティングボタン。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-fab> 要素を使用するイメージ分類用に設計された Liquid テンプレートの例を次に示します。こ
のテンプレートは、JavaScript を使用して、ワーカーがワーカー UI に関する問題をレポートできるように
します。次のコードをコピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開
き、このテンプレートをプレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
src="${image_url}"
categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
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header="Choose the correct category for the image"
name="category">
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<p>If there is an issue with the image or tools, please select
<b>None of the Above</b>, describe the issue in the text box and click the
button below.</p>
<crowd-input label="Report an Issue" name="template-issues"></crowd-input>
<crowd-fab id="button1" icon="report-problem" title="Issue"/>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.
Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the
image.</p>
</full-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>
<script>
[
button1,
].forEach(function(button) {
button.addEventListener('click', function() {
document.querySelector('crowd-form').submit();
});
});
</script>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

無効
ブールスイッチ。存在する場合、フローティングボタンを無効なものと表示してクリックを防止します。

アイコン
ボタンの中央に表示するアイコンを指定する文字列。この文字列は、ロード済みであるオープンソースの
iron-icons セットにあるアイコンの名前か、カスタムアイコンの URL のいずれかにする必要があります。
次に、<crowd-fab> HTML 要素に iron-icon を追加するために使用できる構文の例を示します。iconname は、このアイコンセットから使用するアイコンの名前に置き換えます。
<crowd-fab "id="button1" icon="icon-name" title="Issue"/>

label
アイコンの代わりに使用できる 1 文字で構成される文字列。絵文字または複数の文字を使用すると、代わ
りに省略記号がボタンに表示される場合があります。

title
ボタンの上にマウスカーソルを置いたときに、ツールヒントとして表示される文字列。
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要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-form
すべてのカスタムタスク用のフォームラッパー。フォームデータを適切に送信するための重要なアクショ
ンを設定および実装します。
タイプ "submit" の crowd-button (p. 612) が <crowd-form> 要素内部に組み込まれていない場合は、自
動的に <crowd-form> 要素内部に付加されます。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-form> 要素を使用するイメージ分類テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピーし、
拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレ
ビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
src="${image_url}"
categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
header="Choose the correct category for the image"
name="category">
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.
Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the
image.</p>
</full-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
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• 親要素: なし
• 子要素: 任意のUI テンプレート (p. 608)要素

要素イベント
crowd-form 要素は、標準の HTML form 要素を拡張し、そのイベント (例: onclick、onsubmit) を継
承します。

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-icon-button
中央にイメージが配置されたボタン。ユーザーがボタンにタッチしたときに、ボタンの中央からリップル
エフェクトが発生します。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-icon-button> 要素を使用するイメージ分類用に設計された Liquid テンプレートの例を次に示
します。このテンプレートは、JavaScript を使用して、ワーカーがワーカー UI に関する問題をレポートで
きるようにします。次のコードをコピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザで
ファイルを開き、このテンプレートをプレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
src="${image_url}"
categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
header="Choose the correct category for the image"
name="category">
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<p>If there is an issue with the image or tools, please select
<b>None of the Above</b>, describe the issue in the text box and click the
button below.</p>
<crowd-input label="Report an Issue" name="template-issues"/></crowd-input>
<crowd-icon-button id="button1" icon="report-problem" title="Issue"/>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.
Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the
image.</p>
</full-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>
<script>
[
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button1,
].forEach(function(button) {
button.addEventListener('click', function() {
document.querySelector('crowd-form').submit();
});
});
</script>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

無効
ブールスイッチ。存在する場合、ボタンを無効なものと表示してクリックを防止します。

アイコン
ボタンの中央に表示するアイコンを指定する文字列。この文字列は、ロード済みであるオープンソースの
iron-icons セットにあるアイコンの名前か、カスタムアイコンの URL のいずれかにする必要があります。
次に、<crowd-icon-button> HTML 要素に iron-icon を追加するために使用できる構文の例を示しま
す。icon-name は、このアイコンセットから使用するアイコンの名前に置き換えます。
<crowd-icon-button id="button1" icon="icon-name" title="Issue"/>

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-image-classifier
イメージを分類するためのウィジェット。サポートされている () のいずれかを使用します。APNG, BMP,
GIF, ICO, JPEG, PNG, SVG. イメージにサイズ制限はありません。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-image-classifier> 要素を使用するイメージ分類テンプレートの例を次に示します。次の
コードをコピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテン
プレートをプレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
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<crowd-image-classifier
src="${image_url}"
categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
header="Choose the correct category for the image"
name="category">
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.
Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the
image.</p>
</full-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>

属性
この要素には次の属性が必要です。

カテゴリ
文字列の JSON 形式の配列であり、各文字列はワーカーがイメージに割り当てることのできるカテゴリで
す。ワーカーが回答を提供できるように、カテゴリとして "other" を含める必要があります。最大 10 個の
カテゴリを指定できます。

ヘッダー
イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になります。

name
このウィジェットの名前。これは、フォーム出力でウィジェットの入力用のキーとして使用されます。

オーバーレイ
ソースイメージ上にオーバーレイする情報。これは、境界ボックス、セマンティックセグメンテーショ
ン、インスタンスセグメンテーションのタスクの検証ワークフロー用です。
これは、キーとして camelCase にタスクタイプの名前を持つオブジェクトを含む JSON オブジェクトで
す。このキーの値は、前のタスクのラベルやその他の必要な情報を含むオブジェクトです。
境界ボックスタスクを検証するための属性を持つ crowd-image-classifier 要素の例を次に示しま
す。
<crowd-image-classifier
name="boundingBoxClassification"
header="Rate the quality of the annotations based on the background section
in the instructions on the left hand side."
src="https://i.imgur.com/CIPKVJo.jpg"
categories="['good', 'bad', 'okay']"
overlay='{
"boundingBox": {
labels: ["bird", "cat"],
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value: [
{
height: 284,
label: "bird",
left: 230,
top: 974,
width: 223
},
{
height: 69,
label: "bird",
left: 79,
top: 889,
width: 247
}
]

},
}'
> ... </crowd-image-classifier>

セマンティックセグメンテーション検証タスクでは、以下の overlay 値を使用します。
<crowd-image-classifier
name='crowd-image-classifier'
categories='["good", "bad"]'
src='URL of image to be classified'
header='Please classify'
overlay='{
"semanticSegmentation": {
"labels": ["Cat", "Dog", "Bird", "Cow"],
"labelMappings": {
"Bird": {
"color": "#ff7f0e"
},
"Cat": {
"color": "#2ca02c"
},
"Cow": {
"color": "#d62728"
},
"Dog": {
"color": "#2acf59"
}
},
"src": "URL of overlay image",
}
}'
> ... </crowd-image-classifier>

インスタンスセグメンテーションタスクでは、以下の overlay 値を使用します。
<crowd-image-classifier
name='crowd-image-classifier'
categories='["good", "bad"]'
src='URL of image to be classified'
header='Please classify instances of each category'
overlay='{
"instanceSegmentation": {
"labels": ["Cat", "Dog", "Bird", "Cow"],
"instances": [
{
"color": "#2ca02c",
"label": "Cat"
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},
{
"color": "#1f77b4",
"label": "Cat"
},
{
"color": "#d62728",
"label": "Dog"
}
],
"src": "URL of overlay image",

}
}'
> ... </crowd-image-classifier>

src
分類するイメージの URL。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: full-instructions (p. 636)、short-instructions (p. 636)、ワーカーコメント (p. 636)

リージョン
この要素では次のリージョンが使用されます。

full-instructions
イメージを分類する方法に関する、ワーカーのための一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。

ワーカーコメント
ワーカーが選択理由を説明する必要がある場合に、検証ワークフローでこれを使用します。開始タグと終
了タグの間のテキストを使用して、コメントに含める情報に関するワーカー向けの手順を提供します。
次の属性が含まれています。

ヘッダー
コメントを残すための行動喚起を含む語句。コメントが追加されるモーダルウィンドウのタイトルテキス
トとして使用されます。
(オプション)。デフォルトは「Add a comment (コメントを追加)」です。

link-text
このテキストは、ウィジェットのカテゴリの下に表示されます。クリックすると、ワーカーがコメントを
追加できるモーダルウィンドウが開きます。
(オプション)。デフォルトは「Add a comment (コメントを追加)」です。
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プレースホルダー
ワーカーが入力を開始したときに上書きされるコメントテキスト領域のテキスト例。ワーカーがフィール
ドを空白のままにした場合、これは出力には表示されません。
(オプション)。デフォルトは空白です。

出力
この要素の出力は、<crowd-image-classifier> 要素の categories 属性に定義された値の 1 つを指定する文
字列です。

Example : 要素の出力サンプル
この要素の出力サンプルを次に示します。
[

{

"<name>": {
"label": "<value>"
"workerComment": "Comment - if no comment is provided, this field will not be
present"
}
}

]

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-image-classifier-multi-select
1 つ以上のカテゴリにイメージを分類するためのウィジェット。サポートされているイメージ形式のいず
れかを使用します。APNG, BMP, GIF, ICO, JPEG, PNG, SVG. イメージにサイズ制限はありません。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
次に、この crowd 要素を使用して作成された HTML ワーカータスクテンプレートの例を示します。次の
コードをコピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテン
プレートをプレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier-multi-select
name="animals"
categories="['Cat', 'Dog', 'Horse', 'Pig', 'Bird']"
src="https://images.unsplash.com/photo-1509205477838-a534e43a849f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1998&q=80"
header="Please identify the animals in this image"
exclusion-category="{ text: 'None of the above' }"
>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>If more than one label applies to the image, select multiple labels.</p>
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<p>If no labels apply, select <b>None of the above</b></p>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label(s) that best suit the image.</p>
</short-instructions>
</crowd-image-classifier-multi-select>
</crowd-form>

属性
次の属性が、crowd-image-classifier-multi-select 要素でサポートされています。各属性は、文
字列値または文字列値を受け入れます。

カテゴリ
必須。文字列の JSON 形式の配列であり、各文字列はワーカーがイメージに割り当てることのできるカテ
ゴリです。ワーカーは少なくとも 1 つのカテゴリを選択する必要があり、すべてのカテゴリを選択できま
す。

ヘッダー
必須。イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になります。

name
必須。このウィジェットの名前。フォーム出力で、名前はウィジェットの入力用のキーとして使用されま
す。

src
必須。分類するイメージの URL。

exclusion-category
(オプション)。次の形式の JSON 形式の文字列:。"{ text: 'default-value' }"。 この属性は、
ワーカー UI に表示されるイメージにどのラベルも適用されない場合にワーカーが選択できるデフォルト値
を設定します。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: full-instructions (p. 636)、short-instructions (p. 636)、ワーカーコメント (p. 636)

リージョン
この要素は、次のリージョンを使用します。

full-instructions
イメージを分類する方法に関する、ワーカーのための一般的な手順。

short-instructions
タスク固有の重要な手順。これらの手順は目立つように表示されます。
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出力
この要素の出力は、<crowd-image-classifier-multi-select> 要素の categories 属性に定義さ
れている 1 つ以上の値を指定する文字列です。

Example : 要素の出力サンプル
この要素の出力サンプルを次に示します。
[

]

{

}

"<name>": {
labels: ["label_a", "label_b"]
}

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• イメージ分類 (マルチラベル) (p. 281)
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-input
入力データを受け取るボックス。

自己終了型にすることはできない
HTML 標準の input 要素とは異なり、閉じ括弧の前にスラッシュを配置する (例えば、<crowdinput ... />) ことによって、この要素を自己終了することはできません。この要素の後に </
crowd-input> を指定して終了する必要があります。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-input> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピーし、拡張
子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューし
て操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<img style="max-width: 35vw; max-height: 50vh"
grant_read_access }}">
<crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1"
<crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2"
<crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3"

src="{{ task.input.taskObject |
required></crowd-input>
required></crowd-input>
required></crowd-input>

<short-instructions>
Your custom quick instructions and examples
</short-instructions>
<full-instructions>
Your custom detailed instracutions and more examples
</full-instructions>
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</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

allowed-pattern
ワーカータイプとして一致しない文字を無視するために、auto-validate 属性と共に使用される正規表現。

auto-focus
この値を true に設定すると、ロード後にブラウザのフォーカスは入力領域に配置されます。このようにし
て、ワーカーは最初に選択することなく入力を開始できます。

auto-validate
ブールスイッチ。存在する場合、入力の検証を有効にします。検証の動作は error-message 属性と
allowed-pattern 属性によって変更できます。

無効
ブールスイッチ。存在する場合、入力領域を無効なものとして表示します。

error-message
検証が失敗した場合に、入力フィールドの下、左側に表示されるテキスト。

label
テキストフィールド内に表示される文字列。
ワーカーがフィールドへの入力を開始するとき、または value 属性が設定されているとき、このテキスト
は縮小されてテキストフィールドの上に表示されます。

max-length
入力が受け入れる最大文字数。この制限を超える入力は無視されます。

min-length
フィールドの入力最小文字数。

name
DOM およびフォームの出力で使用される入力の名前を設定します。

プレースホルダー
プレースホルダーテキストとして使用される文字列値で、ワーカーがこの入力へのデータ入力を開始する
まで表示されます。これはデフォルト値として使用されません。

必須
ブールスイッチ。存在する場合、ワーカーに入力を要求します。

type
文字列を受け取って入力の HTML5 input-type 動作を設定します。例には、file や date が含まれま
す。
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値
ワーカーが入力を提供しない場合にデフォルトとなるプリセット。プリセットはテキストフィールドに表
示されます。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

出力
name 文字列をプロパティ名として提供し、フィールドに入力されたテキストを値として提供します。

Example : JSON 出力のサンプル
複数の要素の値は、name 属性値をプロパティ名として同じオブジェクトに出力されます。入力のない要
素は出力に表示されません。例えば、次の 3 つの入力を使用するとします。
<crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1"></crowd-input>
<crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2"></crowd-input>
<crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3"></crowd-input>

以下は、2 つだけが入力を持つ場合の出力です。
[

]

{
}

"tag1": "blue",
"tag2": "red"

つまり、これらの結果を解析するように構築されたコードはすべて、回答でのそれぞれの入力の有無を処
理できる必要があります。

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-instance-segmentation
画像内の特定のオブジェクトの個々のインスタンスを識別し、ラベル付きインスタンスごとに色付きの
オーバーレイを作成するためのウィジェット。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-instance-segmentation> を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコード
をコピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレー
トをプレビューして操作します。
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<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-instance-segmentation
name="annotatedResult"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Please label each of the requested objects in this image"
labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']"
>
<full-instructions header="Segmentation Instructions">
<ol>
<li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to
understand more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the image.</li>
</ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Use the tools to label all instances of the requested items in the image</p>
</short-instructions>
</crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>

ワーカーが独自のカテゴリ (ラベル) を追加できるようにするには、次のようなテンプレートを使用しま
す。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-instance-segmentation
id="annotator"
name="myTexts"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Click Instructions to add new labels."
labels="['placeholder']"
>
<short-instructions>
<h3>Add a label to describe each type of object in this image.</h3>
<h3>Cover each instance of each object with a segmentation mask.</h3>
<br>
<h3>
Add new label
</h3>
<crowd-input name="_customLabel" id="customLabel"></crowd-input>
<crowd-button id="addLabel">Add</crowd-button>
<br><br><br>
<h3>
Manage labels
</h3>
<div id="labelsSection"></div>
</short-instructions>
<full-instructions>
Describe your task in more detail here.
</full-instructions>
</crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>
<script>
document.addEventListener('all-crowd-elements-ready', function(event) {
document.querySelector('crowd-instance-segmentation').labels = [];
});
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function populateLabelsSection() {
labelsSection.innerHTML = '';
annotator.labels.forEach(function(label) {
const labelContainer = document.createElement('div');
labelContainer.innerHTML = label + ' <a href="javascript:void(0)">(Delete)</a>';
labelContainer.querySelector('a').onclick = function() {
annotator.labels = annotator.labels.filter(function(l) {
return l !== label;
});
populateLabelsSection();
};
labelsSection.appendChild(labelContainer);
});
}
addLabel.onclick = function() {
annotator.labels = annotator.labels.concat([customLabel.value]);
customLabel.value = null;
populateLabelsSection();
};
</script>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になります。

labels
文字列の JSON 形式の配列。各文字列は、ワーカーがイメージのオブジェクトのインスタンスに割り当て
ることのできるラベルです。ワーカーは、ツールのラベルの下にある [インスタンスの追加] を選択して、
関連するインスタンスごとに異なるオーバーレイの色を生成できます。

name
このウィジェットの名前。フォーム出力のデータにラベル付けするためのキーとして使用されます。

src
ラベル付けされるイメージの URL。

initial-value
前のインスタンスセグメンテーションジョブのカラーマッピングと、前のジョブによって出力されるオー
バーレイイメージへのリンクを含む JSON オブジェクト。これは、人間のワーカーが前のラベル付けジョ
ブの結果を検証し、必要に応じて調整する場合に含めます。
属性は次のように表示されます。
initial-value="{
"instances": [
{
"color": "#2ca02c",
"label": "Cat"
},
{
"color": "#1f77b4",
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"label": "Cat"

},
{

"color": "#d62728",
"label": "Dog"

}
],
"src": {{ "S3 file URL for image" | grant_read_access }}

}"

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: full-instructions (p. 644)、short-instructions (p. 644)

リージョン
この要素では、次のリージョンがサポートされています。

full-instructions
イメージセグメンテーションを実行する方法についての一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。

出力
次の出力が、この要素でサポートされています。

labeledImage
Base64 でエンコードされた、ラベルの PNG が含まれている JSON オブジェクト。

インスタンス
インスタンスのラベルと色を持つオブジェクトを含む JSON 配列。
• color - labeledImage PNG におけるラベルの RGB 色の 16 進値。
• label - その色を使用してオーバーレイに付けられるラベル。ラベルの各インスタンスは固有の色で識別
されるため、この値は繰り返される場合があります。

inputImageProperties
ワーカーによって注釈が付けられているイメージのディメンションを指定する JSON オブジェクト。この
オブジェクトには、以下のプロパティが含まれています。
• height - イメージの高さ (ピクセル単位)。
• width - イメージの幅 (ピクセル単位)。

Example : 要素の出力サンプル
この要素の出力サンプルを次に示します。
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[

]

{

}

"annotatedResult": {
"inputImageProperties": {
"height": 533,
"width": 800
},
"instances": [
{
"color": "#1f77b4",
"label": "<Label 1>":
},
{
"color": "#2ca02c",
"label": "<Label 1>":
},
{
"color": "#ff7f0e",
"label": "<Label 3>":
},
],
"labeledImage": {
"pngImageData": "<Base-64 Encoded Data>"
}
}

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-instructions
ワーカーがリンクまたはボタンをクリックしたとき、3 つのタブ付きページ [Summary] (概要)、[Detailed
Instructions] (詳細な手順)、および [Examples] (例) に手順を表示する要素。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-instructions> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピー
し、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレ
ビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-instructions link-text="View instructions" link-type="button">
<short-summary>
<p>Given an image, write three words or short phrases that summarize its contents.</
p>
</short-summary>
<detailed-instructions>
<p>Imagine that you are describing an image to a friend or tagging it for a news
website. Provide three specific words or short phrases that describe it.</p>
</detailed-instructions>
<positive-example>
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<p><img src="https://s3.amazonaws.com/cv-demo-images/highway.jpg"/></p>
<p>
<ul>
<li>Highway</li>
<li>Cars</li>
<li>Gas station</li>
</ul>
</p>
</positive-example>
<negative-example>
<p><img src="https://s3.amazonaws.com/cv-demo-images/highway.jpg"/></p>
<p>
These are not specific enough:
<ol>
<li>Trees</li>
<li>Outside</li>
<li>Daytime</li>
</ol>
</p>
</negative-example>
</crowd-instructions>
<p><strong>Instructions: </strong>Given an image, write three words or short phrases
that summarize its contents.</p>
<p>If someone were to see these three words or phrases, they should understand the
subject and context of the image, as well as any important actions.</p>
<p>View the instructions for detailed instructions and examples.</p>
<p><img style="max-width: 100%; max-height: 100%" src="{{ task.input.taskObject |
grant_read_access }}"></p>
<crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1" required></crowd-input>
<crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2" required></crowd-input>
<crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3" required></crowd-input>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

link-text
手順を開くための表示テキスト。デフォルトは [Click for instructions] (クリックして手順をご覧ください)
です。

link-type
手順のトリガータイプを指定する文字列。指定できる値は "link" (デフォルト) と "button" です。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

リージョン
この要素では、次のリージョンがサポートされています。

detailed-instructions
タスクの具体的な手順を示すコンテンツ。これは [Detailed Instructions] (詳細な手順) タブのページに表示
されます。
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negative-example
不適切なタスクの完了例を示すコンテンツ。これは [Examples] (例) タブのページに表示されます。複数の
例がこの要素内で提供されることがあります。

positive-example
適切なタスクの完了例を示すコンテンツ。これは [Examples] (例) タブのページに表示されます。

short-summary
完了するタスクの概要を示す簡単な記述。これは [Summary] (概要) タブのページに表示されます。複数の
例がこの要素内で提供されることがあります。

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-keypoint
イメージ上の特徴点を選択して注釈を付けるためのツールを生成します。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-keypoint> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピーし、
拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレ
ビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<div id="errorBox"></div>
<crowd-keypoint
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
labels="['Item A', 'Item B', 'Item C']"
header="Please locate the centers of each item."
name="annotatedResult">
<short-instructions>
Describe your task briefly here and give examples
</short-instructions>
<full-instructions>
Give additional instructions and good/bad examples here
</full-instructions>
</crowd-keypoint>
</crowd-form>
<script>
var num_obj = 1;
document.querySelector('crowd-form').onsubmit = function(e) {
const keypoints = document.querySelector('crowd-keypoint').value.keypoints ||
document.querySelector('crowd-keypoint')._submittableValue.keypoints;
const labels = keypoints.map(function(p) {
return p.label;
});
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// 1. Make sure total number of keypoints is correct.
var original_num_labels = document.getElementsByTagName("crowd-keypoint")
[0].getAttribute("labels");
original_num_labels = original_num_labels.substring(2, original_num_labels.length 2).split("\",\"");
var goalNumKeypoints = num_obj*original_num_labels.length;
if (keypoints.length != goalNumKeypoints) {
e.preventDefault();
errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must add all keypoint
annotations and use each label only once.</crowd-alert>';
errorBox.scrollIntoView();
return;
}
// 2. Make sure all labels are unique.
labelCounts = {};
for (var i = 0; i < labels.length; i++) {
if (!labelCounts[labels[i]]) {
labelCounts[labels[i]] = 0;
}
labelCounts[labels[i]]++;
}
const goalNumSingleLabel = num_obj;
const numLabels = Object.keys(labelCounts).length;
Object.entries(labelCounts).forEach(entry => {
if (entry[1] != goalNumSingleLabel) {
e.preventDefault();
errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must use each label
only once.</crowd-alert>';
errorBox.scrollIntoView();
}
})
};
</script>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になります。

initial-value
開始時にイメージに適用される JSON 形式の特徴点の配列。例:
initial-value="[
{
'label': 'Left Eye',
'x': 1022,
'y': 429
},
{
'label': 'Beak',
'x': 941,
'y': 403
}
]
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Note
この属性で使用されるラベル値には、labels 属性と一致する値が必要なことに注意してくださ
い。一致する値がないと、特徴点はレンダリングされません。

labels
特徴点の注釈ラベルとして使用される文字列の配列 (JSON 形式)。

name
ワーカーによって送信された回答を識別するために使用される文字列。この値は、回答を指定する JSON
オブジェクトのキーに一致します。

src
注釈を付けるイメージのソース URI。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: full-instructions (p. 649)、short-instructions (p. 649)

リージョン
この要素には次のリージョンが必要です。

full-instructions
イメージに注釈を付ける方法に関する一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。

出力
次の出力が、この要素でサポートされています。

inputImageProperties
ワーカーによって注釈が付けられているイメージのディメンションを指定する JSON オブジェクト。この
オブジェクトには、以下のプロパティが含まれています。
• height - イメージの高さ (ピクセル単位)。
• width - イメージの幅 (ピクセル単位)。

特徴点
特徴点の座標とラベルを含む JSON オブジェクトの配列。各オブジェクトには、以下のプロパティが含ま
れます。
• label - 特徴点に割り当てられたラベル。
• x - イメージの特徴点の X 座標 (ピクセル)。
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• y - イメージの特徴点の Y 座標 (ピクセル)。

Note
X 座標と Y 座標は、イメージの左上隅の 0,0 を基準としています。

Example : 要素の出力サンプル
この要素を使用した場合の出力サンプルを次に示します。
[

]

{

}

"crowdKeypoint": {
"inputImageProperties": {
"height": 1314,
"width": 962
},
"keypoints": [
{
"label": "dog",
"x": 155,
"y": 275
},
{
"label": "cat",
"x": 341,
"y": 447
},
{
"label": "cat",
"x": 491,
"y": 513
},
{
"label": "dog",
"x": 714,
"y": 578
},
{
"label": "cat",
"x": 712,
"y": 763
},
{
"label": "cat",
"x": 397,
"y": 814
}
]
}

多数のラベルを使用できるかもしれませんが、使用されているものだけが出力に表示されます。

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

650

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
SageMaker Crowd HTML 要素

crowd-line
イメージに線を描画するためのウィジェット。各行はラベルに関連付けられ、出力データには各ラインの
始点と終点がレポートされます。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-line> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピーし、拡張
子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューし
て操作します。その他の例については、この GitHub リポジトリを参照してください。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-line
name="crowdLine"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Add header here to describe the task"
labels="['car','pedestrian','street car']"
>
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<p>Draw a line on each objects that the label applies to.</p>
</short-instructions>
<full-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.
<p>Draw a line along each object that the image applies to.
Make sure that the line does not extend beyond the boundaries
of the object.
</p>
<p>Each line is defined by a starting and ending point. Carefully
place the starting and ending points on the boundaries of the object.</p>
</full-instructions>
</crowd-line>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
(オプション)。イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になりま
す。

initial-value
(オプション)。JSON オブジェクトの配列であり、各オブジェクトはコンポーネントのロード時に線を設定
します。配列の各 JSON オブジェクトには、以下のプロパティが含まれます。
• label - ラベル付けタスクの一部として線に割り当てられたテキスト。このテキストは、<crowd-line>
要素の labels 属性で定義されたラベルの 1 つと一致する必要があります。
• vertices - イメージの左上隅を基準とした、線の始点と終点の x と y ピクセル座標。

initial-value="{
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lines: [
{
label: 'sideline', // label of this line annotation
vertices:[
// an array of vertices which decide the position of the line
{
x: 84,
y: 110
},
{
x: 60,
y: 100
}
]
},
{
label: 'yardline',
vertices:[
{
x: 651,
y: 498
},
{
x: 862,
y: 869
}
]
}

}"

]

initial-value プロパティ経由で設定された線は調整できます。ワーカーの回答が調整されたかどうか
は、ワーカーの回答出力の initialValueModified ブール値で追跡されます。

labels
必須。文字列の JSON 形式の配列であり、各文字列は、ワーカーが線に割り当てることのできるラベルで
す。
制限: 10 ラベル

label-colors
(オプション)。文字列の配列です。各文字列は、ラベルの 16 進数 (16 進数) コードです。

name
必須。このウィジェットの名前。これは、フォーム出力でウィジェットの入力用のキーとして使用されま
す。

src
必須。線を描画するイメージの URL です。

リージョン
この要素には次のリージョンが必要です。

full-instructions
線を描画する方法についての一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。
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要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: short-instructions (p. 652)、full-instructions (p. 652)

出力
inputImageProperties
ワーカーによって注釈が付けられているイメージのディメンションを指定する JSON オブジェクト。この
オブジェクトには、以下のプロパティが含まれています。
• height - イメージの高さ (ピクセル単位)。
• width - イメージの幅 (ピクセル単位)。

lines
線のラベルと頂点を持つオブジェクトを含む JSON 配列。
• label - 行に与えられるラベル。
• vertices - イメージの左上隅を基準とした、線の始点と終点の x と y ピクセル座標。

Example : 要素の出力サンプル
この要素の出力サンプルを次に示します。
{

"crowdLine": { //This is the name you set for the crowd-line
"inputImageProperties": {
"height": 1254,
"width": 2048
},
"lines": [
{
"label": "yardline",
"vertices": [
{
"x": 58,
"y": 295
},
{
"x": 1342,
"y": 398
}
]
},
{
"label": "sideline",
"vertices": [
{
"x": 472,
"y": 910
},
{
"x": 1480,
"y": 600
}
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}

}

]

}

]

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-modal
開いたときにポップアップで表示される小さなウィンドウ。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-modal> 要素で使用できる構文の例を次に示します。次のコードをコピーし、拡張子 .html で
ファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューして操作しま
す。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-modal
link-text = "See Examples"
link-type = "button">
Example Modal Text</crowd-modal>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

link-text
モーダルを開くための表示テキスト。デフォルトは [Click to open modal] (クリックしてモーダルを開きま
す) です。

link-type
モーダルのトリガータイプを指定する文字列。指定できる値は "link" (デフォルト) と "button" です。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
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• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-polygon
イメージに多角形を描画し、イメージのそれぞれ多角形で囲まれた部分にラベルを割り当てるためのウィ
ジェット。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-polygon> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピーし、拡
張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビュー
して操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-polygon
name="annotatedResult"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Draw a polygon around each of the requested target(s) of interest"
labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']"
>
<full-instructions header="Polygon instructions">
<ul>
<li>Make the polygon tight around the object</li>
<li>You need to select a label before starting a polygon</li>
<li>You will need to select a label again after completing a polygon</li>
<li>To select a polygon, you can click on its borders</li>
<li>You can start drawing a polygon from inside another polygon</li>
<li>You can undo and redo while you're drawing a polygon to go back and forth
between points you've placed</li>
<li>You are prevented from drawing lines that overlap other lines from the same
polygon</li>
</ul>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Draw a polygon around each of the requested target(s) of interest</p>
<p>Make the polygon tight around the object</p>
</short-instructions>
</crowd-polygon>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になります。

labels
文字列の JSON 形式の配列であり、各文字列は、多角形で囲まれたイメージ部分にワーカーが割り当てる
ことのできるラベルです。

name
このウィジェットの名前。これは、フォーム出力でウィジェットの入力用のキーとして使用されます。

655

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
SageMaker Crowd HTML 要素

src
多角形を描画するイメージの URL です。

initial-value
JSON オブジェクトの配列であり、各オブジェクトはコンポーネントのロード時に描画する多角形を定義
します。配列の各 JSON オブジェクトには、以下のプロパティが含まれます。
• label - ラベル付けタスクの一部として多角形に割り当てられたテキスト。このテキストは、<crowdpolygon> 要素の labels 属性で定義されたラベルの 1 つと一致する必要があります。
• vertices - JSON オブジェクトの配列。各オブジェクトには、多角形内の点を示す x 座標と y 座標の値が
含まれています。

Example
initial-value 属性は次のように表示されます。
initial-value =
'[
{
"label": "dog",
"vertices":
[
{
"x": 570,
"y": 239
},
...
{
"x": 759,
"y": 281
}
]
}
]'

この属性は HTML 要素内にあるため、JSON 配列は一重引用符または二重引用符で囲む必要があります。
上記の例では、単一引用符を使用して JSON をカプセル化し、二重引用符を JSON 自体の中にカプセル
化しています。JSON 内に一重引用符と二重引用符を混在させる必要がある場合は、それらを HTML エン
ティティコードに置き換えて安全にエスケープします (二重引用符は &quot;、一重引用符は &#39;)。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: full-instructions (p. 656)、short-instructions (p. 656)

リージョン
以下のリージョンが必要です。

full-instructions
多角形を描画する方法についての一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。
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出力
次の出力が、この要素でサポートされています。

多角形
JSON オブジェクトの配列で、各オブジェクトはワーカーによって作成された多角形を示します。配列の
各 JSON オブジェクトには、以下のプロパティが含まれます。
• label - ラベル付けタスクの一部として多角形に割り当てられたテキスト。
• vertices - JSON オブジェクトの配列。各オブジェクトには、多角形内の点を示す x 座標と y 座標の値が
含まれています。イメージの左上隅は 0,0 です。

inputImageProperties
ワーカーによって注釈が付けられているイメージのディメンションを指定する JSON オブジェクト。この
オブジェクトには、以下のプロパティが含まれています。
• height - イメージの高さ (ピクセル単位)。
• width - イメージの幅 (ピクセル単位)。

Example : 要素の出力サンプル
この要素の一般的な使用シナリオによる出力サンプルを次に示します。
1 つのラベルと 1 つの多角形
{

"annotatedResult":
{
"inputImageProperties": {
"height": 853,
"width": 1280
},
"polygons":
[
{
"label": "dog",
"vertices":
[
{
"x": 570,
"y": 239
},
{
"x": 603,
"y": 513
},
{
"x": 823,
"y": 645
},
{
"x": 901,
"y": 417
},
{
"x": 759,
"y": 281
}
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]

}

}

]

}

]

1 つのラベルと複数の多角形
[

{

"annotatedResult": {
"inputImageProperties": {
"height": 853,
"width": 1280
},
"polygons": [
{
"label": "dog",
"vertices": [
{
"x": 570,
"y": 239
},
{
"x": 603,
"y": 513
},
{
"x": 823,
"y": 645
},
{
"x": 901,
"y": 417
},
{
"x": 759,
"y": 281
}
]
},
{
"label": "dog",
"vertices": [
{
"x": 870,
"y": 278
},
{
"x": 908,
"y": 446
},
{
"x": 1009,
"y": 602
},
{
"x": 1116,
"y": 519
},
{
"x": 1174,
"y": 498
},
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{

]

}

}

]

}

]

"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
}

1227,
479
1179,
405
1179,
337

複数のラベルと複数の多角形
[

{

"annotatedResult": {
"inputImageProperties": {
"height": 853,
"width": 1280
},
"polygons": [
{
"label": "dog",
"vertices": [
{
"x": 570,
"y": 239
},
{
"x": 603,
"y": 513
},
{
"x": 823,
"y": 645
},
{
"x": 901,
"y": 417
},
{
"x": 759,
"y": 281
}
]
},
{
"label": "cat",
"vertices": [
{
"x": 870,
"y": 278
},
{
"x": 908,
"y": 446
},
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{

]

}

}

]

}

]

"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
}

1009,
602
1116,
519
1174,
498
1227,
479
1179,
405
1179,
337

多数のラベルを使用可能にすることはできますが、使用されているものだけが出力に表示されます。

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-polyline
イメージにポリラインまたは線を描画するためのウィジェット。各ポリラインはラベルに関連付けられ、2
つ以上の頂点を含めることができます。ポリラインはそれ自身と交差することができ、その始点と終点は
イメージ上の任意の場所に配置できます。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-polyline> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピーし、
拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレ
ビューして操作します。その他の例については、この GitHub リポジトリを参照してください。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-polyline
name="crowdPolyline"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Add header here to describe the task"
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>

labels="['car','pedestrian','street car']"
<full-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<p>Draw a polyline around the boundaries of all objects
that the label applies to.</p>
<p>Use the <b>Enter</b> key to complete a polyline.</p>
<p>Make sure that the polyline fits tightly around the boundary
of the object.</p>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Review the tool guide to learn how to use the polyline tool.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<p>To draw a polyline, select a label that applies to an object of interest
and add a single point to the photo by clicking on that point. Continue to
draw the polyline around the object by adding additional points
around the object boundary.</p>
<p>After you place the final point on the polyline, press <b>Enter</b> on your
keyboard to complete the polyline.</p>

</short-instructions>
</crowd-polyline>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
(オプション)。イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になりま
す。

initial-value
(オプション)。JSON オブジェクトの配列であり、各オブジェクトはコンポーネントのロード時にポリライ
ンを設定します。配列の各 JSON オブジェクトには、以下のプロパティが含まれます。
• label - ラベル付けタスクの一部としてポリラインに割り当てられたテキスト。このテキスト
は、<crowd-polyline> 要素の labels 属性で定義されたラベルの 1 つと一致する必要があります。
• vertices — イメージの左上隅を基準とした、ポリラインの頂点の x と y ピクセル座標。

initial-value= "{
polylines: [
{
label: 'sideline', // label of this line annotation
vertices:[
// an array of vertices which decide the position of the line
{
x: 84,
y: 110
},
{
x: 60,
y: 100
}
]
},
{
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}

}"

label: 'yardline',
vertices:[
{
x: 651,
y: 498
},
{
x: 862,
y: 869
},
{
x: 1000,
y: 869
}
]

]

initial-value プロパティ経由で設定されたポリラインは調整できます。ワーカーの回答が調整された
かどうかは、ワーカーの回答出力の initialValueModified ブール値で追跡されます。

labels
必須。文字列の JSON 形式の配列であり、各文字列は、ワーカーが線に割り当てることのできるラベルで
す。
制限: 10 ラベル

label-colors
(オプション)。文字列の配列です。各文字列は、ラベルの 16 進数 (16 進数) コードです。

name
必須。このウィジェットの名前。これは、フォーム出力でウィジェットの入力用のキーとして使用されま
す。

src
必須。ポリラインを描画するイメージの URL です。

リージョン
この要素には次のリージョンが必要です。

full-instructions
ポリラインを描画する方法についての一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: short-instructions (p. 662)、full-instructions (p. 662)
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出力
inputImageProperties
ワーカーによって注釈が付けられているイメージのディメンションを指定する JSON オブジェクト。この
オブジェクトには、以下のプロパティが含まれています。
• height - イメージの高さ (ピクセル単位)。
• width - イメージの幅 (ピクセル単位)。

Polylines
ポリラインのラベルと頂点を持つオブジェクトを含む JSON 配列。
• label - 行に与えられるラベル。
• vertices — イメージの左上隅を基準とした、ポリラインの頂点のx と y ピクセル座標。

Example : 要素の出力サンプル
この要素の出力サンプルを次に示します。
{

"crowdPolyline": { //This is the name you set for the crowd-polyline
"inputImageProperties": {
"height": 1254,
"width": 2048
},
"polylines": [
{
"label": "sideline",
"vertices": [
{
"x": 651,
"y": 498
},
{
"x": 862,
"y": 869
},
{
"x": 1449,
"y": 611
}
]
},
{
"label": "yardline",
"vertices": [
{
"x": 1148,
"y": 322
},
{
"x": 1705,
"y": 474
},
,
{
"x": 1755,
"y": 474
}
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}

}

]

}

]

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-radio-button
オンかオフのいずれかにできるボタン。ラジオボタンがラジオグループ内にあるとき、グループのラジ
オボタンをいつでも 1 つだけオンにすることができます。以下に、crowd-radio-group 要素の中に
crowd-radio-button 要素を設定する方法の例を示します。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-radio-button> 要素で使用できる構文の例を次に示します。次のコードをコピーし、拡張子
.html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューして
操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-radio-group>
<crowd-radio-button name="tech" value="tech">Technology</crowd-radio-button>
<crowd-radio-button name="politics" value="politics">Politics</crowd-radio-button>
</crowd-radio-group>
</crowd-form>

上記の例は、この GitHub のサンプルのカスタムワーカータスクテンプレート (エンティティ認識ラベル付
けジョブカスタムテンプレート) で確認することができます。
Crowd HTML Element のラジオボタンは HTML タグ required をサポートしていません。ラジオボタン
の選択を必須にするには、<input type="radio"> 要素を使用してラジオボタンを作成し、required
タグを追加します。ラジオボタンの同じグループに属するすべての <input> 要素の name 属性は、同じ
でなければなりません。例えば、次のテンプレートでは、ユーザーは送信前に animal-type グループの
ラジオボタンを選択する必要があります。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<p>Select an animal type:</p>
<img src="https://images.unsplash.com/photo-1537151608828-ea2b11777ee8?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1539&q=80" style="height:
500; width: 400;"/>
<br><br>
<div>
<input type="radio" id="cat" name="animal-type" value="cat" required>
<label for="cat">Cat</label>
</div>
<div>
<input type="radio" id="dog" name="animal-type" value="dog">
<label for="dog">Dog</label>
</div>
<div>
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<input type="radio" id="unknown" name="animal-type" value="unknown">
<label for="unknown">Unknown</label>
</div>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</short-instructions>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

checked
ブールスイッチ。存在する場合、ラジオボタンをオンの状態として表示します。

無効
ブールスイッチ。存在する場合、ボタンを無効なものと表示して、オンにされることを防止します。

name
ワーカーによって送信された回答を識別するために使用される文字列。この値は、回答を指定する JSON
オブジェクトのキーに一致します。

Note
crowd-radio-group (p. 666) 要素外のボタンを使用するが、同じ name 文字列および異なる
value 文字列を使用する場合、出力の name オブジェクトには各 value 文字列のブール値が含
まれます。グループにある 1 つのボタンのみ選択されるようにするため、それらを crowd-radiogroup (p. 666) 要素の子にして異なる名前の値を使用してください。

値
要素のブール値のプロパティ名。指定がない場合は、デフォルトとして "on" が使用されます。例え
ば、{ "<name>": { "<value>": <true or false> } } です。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-radio-group (p. 666)
• 子要素: なし

出力
パターンがのオブジェクトを出力します。{ "<name>": { "<value>": <true or false> } }。
外にあるボタンを使用するとcrowd-radio-group (p. 666)要素ですが、同じでname文字列と異な
るvalue文字列の場合、name オブジェクトには、それぞれの Boolean 値が含まれます。value文字列。
ボタンのグループにある 1 つだけが選択されるようにするため、それらを crowd-radio-group (p. 666) 要
素の子にして異なる名前の値を使用してください。

Example この要素のサンプル出力
[
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{

]

}

"btn1": {
"yes": true
},
"btn2": {
"no": false
}

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-radio-group
ラジオボタンのグループ。グループ内のラジオボタンを 1 つだけ選択できます。ラジオボタンを 1 つ選択
すると、同じグループで以前に選択したラジオボタンはクリアされます。crowd-radio-group 要素を使
用するカスタム UI テンプレートの例については、この「エンティティ認識ラベル付けジョブのカスタムテ
ンプレート」を参照してください。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-radio-group> 要素で使用できる構文の例を次に示します。次のコードをコピーし、拡張子
.html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューして
操作します。

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<style>
body {
padding-left: 20px;
margin-bottom: 20px;
}
#outer-container {
display: flex;
justify-content: space-around;
max-width: 900px;
margin-left: 100px;
}
.left-container {
margin-right: auto;
padding-right: 50px;
}
.right-container {
margin-left: auto;
padding-left: 50px;
}
#vertical-separator {
border: solid 1px #d5dbdb;
}
</style>
<crowd-form>
<div>
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<h1>Instructions</h1>
Lorem ipsum...
</div>
<div>
<h2>Background</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
</div>
<div id="outer-container">
<span class="left-container">
<h2>Option 1</h2>
<p>Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna. Orci dapibus ultrices in iaculis nunc sed
augue lacus.</p>
</span>
<span id="vertical-separator"></span>
<span class="right-container">
<h2>Option 2</h2>
<p>Ultrices vitae auctor eu augue ut. Pellentesque massa placerat duis ultricies lacus
sed turpis tincidunt id.</p>
</span>
</div>
<div>
<h2>Question</h2>
<p>Which do you agree with?</p>
<crowd-radio-group>
<crowd-radio-button name="option1" value="Option 1">Option 1</crowd-radio-button>
<crowd-radio-button name="option2" value="Option 2">Option 2</crowd-radio-button>
</crowd-radio-group>
<p>Why did you choose this answer?</p>
<crowd-text-area name="explanation" placeholder="Explain how you reached your
conclusion..."></crowd-text-area>
</div>
</crowd-form>

属性
この要素では、特別な属性はサポートされていません。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: crowd-radio-button (p. 664)

出力
内部の crowd-radio-button (p. 664) 要素を表すオブジェクトの配列を出力します。

Example 要素の出力サンプル
[

{

"btn1": {
"yes": true
},
"btn2": {
"no": false
}
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]

}

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-semantic-segmentation
イメージをセグメント化して、各イメージセグメントにラベルを割り当てるためのウィジェット。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-semantic-segmentation> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次の
コードをコピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテン
プレートをプレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-semantic-segmentation
name="annotatedResult"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Please label each of the requested objects in this image"
labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']"
>
<full-instructions header="Segmentation Instructions">
<ol>
<li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to
understand more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the image.</li>
</ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Use the tools to label the requested items in the image</p>
</short-instructions>
</crowd-semantic-segmentation>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
イメージの上に表示するテキスト。これは通常、ワーカーへの質問や簡単な手順になります。

initial-value
前のセマンティックセグメンテーションジョブのカラーマッピングと、前のジョブによって出力される
オーバーレイイメージへのリンクを含む JSON オブジェクト。これは、人間のワーカーが前のラベル付け
ジョブの結果を検証し、必要に応じて調整する場合に含めます。
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属性は次のように表示されます。
initial-value='{
"labelMappings": {
"Bird": {
"color": "#ff7f0e"
},
"Cat": {
"color": "#2ca02c"
},
"Cow": {
"color": "#d62728"
},
"Dog": {
"color": "#1f77b4"
}
},
"src": {{ "S3 file URL for image" | grant_read_access }}
}'

Ground Truth を使用する場合、組み込みタスクタイプと注釈統合(複数のワーカーが 1 つのイメージにラ
ベルを付ける場合)、ラベルマッピングは個々のワーカー出力レコードに含まれますが、全体的な結果は統
合された結果で internal-color-map として表示されます。
Liquid テンプレート言語を使用して、カスタムテンプレートで internal-color-map を labelmappings に変換できます。
initial-value="{
'src' : '{{ task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job|
grant_read_access }}',
'labelMappings': {
{% for box in task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-jobmetadata.internal-color-map %}
{% if box[1]['class-name'] != 'BACKGROUND' %}
{{ box[1]['class-name'] | to_json }}: {
'color': {{ box[1]['hex-color'] | to_json }}
},
{% endif %}
{% endfor %}
}
}"

labels
文字列の JSON 形式の配列であり、各文字列は、ワーカーがイメージのセグメントに割り当てることので
きるラベルです。

name
このウィジェットの名前。これは、フォーム出力でウィジェットの入力用のキーとして使用されます。

src
セグメント化するイメージの URL。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
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• 子要素: full-instructions (p. 670)、short-instructions (p. 670)

リージョン
この要素では、次のリージョンがサポートされています。

full-instructions
イメージセグメンテーションを実行する方法についての一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。

出力
次の出力が、この要素でサポートされています。

labeledImage
Base64 でエンコードされた、ラベルの PNG が含まれている JSON オブジェクト。

labelMappings
セグメンテーションラベルを使用して名前が付けられたオブジェクトを含んでいる JSON オブジェクト。
• color - labeledImage PNG におけるラベルの RGB 色の 16 進値。

initialValueModified
初期値が変更されたかどうかを表すブール値。これは、出力が調整タスクからのものである場合にのみ含
まれます。

inputImageProperties
ワーカーによって注釈が付けられているイメージのディメンションを指定する JSON オブジェクト。この
オブジェクトには、以下のプロパティが含まれています。
• height - イメージの高さ (ピクセル単位)。
• width - イメージの幅 (ピクセル単位)。

Example : 要素の出力サンプル
この要素の出力サンプルを次に示します。
[

{

"annotatedResult": {
"inputImageProperties": {
"height": 533,
"width": 800
},
"labelMappings": {
"<Label 2>": {
"color": "#ff7f0e"
},
"<label 3>": {
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"color": "#2ca02c"
},
"<label 1>": {
"color": "#1f77b4"
}

]

}

}

},
"labeledImage": {
"pngImageData": "<Base-64 Encoded Data>"
}

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-slider
ワーカーがつまみを動かすことによって値の範囲から値を選択できる、スライドノブ付きのバー。スライ
ダーは、ボリューム、明るさ、彩度など、強度を表す設定に対して最適な選択肢となります。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
次に、<crowd-slider> 要素を使用するアンケートテンプレートの例を示します。次のコードをコピー
し、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレ
ビューして操作します。

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-instructions link-text="View instructions" link-type="button">
<short-summary>
<p>Provide a brief instruction here</p>
</short-summary>
<detailed-instructions>
<h3>Provide more detailed instructions here</h3>
<p>Include additional information</p>
</detailed-instructions>
<positive-example>
<p>Provide an example of a good answer here</p>
<p>Explain why it's a good answer</p>
</positive-example>
<negative-example>
<p>Provide an example of a bad answer here</p>
<p>Explain why it's a bad answer</p>
</negative-example>
</crowd-instructions>
<div>
<p>What is your favorite color for a bird?</p>
<crowd-input name="favoriteColor" placeholder="example: pink" required></crowd-input>
</div>
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<div>
<p>Check this box if you like birds</p>
<crowd-checkbox name="likeBirds" checked="true" required></crowd-checkbox>
</div>
<div>
<p>On a scale of 1-10, how much do you like birds?</p>
<crowd-slider name="howMuch" min="1" max="10" step="1" pin="true" required></crowdslider>
</div>
<div>
<p>Write a short essay describing your favorite bird</p>
<crowd-text-area name="essay" rows="4" placeholder="Lorem ipsum..." required></crowdtext-area>
</div>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

無効
ブールスイッチ。存在する場合、スライダーを無効なものとして表示します。

editable
ブールスイッチ。存在する場合、値を選択するために選択可能な上下のボタンを表示します。
上下のボタンで値を選択すると、スライダーのつまみを動かして値を選択する代わりになります。スライ
ダーのつまみは、上下ボタンによる選択と同期的に移動します。

max
スライダーの最大値を指定する数値。

分
スライダーの最小値を指定する数値。

name
ワーカーによって送信された回答を識別するために使用される文字列。この値は、回答を指定する JSON
オブジェクトのキーに一致します。

pin
ブールスイッチ。存在する場合、つまみの移動中につまみの上に現在の値を表示します。

必須
ブールスイッチ。存在する場合、ワーカーに入力を要求します。

secondary-progress
crowd-slider-secondary-color CSS 属性と共に使用した場合、進行状況バーは secondaryprogress によって表された点まで色付けされます。例えば、これがストリーミングビデオの進行状況を
表していた場合、value はビデオのタイムラインにおけるビューワーの位置を表します。secondaryprogress 値は、ビデオがバッファリングされた、タイムライン上の点を表します。
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step
スライダーで選択可能な値の間の差を指定する数値。

値
ワーカーが入力を提供しない場合にデフォルトとなるプリセット。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-tab
下記の情報を示すタブのような形式のコンポーネント。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
次に、<crowd-tab> 要素を使用するテンプレートの例を示します。次のコードをコピーし、拡張子
.html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューして
操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-tabs>
<crowd-tab header="Tab 1">
<h2>Image</h2>
<img
src="https://images.unsplash.com/photo-1478382188900-5bb598fe27d3?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1351&q=80"
style="max-width: 40%"
>
<h2>Text</h2>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
</p>
<p>
Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed
sed risus.
</p>
</crowd-tab>
<crowd-tab header="Tab 2">
<h2>Description</h2>
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<p>
Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed
sed risus.
</p>
</crowd-tab>
<crowd-tab header="Tab 3">
<div style="width: 40%; display: inline-block">
<img
src="https://images.unsplash.com/photo-1472747459646-91fd6f13995f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80"
style="max-width: 80%"
>
<crowd-input label="Input inside tab" name="inputInsideTab"></crowd-input>
<input type="checkbox" name="checkbox" value="foo">Foo
<input type="checkbox" name="checkbox" value="bar">Bar
<crowd-button>Some button</crowd-button>
</div>
<div style="width: 40%; display: inline-block; vertical-align: top">
Lorem ipsum dolor sit amet, lorem a wisi nibh, in pulvinar, consequat praesent
vestibulum tellus ante felis auctor, vitae lobortis dictumst mauris.
Pellentesque nulla ipsum ante quisque quam augue.
Class lacus id euismod, blandit tempor mauris quisque tortor mauris, urna gravida
nullam pede libero, ut suscipit orci faucibus lacus varius ornare, pellentesque ipsum.
At etiam suspendisse est elementum luctus netus, vel sem nulla sodales, potenti
magna enim ipsum diam tortor rutrum,
quam donec massa elit ac, nam adipiscing sed at leo ipsum consectetuer. Ac turpis
amet wisi, porttitor sint lacus ante, turpis accusantium, ac maecenas deleniti,
nisl leo sem integer ac dignissim. Lobortis etiam luctus lectus odio auctor. Justo
vitae, felis integer id, bibendum accumsan turpis eu est mus eros, ante id eros.
</div>
</crowd-tab>
</crowd-tabs>
<crowd-input label="Input outside tabs" name="inputOutsideTab"></crowd-input>
<short-instructions>
<p>Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas
sed sed risus.</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
<p> Tempus egestas sed sed risus.</p>
</full-instructions>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
タブに表示されるテキスト。これは通常、タブの下に含まれた情報を示す、短くわかりやすい名前です。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-tabs (p. 675)
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• 子要素: なし

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-tabs
タブ化された情報のコンテナ。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
次に、<crowd-tabs> 要素を使用するテンプレートの例を示します。次のコードをコピーし、拡張子
.html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューして
操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-tabs>
<crowd-tab header="Tab 1">
<h2>Image</h2>
<img
src="https://images.unsplash.com/photo-1478382188900-5bb598fe27d3?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1351&q=80"
style="max-width: 40%"
>
<h2>Text</h2>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
</p>
<p>
Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed
sed risus.
</p>
</crowd-tab>
<crowd-tab header="Tab 2">
<h2>Description</h2>
<p>
Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed
sed risus.
</p>
</crowd-tab>
<crowd-tab header="Tab 3">
<div style="width: 40%; display: inline-block">
<img
src="https://images.unsplash.com/photo-1472747459646-91fd6f13995f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80"
style="max-width: 80%"
>
<crowd-input label="Input inside tab" name="inputInsideTab"></crowd-input>
<input type="checkbox" name="checkbox" value="foo">Foo
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<input type="checkbox" name="checkbox" value="bar">Bar
<crowd-button>Some button</crowd-button>
</div>
<div style="width: 40%; display: inline-block; vertical-align: top">
Lorem ipsum dolor sit amet, lorem a wisi nibh, in pulvinar, consequat praesent
vestibulum tellus ante felis auctor, vitae lobortis dictumst mauris.
Pellentesque nulla ipsum ante quisque quam augue.
Class lacus id euismod, blandit tempor mauris quisque tortor mauris, urna gravida
nullam pede libero, ut suscipit orci faucibus lacus varius ornare, pellentesque ipsum.
At etiam suspendisse est elementum luctus netus, vel sem nulla sodales, potenti
magna enim ipsum diam tortor rutrum,
quam donec massa elit ac, nam adipiscing sed at leo ipsum consectetuer. Ac turpis
amet wisi, porttitor sint lacus ante, turpis accusantium, ac maecenas deleniti,
nisl leo sem integer ac dignissim. Lobortis etiam luctus lectus odio auctor. Justo
vitae, felis integer id, bibendum accumsan turpis eu est mus eros, ante id eros.
</div>
</crowd-tab>
</crowd-tabs>
<crowd-input label="Input outside tabs" name="inputOutsideTab"></crowd-input>
<short-instructions>
<p>Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas
sed sed risus.</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
<p> Tempus egestas sed sed risus.</p>
</full-instructions>
</crowd-form>

属性
この要素に属性はありません。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: crowd-tab (p. 673)

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-text-area
テキスト入力用のフィールド。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
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<crowd-text-area> 要素を使用するオーディオクリップを書き起こすように設計された Liquid テンプ
レートの例を次に示します。次のコードをコピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラ
ウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<audio controls>
<source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>
<h3>Instructions</h3>
<p>Transcribe the audio</p>
<p>Ignore "umms", "hmms", "uhs" and other non-textual phrases</p>
<crowd-text-area name="transcription" rows="4"></crowd-text-area>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

allowed-pattern
ワーカータイプとして一致しない文字を無視するために、auto-validate 属性と共に使用される正規表現。

auto-focus
ブールスイッチ。存在する場合、ユーザーが要素内部をクリックせずにすぐ入力を開始できるように、
ロード時にカーソルをこの要素に置きます。

auto-validate
ブールスイッチ。存在する場合、入力の検証を有効にします。検証の動作は error-message 属性と
allowed-pattern 属性によって変更できます。

char-counter
ブールスイッチ。存在する場合、要素の右下隅の下方に小さなテキストフィールドを配置して要素内の文
字数を表示します。

無効
ブールスイッチ。存在する場合、入力領域を無効なものとして表示します。

error-message
検証が失敗した場合に、入力フィールドの下、左側に表示されるテキスト。

ラベル
テキストフィールド内に表示される文字列。
ワーカーがフィールドへの入力を開始するとき、または value 属性が設定されているとき、このテキスト
は縮小されてテキストフィールドの上に表示されます。

max-length
要素で許可される最大文字数を指定する整数。最大値を超えて入力または貼り付けた文字は無視されま
す。
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max-rows
crowd-text-area 内で許可される、テキストの最大行数を指定する整数。通常、要素は新しい行に対応する
ように拡張します。これを設定した場合に行数が設定値を超えると、コンテンツは上方にスクロールして
表示外となり、スクロールバーコントロールが表示されます。

name
出力で要素のデータを表すために使用される文字列。

プレースホルダー
プレースホルダーテキストとしてユーザーに表示される文字列。ユーザーが入力領域に何か入力すると消
えます。

rows
要素の高さをテキストの行数で指定する整数。

値
ワーカーが入力を提供しない場合にデフォルトとなるプリセット。プリセットはテキストフィールドに表
示されます。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

出力
この要素は、name をプロパティ名として出力し、要素のテキストコンテンツを値として出力します。テ
キストの改行は \n として表されます。

Example この要素のサンプル出力
[

]

{
}

"textInput1": "This is the text; the text that\nmakes the crowd go wild."

以下も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-toast
ディスプレイに一時的に表示される微小な通知。1 つの crowd-toast のみ表示できます。
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この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
<crowd-toast> 要素を使用する Liquid テンプレートの例を次に示します。次のコードをコピーし、拡張
子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプレートをプレビューし
て操作します。

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<p>Find the official website for: <strong>{{ task.input.company }}</strong></p>
<p>Do not give Yelp pages, LinkedIn pages, etc.</p>
<p>Include the http:// prefix from the website</p>
<crowd-input name="website" placeholder="http://example.com"></crowd-input>
<crowd-toast duration="10000" opened>
This is a message that you want users to see when opening the template. This message
will disappear in 10 seconds.
</crowd-toast>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

duration
通知が画面に表示される期間をミリ秒単位で指定する数値。

text
通知に表示するテキスト。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
• 子要素: なし

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

crowd-toggle-button
状態を切り替えるオン/オフのスイッチとして機能するボタン。
この Crowd HTML 要素を使用する HTML テンプレートのインタラクティブな例については、
「CodePen」を参照してください。
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次の例は、<crowd-toggle-button> HTML 要素を使用するさまざまな方法を示しています。次のコー
ドをコピーし、拡張子 .html でファイルに保存します。任意のブラウザでファイルを開き、このテンプ
レートをプレビューして操作します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<!--Toggle button without value-->
<crowd-toggle-button name="toggleButtonWithoutValue"></crowd-toggle-button>
<!--Toggle button with value-->
<crowd-toggle-button name="toggleButtonWithValue" value="someValue"></crowd-togglebutton>
<!--Toggle button disabled-->
<crowd-toggle-button name="toggleButtonDisabled" disabled></crowd-toggle-button>
<!--Toggle button marked invalid-->
<crowd-toggle-button name="toggleButtonInvalid" invalid></crowd-toggle-button>
<!--Toggle button marked required-->
<crowd-toggle-button name="toggleButtonRequired" required></crowd-toggle-button>
</crowd-form>

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

checked
ブールスイッチ。存在する場合、オンの位置に切り替えられたボタンを表示します。

無効
ブールスイッチ。存在する場合、ボタンを無効なものと表示して切り替えを防止します。

invalid
オフの位置にある場合、この属性を使用するボタンはアラート色で表示されます。標準は赤ですが、CSS
で変更することができます。オンに切り替えると、ボタンはオンの位置にある他のボタンと同じ色で表示
されます。

name
ワーカーによって送信された回答を識別するために使用される文字列。この値は、回答を指定する JSON
オブジェクトのキーに一致します。

必須
ブールスイッチ。存在する場合、ワーカーに入力を要求します。

値
要素のブール状態を表すプロパティ名として、出力で使用される値。指定しない場合、デフォルトで "on"
になります。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素: crowd-form (p. 631)
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• 子要素: なし

出力
この要素は name をオブジェクトの名前として出力します。value がプロパティ名として含まれ、要素の
状態がプロパティのブール値として含まれています。要素に value が指定されていない場合、プロパティ
名はデフォルトで "on" になります。

Example この要素のサンプル出力
[

]

{

}

"theToggler": {
"on": true
}

以下の資料も参照してください。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon を使用する SageMaker ラベル付けデータの Ground Tru (p. 260)
• Crowd HTML 要素のリファレンス (p. 608)

Augmented AI Crowd HTML 要素
以下の Crowd HTML 要素は Amazon Augmented AI ヒューマンワークフロータスクにのみ使用できます。
トピック
• crowd-textract-analyze-document (p. 681)
• crowd-rekognition-detect-moderation-labels (p. 685)

crowd-textract-analyze-document
Amazon Textract ドキュメント分析結果のヒューマンレビューを有効にするウィジェット。

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
ヘッダーとして表示されるテキストです。

src
ワーカーが分析する画像へのリンクです。

initialValue
ワーカー UI で見つかった属性の初期値を設定します。
以下に、initialValue 入力の例を示します。
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[

{

},

]

"blockType": "KEY_VALUE_SET",
"confidence": 38.43309020996094,
"geometry": {
"boundingBox": {
"width": 0.32613086700439453,
"weight": 0.0942094624042511,
"left": 0.4833833575248718,
"top": 0.5227988958358765
},
"polygon": [
{"x": 0.123, "y": 0.345}, ...
]
}
"id": "8c97b240-0969-4678-834a-646c95da9cf4",
"relationships": [
{
"type": "CHILD",
"ids": [
"7ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa56",
"4d6da730-ba43-467c-a9a5-c6137ba0c472"
]
},
{
"type": "VALUE",
"ids": [
"6ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa54"
]
}
],
"entityTypes": [
"KEY"
],
"text": "Foo bar"

blockTypes
ワーカーが実行できる分析の種類を判断します。現在は、KEY_VALUE_SET のみサポートしています。

キー
これは、新しいキーと、ワーカーが追加できる関連テキスト値を指定します。keys の入力値には、次の
要素を含めることができます。
• importantFormKey は、文字列を許可し、単一キーを指定するために使用されます。
• importantFormKeyAliases を使用すると、指定されたキーの代替として許容されるエイリアスを
指定できます。この要素を使用して、キーの別のスペルやプレゼンテーションを識別します。このパラ
メータは、1 つ以上の文字列のリストを受け取ります。
以下に、keys 入力の例を示します。
[

{

importantFormKey: 'Address',
importantFormKeyAliases: [
'address',
'Addr.',
'Add.',
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]

},
{

]

}

importantFormKey: 'Last name',
importantFormKeyAliases: ['Surname']

no-key-edit
これにより、ワーカーが initialValue を介して渡されたアノテーションのキーを編集できなくなりま
す。ドキュメントで検出されたキーをワーカーが編集できないようにします。これは必須です。

no-geometry-edit
これにより、ワーカーが initialValue を介して渡されたアノテーションのポリゴンを編集できなくな
ります。例えば、これによりワーカーが特定のキーの周囲にある境界ボックスを編集できなくなります。
これは必須です。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素 - crowd-form
• 子要素 - full-instructions (p. 683)、short-instructions (p. 683)

リージョン
この要素では、次のリージョンがサポートされています。これらのリージョン内では、カスタム HTML
および CSS コードを使用して、ワーカーへの指示書をフォーマットできます。例えば、shortinstructions セクションを使用して、タスクを完了する方法の良い例と悪い例を提供します。

full-instructions
ウィジェットの使用方法に関する一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。

crowd 要素を使用したワーカーテンプレートの例
この crowd 要素を使用するワーカーテンプレートの例は次のとおりです。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-textract-analyze-document
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}"
header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they don't
match the following document."
no-key-edit
no-geometry-edit
keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}"
block-types="['KEY_VALUE_SET']"
>
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<short-instructions header="Instructions">
<style>
.instructions {
white-space: pre-wrap;
}
.instructionsImage {
display: inline-block;
max-width: 100%;
}
</style>
<p class='instructions'>Click on a key-value block to highlight the corresponding
key-value pair in the document.
If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the content is
incorrect, correct it.
The text of the value is incorrect, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correctvalue-text.png" />
A wrong value is identified, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correctvalue.png" />
If it is not a valid key-value relationship, choose No.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/not-a-keyvalue-pair.png" />
If you can’t find the key in the document, choose Key not found.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/key-is-notfound.png" />
If the content of a field is empty, choose Value is blank.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/value-isblank.png" />
<b>Examples</b>
Key and value are often displayed next or below to each other.
Key and value displayed in one line.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-keyvalue-pair-1.png" />
Key and value displayed in two lines.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-keyvalue-pair-2.png" />
If the content of the value has multiple lines, enter all the text without line break.
Include all value text even if it extends beyond the highlight box.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/multiplelines.png" /></p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>

出力
この要素の出力サンプルを次に示します。この出力の詳細については、Amazon Textract
AnalyzeDocument API のドキュメントを参照してください。
{

"AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1": {

684

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Augmented AI Crowd HTML 要素
blocks: [
{
"blockType": "KEY_VALUE_SET",
"id": "8c97b240-0969-4678-834a-646c95da9cf4",
"relationships": [
{
"type": "CHILD",
"ids": ["7ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa56", "4d6da730-ba43-467c-a9a5c6137ba0c472"]
},
{
"type": "VALUE",
"ids": ["6ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa54"]
}
],
"entityTypes": ["KEY"],
"text": "Foo bar baz"
}
]
}
}

crowd-rekognition-detect-moderation-labels
Amazon Rekognition イメージモデレーションの結果のヒューマンレビューを可能にするウィジェット。

属性
次の属性が、この要素でサポートされています。

ヘッダー
ヘッダーとして表示されるテキストです。

src
ワーカーが分析する画像へのリンクです。

カテゴリ
categories を文字列の配列または各オブジェクトが name フィールドを持つオブジェクトの配列として
サポートします。
カテゴリがオブジェクトとして提供された場合は、次の条件が適用されます。
• 表示されるカテゴリは、name フィールドの値です。
• 返される値には、選択したカテゴリのすべてのオブジェクトが含まれます。
カテゴリが文字列として提供される場合は、次のようになります。
• 返された答えは、選択されたすべての文字列の配列です。

exclusion-category
この属性を設定すると、UI のカテゴリの下にボタンが作成されます。
• ユーザーがボタンを選択すると、すべてのカテゴリの選択が解除され、無効になります。
• ボタンを再度選択すると、カテゴリが再び有効になり、ユーザーがカテゴリを選択できるようになりま
す。
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• ボタンを選択した後に送信すると、空の配列が返されます。

要素の階層
この要素には、以下の親および子要素があります。
• 親要素 - crowd-form
• 子要素 - full-instructions (p. 686)、short-instructions (p. 686)

AWS リージョン
この要素では、次の AWS リージョンがサポートされています。これらのリージョン内では、カスタム
HTML および CSS コードを使用して、ワーカーへの指示書をフォーマットできます。例えば、shortinstructions セクションを使用して、タスクを完了する方法の良い例と悪い例を提供します。

full-instructions
ウィジェットの使用方法に関する一般的な手順。

short-instructions
目立つ場所に表示されるタスク固有の重要な手順。

crowd 要素を含むワーカーテンプレートの例
crowd 要素を使用するワーカーテンプレートの例は次のようになります。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-rekognition-detect-moderation-labels
categories='[
{% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
{
name: "{{ label.name }}",
parentName: "{{ label.parentName }}",
},
{% endfor %}
]'
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
header="Review the image and choose all applicable categories."
>
<short-instructions header="Instructions">
<style>
.instructions {
white-space: pre-wrap;
}
</style>
<p class='instructions'>Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.
<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons
<b>Graphic Male Nudity</b>
Visuals depicting full frontal male nudity, often close ups

686

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Augmented AI Crowd HTML 要素
<b>Graphic Female Nudity</b>
Visuals depicting full frontal female nudity, often close ups
<b>Sexual Activity</b>
Visuals depicting various types of explicit sexual activities and pornography
<b>Illustrated Nudity or Sexual Activity</b>
Visuals depicting animated or drawn sexual activity, nudity or pornography
<b>Adult Toys</b>
Visuals depicting adult toys, often in a marketing context
<b>Female Swimwear or Underwear</b>
Visuals depicting female person wearing only swimwear or underwear
<b>Male Swimwear Or Underwear</b>
Visuals depicting male person wearing only swimwear or underwear
<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose
<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses, such as deep cut dresses
<b>Graphic Violence or Gore</b>
Visuals depicting prominent blood or bloody injuries
<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching
<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting
<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades
<b>Self Injury</b>
Visuals depicting self-inflicted cutting on the body, typically in distinctive patterns
using sharp objects
<b>Emaciated Bodies</b>
Visuals depicting extremely malnourished human bodies
<b>Corpses</b>
Visuals depicting human dead bodies
<b>Hanging</b>
Visuals depicting death by hanging</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>

出力
この要素の出力サンプルを次に示します。この出力の詳細については、Amazon Rekognition
DetectModerationLabels API ドキュメントを参照してください。
{

"AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3": {
"ModerationLabels": [
{ name: 'Gore', parentName: 'Violence' },
{ name: 'Corpses', parentName: 'Violence' },
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}

}

]
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データセットを準備して分析する
Amazon を使用して、データをインポート、準備、変換、視覚化、分析します SageMaker データ
Wrangler。Data Wrangler を機械学習ワークフローに統合して、コーディングをほとんどまたはまったく
使わずにデータの前処理と特徴エンジニアリングを簡素化および合理化できます。独自の Python スクリ
プトと変換を追加してデータの事前ワークフローをカスタマイズすることもできます。
Amazon S3、Amazon Redshift、Amazon Athena からデータをインポートし、Data Wrangler を使用し
て、組み込みおよびカスタムのデータ変換と特徴のターゲット漏洩やクイックモデリングなどの分析によ
り、高度な機械学習データ準備ワークフローを作成します。
データ準備ワークフローを定義した後、またはデータフロー、と統合できます SageMaker 処理、
SageMaker パイプライン、 SageMaker Feature Store は、ML トレーニングデータの処理、共有、保存の
タスクを簡素化します。また、データフローを Python スクリプトにエクスポートし、カスタム ML データ
準備パイプラインを作成することもできます。
詳細については、「Amazon で ML データを準備する SageMaker Data Wrangler (p. 705)」を参照してく
ださい。
トピック
• トレーニング前のデータのバイアスを検出する (p. 689)
• Amazon で ML データを準備する SageMaker Data Wrangler (p. 705)
• Studio Notebooks で大規模なデータを準備する (p. 868)

トレーニング前のデータのバイアスを検出する
アルゴリズムのバイアス、差別、公平性、関連トピックは、法律、政策、コンピュータサイエンスなどの
分野にわたって研究されてきました。コンピュータシステムが、特定の個人やグループを差別する場合、
バイアスがあると見なされる可能性があります。これらのアプリケーションを強化する機械学習モデル
は、データから学習し、このデータは格差やその他の固有のバイアスを反映する場合があります。例え
ば、トレーニングデータには、さまざまな属性グループが十分に反映されていなかったり、偏ったラベル
が含まれていたりすることがあります。このようなバイアスを示すデータセットでトレーニングした機械
学習モデルは、バイアスを学習してしまい、予測でそのバイアスを再現したり、助長させたりする可能性
もあります。機械学習の分野では、機械学習ライフサイクルの各段階でバイアスを検出して測定すること
で、バイアスに対処する機会を提供します。アマゾンを使える SageMaker モデルのトレーニングに使用
されるデータがバイアスをエンコードしているかどうかを明確にする
トレーニング前とトレーニング後にバイアスを測定し、推論のためにモデルをエンドポイントにデプロイ
した後にベースラインに対してモニタリングできます。トレーニング前のバイアスメトリクスは、モデル
のトレーニングに使用される前に、raw データのバイアスを検出して測定するように設計されています。
使用されるメトリクスは、モデルの出力に依存しないため、モデルにとらわれません。しかし、公平性に
はさまざまな概念があり、バイアスの明確な測定が必要です。アマゾン SageMaker Clarify は、さまざま
な公平性基準を定量化するためのバイアスメトリクスを提供します
バイアスメトリクスの詳細については、「アマゾンの方法を学ぶ SageMaker Clarifyはバイアスの検出そし
て金融におけるMachine Learning の公平性対策。

アマゾン SageMaker バイアスと公平性に関する用語
解説
SageMaker Clarify では、バイアスと公平性を説明するために、次の用語を使用しています。
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特徴
表形式データの列に含まれる、観測される現象の個々の測定可能な特性または特徴。
ラベル
機械学習モデルのトレーニングの対象となる特徴。観測ラベルまたは観測結果とも呼ばれます。
予測ラベル
モデルによって予測されるラベル。予測結果とも呼ばれます。
サンプル
表形式データの行に含まれる、特徴値とラベル値で記述された観測エンティティ。
データセット
サンプルのコレクション。
Bias (バイアス)
年齢や所得層など、異なるグループにわたるモデルのトレーニングデータまたは予測動作の不均衡。
バイアスは、モデルのトレーニングに使用されるデータまたはアルゴリズムに起因する可能性があり
ます。例えば、機械学習モデルが主に中高年者のデータに基づいてトレーニングされている場合、若
年者や高齢者を対象とした予測をする際に精度が低下する可能性があります。
バイアスメトリクス
潜在的なバイアスのレベルを示す数値を返す関数。
バイアスレポート
特定のデータセットのバイアスメトリクスのコレクション、またはデータセットとモデルの組み合わ
せ。
正のラベル値
サンプルで観測された属性グループにとって有利なラベル値。つまり、サンプルを肯定的な結果とし
て指定します。
負のラベル値
サンプルで観測された属性グループにとって不利なラベル値。つまり、サンプルを否定的な結果とし
て指定します。
グループ変数
条件付き属性格差 (CDD) の測定のためのサブグループを形成するために使用されるデータセットのカ
テゴリ列。シンプソンのパラドックスに関しては、このメトリクスにのみ必要です。
ファセット
測定されるバイアスに関する属性を含む列または特徴。
ファセット値
バイアスが有利または不利になる可能性のある属性の特徴値。
予測確率
モデルによって予測された、正または負の結果を持つサンプルの確率。

サンプルノートブック
アマゾン SageMaker Clarify では、バイアス検出用に次のサンプルノートブックを提供しています。
• Amazon による説明可能性と偏り検知 SageMaker Clarify— 使用アイテム SageMaker バイアスを検出
し、特徴属性を使用してモデル予測を説明するための処理ジョブを作成することを明確にする。
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このノートブックが動作することが確認されています SageMaker Studio のみです。Amazon でノー
トブックを開く方法の手順については、 SageMaker スタジオ、見るAmazon を作成する、または開く
SageMaker Studio ノートブック (p. 110)。カーネルの選択を求めるメッセージが表示されたら、[Python 3
(Data Science)] (Python 3 (データサイエンス)) を選択します。
トピック
• トレーニング前のバイアスを測定する (p. 691)
• でトレーニング前のデータのバイアスに関するレポートを生成する SageMaker スタジオ (p. 700)

トレーニング前のバイアスを測定する
機械学習モデルでのバイアスの測定は、バイアスを軽減するための最初のステップです。バイアスの測定
は、それぞれ異なる公平性の概念に対応しています。公平性の単純な概念を考慮するだけでも、さまざま
なコンテキストで適用可能な多様な測定につながります。例えば、年齢に関する公平性を考慮し、簡単に
するために、中高年グループとそれ以外の年齢グループを、ファセットと呼ばれる関連する 2 つの属性
とします。融資の機械学習モデルの場合、中小企業向けローンを両方の同数の属性に発行する必要がある
場合があります。または、求人応募者を処理する際に、各属性を同数ずつ採用したい場合があります。た
だし、このアプローチでは、両方の属性が同数ずつ求人に応募してくることが前提となるため、応募者の
人数を条件付けした方がよい場合があります。さらに、応募者が同数かどうかではなく、対象となる応募
者が同数かどうかを考慮した方がよい場合もあります。つまり、公平性は、両方の年齢属性における対象
となる応募者の合格率が同等であること、応募者の不合格率が同等であること、またはその両方と見なす
ことができます。関心のある属性について、データの比率が異なるデータセットを使用することがありま
す。この不均衡により、選択したバイアス測定が融合される可能性があります。どちらのファセットを選
択するかにより、モデルがより正確になる可能性があります。したがって、アプリケーションや状況に概
念的にふさわしいバイアスメトリクスを選択する必要があります。
次の表記法を使用してバイアスメトリクスを説明します。ここでは二項分類の概念モデルについて説明し
ます。この概念モデルでは、事象が、そのサンプル空間に正 (値 1) と負 (値 0) という 2 つの可能な結果の
みでラベル付けされます。このフレームワークは通常、簡単な方法でマルチカテゴリ分類に拡張したり、
必要に応じて連続的に数値化された結果を含むケースに拡張したりできます。二項分類の場合、正と負の
ラベルは、有利なファセット a と不利なファセット d の raw データセットに記録された結果に割り当てら
れます。これらのラベル y は、観測ラベルと呼ばれ、機械学習ライフサイクルのトレーニングまたは推論
段階で機械学習モデルによって割り当てられる予測ラベル y' とは区別されます。これらのラベルは、それ
ぞれのファセットの結果の確率分布 Pa(y) と Pd(y) を定義するために使用されます。
• ラベル:
• y は、トレーニングデータセット内のイベント結果の n 個の観測ラベルを表します。
• y' は、データセットにある n 個の観察ラベルに対し、トレーニングされたモデルが予測したラベルを
表します。
• 結果:
• アプリケーションの承認など、サンプルの正の結果 (値 1)。
(1)

• n

(1)

• n'

は、正の結果 (承認) の観測ラベルの数です。
は、正の結果 (承認) の予測ラベルの数です。

• アプリケーションの拒否など、サンプルの負の結果 (値 0)。
(0)

• n

(0)

• n'

は、負の結果 (拒否) の観測ラベルの数です。
は、負の結果 (拒否) の予測ラベルの数です。

• ファセット値:
• ファセット a - バイアスが有利になる属性を定義する特徴値。
(1)

• na は、有利なファセット値の観測ラベルの数: na = na
ルの合計。

(0)

+ na

(1)

(0)

• n'a は、有利なファセット値の予測ラベルの数: n'a = n'a + n'a
果ラベルの合計。n'a = na であることに注意してください。
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• ファセット d - バイアスが不利になる属性を定義する特徴値。
(1)

• nd は、不利なファセット値の観測ラベルの数: nd = nd
ルの合計。

(1)

• n'd は、不利なファセット値の予測ラベルの数: n'd = n'd
ベルの合計。n'd = nd であることに注意してください。

(0)

+ nd

ファセット値 d の正と負の観測ラベ

(0)

+ n'd

ファセット値 d の正と負の予測ラ

• ラベル付けされたファセットデータの結果の確率分布:
• Pa(y) は、ファセット a の観測ラベルの確率分布です。バイナリラベル付きデータの場合、この分
1
(1)
布は、総数に対する正の結果でラベル付けされたファセット a のサンプル数の比率 Pa(y ) = na / na
0
(0)
と、総数に対する負の結果のサンプル数の比率 Pa(y ) = na / na で与えられます。
• Pd(y) は、ファセット d の観測ラベルの確率分布です。バイナリラベル付きデータの場合、この分布
1
(1)
は、総数に対する正の結果でラベル付けされたファセット d のサンプル数Pd(y ) = nd / nd と、総数に
0
(0)
対する負の結果のサンプル数の比率Pd(y ) = nd / ndで与えられます。
属性格差でバイアスされたデータでトレーニングされたモデルは、そのバイアスを学習し、さらに助長さ
せる可能性があります。モデルのトレーニングにリソースを消費する前にデータ内のバイアスを特定する
には、 SageMaker Clarify では、トレーニングの前に raw データセットで計算できるデータバイアスメト
リクスが用意されています。トレーニング前のすべてのメトリクスは、モデルの出力に依存しないため、
どのモデルにも有効です。最初のバイアスメトリクスは、ファセットの不均衡を調べますが、結果は調べ
ません。アプリケーションの必要に応じて、トレーニングデータの量が異なるファセット間でどの程度代
表的であるかを決定します。残りのバイアスメトリクスは、データ内のファセット a と d について、さま
ざまな方法で結果ラベルの分布を比較します。負の値の範囲にあるメトリクスは、負のバイアスを検出で
きます。次の表に、クイックガイダンス用のチートシートと、トレーニング前のバイアスメトリクスへの
リンクを示します。

トレーニング前のバイアスメトリクス
バイアスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

クラス不均衡
(CI) (p. 695)

異なるファセット値間
のメンバー数の不均衡
を測定します。

中高年ファセット以外
の属性に十分なデータ
がないため、年齢ベー
スのバイアスがある可
能性がありますか。

正規化された範囲:
[,,,,,,,,]
解釈:
• 正の値は、ファセッ
ト a のデータセッ
トに、より多くのト
レーニングサンプル
があることを示しま
す。
• ゼロに近い値は、
ファセットがデータ
セットのトレーニン
グサンプル数でバラ
ンスがとれているこ
とを示します。
• 負の値は、ファセッ
ト d のデータセッ
トに、より多くのト
レーニングサンプル
があることを示しま
す。

ラベルの比率の差
(DPL) (p. 696)

異なるファセット値間
の正の結果の不均衡を
測定します。
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バイアスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

測に年齢ベースのバイ
アスが生じる可能性は
ありますか。

ファセットラベルの範
囲: [,,,,,,,,]
連続ラベルの範囲: (-∞,
+∞)
解釈:
• 正の値は、ファセッ
ト a の正の結果の割
合が高いことを示し
ます。
• ゼロに近い値は、
ファセット間の正の
結果の割合がより均
等であることを示し
ます。
• 負の値は、ファセッ
ト d の正の結果の割
合が高いことを示し
ます。

カルバックライブラー
情報量 (KL) (p. 696)

異なるファセットの結
果分布がエントロピー
的に互いにどの程度離
れているかを測定しま
す。

異なる属性グループの
ローン申請結果の分布
はどのように異なりま
すか。

バイナリ、マルチカ
テゴリ、連続の範囲:
[、、+∞)
解釈:
• ゼロに近い値は、ラ
ベルが同様に分布し
ていることを示しま
す。
• 正の値は、ラベル分
布の発散を示し、
正の値が大きいほど
発散が大きくなりま
す。

ジェンセンシャノン情
報量 (JS) (p. 697)

異なるファセットの結
果分布がエントロピー
的に互いにどの程度離
れているかを測定しま
す。

異なる属性グループの
ローン申請結果の分布
はどのように異なりま
すか。

バイナリ、マルチカ
テゴリ、連続の範囲:
[、、+∞)
解釈:
• ゼロに近い値は、ラ
ベルが同様に分布し
ていることを示しま
す。
• 正の値は、ラベル分
布の発散を示し、
正の値が大きいほど
発散が大きくなりま
す。
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バイアスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

Lp-ノルム
(LP) (p. 697)

データセット内の異な
るファセットに関連す
る結果の個別の属性分
布間の p- ノルム差を測
定します。

異なる属性のローン申
請結果の分布はどのよ
うに異なりますか。

バイナリ、マルチカ
テゴリ、連続の範囲:
[、、+∞)
解釈:
• ゼロに近い値は、ラ
ベルが同様に分布し
ていることを示しま
す。
• 正の値は、ラベル分
布の発散を示し、
正の値が大きいほど
発散が大きくなりま
す。

合計変動距離
(TVD) (p. 698)

データセット内の異な
るファセットに関連す
る結果の個別の属性分
布間の L1- ノルム差の半
分を測定します。

異なる属性のローン申
請結果の分布はどのよ
うに異なりますか。

バイナリ、マルチカテ
ゴリ、連続結果の範囲:
[、、+∞)
• ゼロに近い値は、ラ
ベルが同様に分布し
ていることを示しま
す。
• 正の値は、ラベル分
布の発散を示し、
正の値が大きいほど
発散が大きくなりま
す。

コルモゴロフスミルノ
フ (KS) (p. 698)

データセット内の異な
るファセットについ
て、分布の結果間で最
大発散を測定します。

属性グループによる最
大の格差を示している
のは、どの大学の志願
結果ですか。

バイナリ、マルチカテ
ゴリ、連続結果の KS 値
の範囲: [0, +1]
• ゼロに近い値は、す
べての結果カテゴリ
のファセット間にラ
ベルが均等に分布し
ていることを示しま
す。
• 1 に近い値は、1 つ
のカテゴリのラベル
がすべて 1 つのファ
セットにあるため、
非常に不均衡である
ことを示します。
• 断続的な値は、ラベ
ルの最大不均衡の相
対的な程度を示しま
す。
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バイアスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

条件付き属性格差
(CDD) (p. 699)

異なるファセット間の
結果の格差を、全体と
してだけでなく、サブ
グループごとに測定し
ます。

一部のグループでは、
大学入試結果の不合格
の割合が合格の割合よ
りも大きいですか。

CDD の範囲: [,,,,,,,,]
• 正の値は、ファセッ
ト d が合格より不合
格の方が多い結果を
示します。
• ゼロに近い値は、平
均して属性格差がな
いことを示します。
• 負の値は、ファセッ
ト a が合格より不合
格の方が多い結果を
示します。

バイアスメトリクスの詳細については、「金融における機械学習の公平性の測定」を参照してください。
トピック
• クラス不均衡 (CI) (p. 695)
• ラベルの比率の差 (DPL) (p. 696)
• カルバックライブラー情報量 (KL) (p. 696)
• ジェンセンシャノン情報量 (JS) (p. 697)
• Lp-ノルム (LP) (p. 697)
• 合計変動距離 (TVD) (p. 698)
• コルモゴロフスミルノフ (KS) (p. 698)
• 条件付き属性格差 (CDD) (p. 699)

クラス不均衡 (CI)
クラス不均衡 (CI) バイアスは、ファセット値 d のトレーニングサンプルがデータセット内の別のファセッ
ト a と比較して少ない場合に発生します。これは、モデルが小さいファセットを犠牲にして大きいファ
セットを優先的に適合させるため、ファセット d のトレーニング誤差が大きくなる可能性があるためで
す。また、モデルは小さいデータセットを過剰適合させるリスクも高いため、ファセット d のテスト誤差
が大きくなる可能性があります。機械学習モデルが主に中高年者のデータに基づいてトレーニングされる
例を考えてみましょう (ファセット a)、若年者と高齢者を対象とした予測を行う場合は、精度が低くなる
可能性があります (ファセット d)。
(正規化された) ファセット不均衡測定の計算式は次のとおりです。
CI = (na - nd)/(na + nd)
ここで、na はファセット a のメンバー数、nd はファセット d のメンバー数であり、その値は間隔 [-1、1]
の範囲にあります。
• 正の CI 値は、ファセット a で、データセットにより多くのトレーニングサンプルがあることを示し、1
の値は、データにファセット a のメンバーのみが含まれていることを示します。
• ゼロに近い CI の値は、ファセット間のメンバーの分布がより均等であることを示し、ゼロの値は、ファ
セット間のパーティションが完全に等しいことを示し、トレーニングデータ内のサンプルのバランスの
とれた分布を表します。
• 負の CI 値は、ファセット d で、データセットにより多くのトレーニングサンプルがあることを示し、-1
の値は、データにファセット d のメンバーのみが含まれていることを示します。
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• -1 または 1 のいずれかの極値に近い CI 値は非常に不均衡であり、偏った予測を行うかなりのリスクが
あります。
ファセット間に重大なファセットの不均衡が存在することが判明した場合、そのモデルのトレーニングに
進む前にサンプルを再調整することをお勧めします。

ラベルの比率の差 (DPL)
ラベルの比率の差 (DPL) は、トレーニングデータセット内のファセット d の正のラベルを持つ観測結果の
比率と、ファセット a の正のラベルを持つ観測結果の比率を比較します。例えば、これを使用して、金融
ローンの承認を得た中高年者 (ファセット a) と他の年齢層 (ファセット d) の比率を比較できます。機械学
習モデルは、トレーニングデータの決定をできるだけ忠実に模倣しようとします。そのため、DPL が高い
データセットでトレーニングされた機械学習モデルは、将来の予測で同じ不均衡を反映する可能性があり
ます。
ラベルの比率の差の計算式は次のとおりです。
DPL = (qa - qd)
実行する条件は以下のとおりです。
(1)

• qa = na /na は、観測されたラベル値が 1 であるファセット a の比率です。例えば、ローンの承認を得
(1)
る中高年の属性の割合です。ここで、na は、正の結果を得るファセット a のメンバー数を表し、na
は、ファセット a のメンバー数を表します。
(1)

• qd = nd /nd は、観測されたラベル値が 1 であるファセット d の比率です。例えば、ローンの承認を得
(1)
る中高年の属性以外の人たちの割合です。ここで、nd は、正の結果を得るファセット d のメンバー数
を表し、nd は、ファセット d のメンバー数を表します。
DPL が 0 に十分近い場合、属性パリティが達成されたと言えます。
バイナリおよびマルチカテゴリファセットラベルの場合、DPL 値は間隔 (-1, 1) の範囲にあります。連続ラ
ベルの場合、ラベルをバイナリに折りたたむためのしきい値を設定します。
• 正の DPL 値は、ファセット a がファセット d と比較して正の結果の割合が高いことを示します。
• ゼロに近い DPL の値は、ファセット間の正の結果の割合がより均等であることを示し、ゼロの値は、完
全な属性パリティを示します。
• 負の DPL 値は、ファセット d がファセット a と比較して正の結果の割合が高いことを示します。
DPL の大きさに問題があるかどうかは、状況によって異なります。問題がある場合、大きな DPL は、
データ内の根本的な問題の徴候である可能性があります。例えば、DPL が高いデータセットは、モデルが
学習するのに望ましくない年齢ベースの属性グループに対する過去のバイアスや偏見を反映している可能
性があります。

カルバックライブラー情報量 (KL)
カルバックライブラー情報量 (KL) は、ファセット a、 Pa(y) の観測されたラベル分布が、ファセット
d、Pd(y) の分布からどの程度離れているかを測定します。これは、Pa(y) の Pd(y) に対する相対エントロ
ピーとも呼ばれ、Pa(y) から Pd(y) に移動するときに失われる情報量を定量化します。
カルバックライブラーの計算式は次のとおりです。
KL(Pa || Pd) = ∑yPa(y)*log[Pa(y)/Pd(y)]
これは、確率 Pa(y) と Pd(y) の対数差の期待値であり、期待値は確率 Pa(y) によって重み付けされます。こ
れは非対称であり、三角不等式を満たさないため、分布間の真の距離ではありません。実装は自然対数を
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使用し、KL は nat の単位で与えられます。異なる対数の底を使用すると、比例した結果が得られますが、
単位は異なります。例えば、2 を底とすると、KL はビット単位で与えられます。
例えば、ローン申請者のグループ (ファセット d) の承認率が 30% で、他の申請者 (ファセット a) の承認
率が 80% であるとします。カルバックライブラー式は、ファセット a とファセット d のラベル分布の相
違を次のように示します。
KL = 0.8*ln(0.8/0.3) + 0.2*ln(0.2/0.7) = 0.53
この例ではラベルがバイナリであるため、計算式には 2 つの項があります。この測定は、バイナリラベル
に加えて、複数のラベルに適用できます。例えば、大学入試のシナリオで、志願者に 3 つのカテゴリラベ
ル (yi = {y0, y1, y2} = {合格, 補欠, 不合格}) のいずれかが割り当てられていると仮定します。
バイナリ、マルチカテゴリ、連続結果の KL メトリクスの値の範囲は、[0、+∞) です。
• ゼロに近い値は、結果が異なるファセットに同様に分布していることを意味します。
• 正の値は、ラベル分布の発散を意味し、正の値が大きいほど発散が大きくなります。

ジェンセンシャノン情報量 (JS)
ジェンセンシャノン情報量 (JS) は、異なるファセットのラベル分布がエントロピー的に互いにどの程度離
れるかを測定します。これは、カルバックライブラー情報量に基づいていますが、対称的です。
ジェンセンシャノン情報量の計算式は次のとおりです。
JS = ½*[KL(Pa || P) + KL(Pd || P)]
ここで、P = ½( Pa + Pd ) は、ファセット a と d の平均ラベル分布です。
バイナリ、マルチカテゴリ、連続結果の JS 値の範囲は、[0, ln(2)) です。
• ゼロに近い値は、ラベルが同様に分布していることを意味します。
• 正の値は、ラベル分布の発散を意味し、正の値が大きいほど発散が大きくなります。
このメトリクスは、ファセット全体のラベルの 1 つに大きな相違があるかどうかを示します。

Lp-ノルム (LP)
Lp- ノルム (LP) は、トレーニングデータセットの観測ラベルのファセット分布間の p- ノルム距離を測定し
ます。このメトリクスは負ではないため、逆バイアスを検出できません。
Lp- ノルムの計算式は次のとおりです。
p 1/p

Lp(Pa, Pd) = ( ∑y||Pa - Pd|| )

ここで、点 x と点 y の間の p- ノルム距離は次のように定義されます。
p

p

p 1/p

Lp(x, y) = (|x1-y1| + |x2-y2| + … +|xn-yn| )

2- ノルムはユークリッドノルムです。例えば、大学入試のマルチカテゴリシナリオで、3 つのカテゴリ (yi
= {y0, y1, y2} = {合格, 補欠, 不合格}) の結果分布があるとします。ファセット a と d の結果カウントの差の
2 乗の和を求めます。結果のユークリッド距離は次のように計算されます。
(0)

L2(Pa, Pd) = [(na

(0) 2

(1)

- nd ) + (na

(1) 2

(2)

- nd ) + (na

実行する条件は以下のとおりです。
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(i)

(0)

は、ファセット a の承認の数

(i)

(2)

は、ファセット d の拒否の数

• na は、ファセット a の i 番目のカテゴリの結果の数です。例えば、na
です。
• nd は、ファセット d の i 番目のカテゴリの結果の数です。例えば、nd
です。

バイナリ、マルチカテゴリ、連続結果の LP 値の範囲は、[0, √2) です。
• ゼロに近い値は、ラベルが同様に分布していることを意味します。
• 正の値は、ラベル分布の発散を意味し、正の値が大きいほど発散が大きくなります。

合計変動距離 (TVD)
合計変動距離データバイアスメトリクス (TVD) は、L1- ノルムの半分です。TVD は、ファセット a と d の
ラベル結果の確率分布間の可能な最大の差です。L1- ノルムはハミング距離であり、1 つの文字列を別の文
字列に変更するのに必要な置換の最小数を決定することにより、2 つのバイナリデータ文字列を比較する
ために使用されるメトリクスです。文字列が互いにコピーされる場合は、コピー時に発生したエラーの数
を決定します。バイアス検出のコンテキストでは、TVD は、ファセット d の結果と一致するように変更す
る必要があるファセット a の結果の数を定量化します。
合計変動距離の計算式は次のとおりです。
TVD = ½*L1(Pa, Pd)
例えば、大学入試のマルチカテゴリシナリオで、3 つのカテゴリ (yi = {y0, y1, y2} = {合格, 補欠, 不合格}) の
結果分布があるとします。TVD を計算するために、結果ごとにファセット a と d のカウントの差を求めま
す。結果は次のようになります。
(0)

L1(Pa, Pd) = |na

(0)

(1)

- nd | + |na

(1)

(2)

- nd | + |na

(2)

- nd |

実行する条件は以下のとおりです。
(i)

(0)

は、ファセット a の承認の数

(i)

(2)

は、ファセット d の拒否の数

• na は、ファセット a の i 番目のカテゴリの結果の数です。例えば、na
です。
• nd は、ファセット d の i 番目のカテゴリの結果の数です。例えば、nd
です。

バイナリ、マルチカテゴリ、連続結果の TVD 値の範囲は、[0、1) です。
• ゼロに近い値は、ラベルが同様に分布していることを意味します。
• 正の値は、ラベル分布の発散を意味し、正の値が大きいほど発散が大きくなります。

コルモゴロフスミルノフ (KS)
コルモゴロフスミルノフバイアスメトリクス (KS) は、データセットのファセット a と d の分布におけ
るラベル間の最大発散に等しくなります。によって実装された2サンプルのKSテスト SageMaker Clarify
は、最も不均衡なラベルを見つけることにより、ラベルの不均衡の他の測定値を補完します。
コルモゴロフスミルノフメトリクスの計算式は次のとおりです。
KS = max(|Pa(y) - Pd(y)|)
例えば、大学の志願者グループ (ファセット a) の不合格、補欠、合格がそれぞれ 40％、40％、20％ で、
他の志願者 (ファセット d) のこの割合が 20%、10%、70% であるとします。この場合、コルモゴロフス
ミルノフバイアスメトリクス値は次のようになります。
KS = max(|0.4-0.2|, |0.4-0.1|, |0.2-0.7|) = 0.5
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これは、ファセット分布間の最大発散が 0.5 であり、合格率で発生します。ラベルは基数 3 のマルチクラ
スであるため、方程式には 3 つの項があります。
バイナリ、マルチカテゴリ、連続結果の LP 値の範囲は、[0、+1] です。
• ゼロに近い値は、すべての結果カテゴリのファセット間にラベルが均等に分布していることを示しま
す。例えば、ローンを申請する両方のファセットは、50％ の承認と 50％ の拒否を取得した場合です。
• 1 に近い値は、1 つの結果のラベルがすべて 1 つのファセットであることを示します。例えば、ファ
セット a は 100% の承認を取得し、ファセット d は承認を取得しなかった場合です。
• 断続的な値は、ラベルの最大不均衡の相対的な程度を示します。

条件付き属性格差 (CDD)
属性格差メトリクス (DD) は、データセット内のファセットが、データセット内の拒否された結果の割合
よりも大きいかどうかを決定します。たとえば、データセットを構成する2つのファセット（男性と女性）
があるバイナリのケースでは、嫌いなファセットにはファセットというラベルが付けられます。d.そして
好評なのはファセットというラベルですある。例えば、大学入試の場合、女性の不合格者が 50％ で、合
格者が 32％ しかいないとすると、Demographic の格差女性が拒絶される割合が受け入れられる率を上
回っているからです。女性応募者にはファセットというラベルが付いていますd.この場合、です。男性の
申請者が拒否された申請者の54％と受け入れられた申請者の68％を占めていれば、拒否率は合格率よりも
低いため、この側面に人口格差はありません。男性応募者にはファセットというラベルが付いていますあ
るこの場合、です。
有利でないファセット d の属性格差の計算式は次のとおりです。
(0)

(0)

DDd = nd /n

(1)

(1)

- nd /n

R

0

A

1

= Pd (y ) - Pd (y )

実行する条件は以下のとおりです。
(0)

(0)

(0)

• N = Na + nd データセット内の好ましいファセットで拒否された結果の総数ですあると不利な面d.。
(1)

(1)
Na +

(1)

• N =
nd 好ましいファセットについて、データセットで受け入れられた結果の総数ですあると不
利な面d.。
R

0

A

1

• Pd (y ) は、ファセット d で拒否された結果 (値 0) の割合です。
• Pd (y ) は、ファセット d で承認された結果 (値 1) の割合です。
大学入試の例では、女性の属性格者が DD です。d= 0.46-0.32 = 0.14。男性用 DDa= 0.54-0.68 = -0.14。
シンプソンのパラドックスを除外するには、データセット上のサブグループの層を定義する属性に対して
DD を条件付ける条件付き属性格差 (CDD) メトリクスが必要です。再グループ化により、有利でないファ
セットの明らかな属性格差の原因についてインサイトを得ることができます。典型的な例は、バークレー
校の入試で、男性の方が女性よりも全体的に合格率が高かったというものです。このケースの統計は、DD
の計算例で使用されました。しかし、学科別のサブグループを調べると、学科別では女性の方が男性より
も高い合格率であることが示されました。その説明は、女性は男性よりも合格率の低い学科に志願してい
たということでした。サブグループ別の合格率を調べると、合格率の低い学科では、実際に女性の方が男
性よりも高い合格率であることがわかりました。
CDD メトリクスは、データセットの属性によって定義されたサブグループに見られる格差をすべて平均化
することで、1 つの測定値を提供します。これは、各サブグループの属性格差 (DDi) の加重平均として定
義され、各サブグループの格差は、含まれる観測値の数に比例して重み付けされます。条件付き属性格差
の計算式は次のとおりです。
CDD = (1/n)*∑ini *DDi
実行する条件は以下のとおりです。
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• ∑ini = n は、観測値の総数であり、niは、各サブグループの観測値の数です。
(0)

(0)

• DDi = ni /n

(1)

(1)

- ni /n

R

0

A

1

= Pi (y ) - Pi (y ) は、i 番目のサブグループの属性格差です。

サブグループの属性格差 (DDi) は、各サブグループの拒否された結果の割合と承認された結果の割合の差
です。
フルデータセット DD のバイナリ結果の DD 値の範囲dまたはその条件付きサブグループDDi[,,,,,,,,,,,]
• +1: ファセットにリジェクトがない場合あるまたはサブグループでファセットに受け入れられないd.また
はサブグループ
• 正の値は、ファセットとして人口統計上の格差があることを示しますd.またはサブグループで、データ
セット内の拒否された結果の割合よりも大きいことを示します。値が大きいほど、ファセットの不利な
ため、格差が大きくなります。
• 負の値は、ファセットとして人口統計上の格差がないことを示しますd.データセット内のサブグループ
で、拒否された結果の割合よりも大きいことを示します。値が小さいほど、ファセットが優先されま
す。
• -1: ファセット d またはサブグループに拒否がなく、ファセット a またはサブグループに承認がない場
合
何も条件付けしない場合、DPL がゼロの場合に限り、CDD はゼロになります。
このメトリクスは、EU および英国の非差別法および法学における直接差別、間接差別、客観的正当化の
概念を調査するのに有用です。詳細については、「公平性を自動化できない理由」を参照してください。
このpaper には、バークレー大学の入学事件の関連データと分析も含まれています。これは、部門ごとの
入学率サブグループの条件付けがシンプソンのパラドックスをどのように説明しているかを示していま
す。

でトレーニング前のデータのバイアスに関するレポー
トを生成する SageMaker スタジオ
SageMaker ClarifyはAmazonと統合されています SageMaker Data Wrangler は、独自のコードを記述
しなくても、データ準備中にバイアスを特定するのに役立ちます。Data Wrangler が提供する end-toend Amazon でデータをインポート、準備、変換、特徴化、分析するためのソリューション SageMaker
Studio. Data Wrangler のデータ準備ワークフローの概要については、「Amazon で ML データを準備する
SageMaker Data Wrangler (p. 705)」を参照してください。性別や年齢などの関心のある属性を指定し、
SageMaker Clarify では、一連のアルゴリズムを実行して、これらの属性にバイアスがあるかどうかを検
出します。アルゴリズムの実行後、 SageMaker Clarify では、バイアスの可能性のある発生源と重要度の
説明を含むビジュアルレポートを提供するため、バイアスを軽減するステップを計画できます。例えば、
ある年齢グループに対するビジネスローンの例が、他の年齢グループと比較して少ない財務データセット
で、 SageMaker その年齢層を嫌うモデルを避けるために、不均衡にフラグを立てます。

データバイアスを分析して報告するために、
Data Wrangler の使用を開始するには、「Data Wrangler の開始方法 (p. 707)」を参照してください。
1.

アマゾンを開く SageMaker スタジオと選択データフローを作成するからのデータをインポートして
準備するタイル.
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2.

[Import data] (データをインポート) タブで、[Amazon S3] を選択し、[Data sources/S3 source] (デー
タソース/S3 ソース) ページでデータソースを指定します。

3.

データをインポートしたら、[Data flow] (データフロー) ページでプラス記号を選択し、[Add Analysis]
(分析を追加) を選択します。
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4.

[Create Analysis] (分析の作成) ページで、[Configure] (設定) パネルに移動し、[Chart] (チャート) メ
ニューから [Bias Report] (バイアスレポート) を選択します。

5.

[Name] (名前)、予測する列およびそれが値なのかしきい値なのか、バイアス (ファセット) を分析する
列およびそれが値なのかしきい値なのかを指定することで、バイアスレポートを設定します。
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6.

バイアスメトリクスを選択して、バイアスレポートの設定を続行します。
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7.

[Check for bias] (バイアスを確認) を選択して、バイアスレポートを生成して表示します。下にスク
ロールしてすべてのレポートを表示します。

8.

バイアスメトリクスの説明の右側にあるキャレットを選択すると、メトリクス値の重要性を解釈する
のに役立つドキュメントが表示されます。

9.

バイアスメトリクス値のテーブル概要を表示するには、テーブルを選択します。ページの右下隅にあ
る [Create] (作成) を選択すると、エクスポート用にレポートを保存できます。
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10. データバイアスレポートが保存されているページで、[Export] (エクスポート) タブを選択してレポー
トをダウンロードします。

Amazon で ML データを準備する SageMaker Data
Wrangler
アマゾン SageMaker データラングラー (データラングラー) はAmazonの特徴です SageMaker を提供する
スタジオ end-to-end データをインポート、準備、変換、特徴化、分析するためのソリューション。Data
Wrangler データ準備フローを機械学習 (ML) ワークフローに統合して、コーディングをほとんどまたは
まったく使わずにデータの前処理と特徴量エンジニアリングを簡素化および合理化できます。独自の
Python スクリプトと変換を追加してワークフローをカスタマイズすることもできます。
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Data Wrangler は、機械学習アプリケーションに提供するデータの分析および準備に役立つ以下のコア機
能を提供します。
• Import— Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Connect してデータをインポートするAmazon
Athena(Athena)、Amazon Redshift、スノーフレーク、データブリックス。
• データフロー - データフローを作成して一連の ML データ準備手順を定義します。フローを使用してさ
まざまなデータソースのデータセットの結合、データセットに適用する変換の数とタイプの特定、ML
パイプラインに統合できるデータ準備ワークフローの定義が可能です。
• 変換 - 文字列、ベクトル、数値データの書式設定ツールなど、標準の変換を使用してデータセットをク
リーンアップおよび変換します。テキストや日付/時刻の埋め込み、カテゴリ別エンコーディングなどの
変換を使用して、データを特徴化します。
• データインサイトの生成— データラングラーのデータインサイトと品質レポートにより、データ品質を
自動的に検証し、データの異常を検出します。
• 分析 - フローの任意の時点でデータセット内の特徴を分析します。Data Wrangler には、散布図やヒスト
グラムなどの組み込みのデータ視覚化ツールや、ターゲット漏洩解析やクイックモデリングなどのデー
タ分析ツールが含まれており、特徴の相関性を理解できます。
• エクスポート— データ準備ワークフローを別の場所にエクスポートします。ロケーションの例を以下に
示します。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
• アマゾン SageMaker モデル構築パイプライン — SageMaker モデルのデプロイを自動化するパイプラ
イン。変換したデータをパイプラインに直接エクスポートできます。
• アマゾン SageMaker フィーチャストア — フィーチャとそのデータを一元化されたストアに保存しま
す。
• Python スクリプト — カスタムワークフロー用の Python スクリプトにデータとその変換を保存しま
す。
Data Wrangler の使用を始める場合は、「Data Wrangler の開始方法 (p. 707)」を参照してください。

Important
データラングラーは Jupyter Lab バージョン 1 (JL1) をサポートしなくなりました。最新の機能
やアップデートにアクセスするには、Jupyter Lab バージョン 3 にアップデートしてください。
アップグレードの詳細については、「表示と更新 JupyterLab コンソールからのアプリのバージョ
ン (p. 102)」を参照してください。
トピック
• Data Wrangler の開始方法 (p. 707)
• [Import] (インポート) (p. 718)
• Data Wrangler フローを作成して使用する (p. 755)
• データおよびデータ品質に関するインサイトを取得 (p. 766)
• データフローに基づいてモデルを自動的にトレーニング (p. 779)
• データを変換する (p. 780)
• 分析および視覚化 (p. 820)
• 異なるデータセットのデータフローの再利用 (p. 828)
• [Export] (エクスポート) (p. 835)
• セキュリティおよびアクセス許可 (p. 850)
• リリースノート (p. 859)
• トラブルシューティング (p. 862)
• Amazon EC2 インスタンス制限の引き上げ (p. 865)
• Data Wrangler を更新する (p. 710)
• Data Wrangler をシャットダウンする (p. 867)
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Data Wrangler の開始方法
アマゾン SageMaker Data Wrangler は Amazon の機能です SageMaker スタジオ。このセクションで
は、Data Wrangler にアクセスして使用を開始する方法について説明します。次を実行してください。
1.

前提条件 (p. 707)の各ステップを完了します。

2.

Data Wrangler にアクセスする (p. 707)の手順に従い、Data Wrangler の使用を開始します。

前提条件
Data Wrangler を使用するには、以下の前提条件を満たす必要があります。
1.

Data Wrangler を使用するには、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにアク
セスする必要があります。使用できる Amazon EC2 インスタンスの詳細については、以下を参照して
ください。インスタンス (p. 755)。クォータを表示する方法と、必要に応じてクォータの引き上げを
リクエストする方法については、以下を参照してください。AWSサービスクォータ。

2.

「セキュリティおよびアクセス許可 (p. 850)」で説明しているように、必要なアクセス許可を設定し
ます。

Data Wrangler を使用するには、アクティブな Studio インスタンスが必要です。新しいインスタンスを
起動する方法については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)」を参照してくださ
い。Studio インスタンスが準備完了の場合、Data Wrangler にアクセスする (p. 707) の手順を使用しま
す。

Data Wrangler にアクセスする
次の手順では、前提条件 (p. 707) をすでに完了していることを前提としています。

Studio で Data Wrangler にアクセスするには、次の手順を実行します。
1.

Studio の起動に使用するユーザーの横で、[Open Studio] (Studio を開く) を選択します。

2.

Studio が開いたら、[ML tasks and components] (ML タスクとコンポーネント) の下にある [New data
flow] (新しいデータフロー) カードで [+] 記号を選択します。これにより、Studio に新しいディレクト
リが作成され、その中にデータフローが含まれる .flow ファイルが格納されます。Studio で .flow ファ
イルが自動的に開きます。
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[File] (ファイル)、[New] (新規) を順に選択し、上部のナビゲーションバーで [Data Wrangler Flow]
(Data Wrangler フロー) を選択して新しいフローを作成することもできます。

3.

(オプション) 新しいディレクトリと .flow ファイルの名前を変更します。

4.

Studio で新しい .flow ファイルを作成すると、Data Wrangler を紹介するカルーセルが表示される場合
があります。
これは数分かかることがあります。

このメッセージは、KernelGatewayアプリをお使いの場合ユーザー詳細ページは保留中。このアプ
リのステータスを確認するには、 SageMaker のコンソールアマゾン SageMaker スタジオページ
で、Studio へのアクセスに使用しているユーザーの名前を選択します。上にユーザー詳細ページ、見
たところはKernelGatewayアプリ] (]アプリケーション。このアプリのステータスが [Ready] (準備完
了) になるまで待ってから、Data Wrangler の使用を開始します。Data Wrangler の初回起動時には約
5 分かかることがあります。
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5.

開始するには、データソースを選択し、それを使用してデータセットをインポートします。詳細につ
いては、「[Import] (インポート) (p. 718)」を参照してください。
データセットをインポートすると、データフローに表示されます。詳細については、Data Wrangler
フローを作成して使用する (p. 755) を参照してください。

6.

データセットをインポートすると、Data Wrangler は各列のデータのタイプを自動的に推測しま
す。[Data types] (データ型) ステップの横にある [+] を選択し、[Edit data types] (データ型を編集) を
選択します。

Important
変換を [Data types] (データ型) ステップに追加した後には [Update types] (更新の種類) を使
用して列タイプを一括更新することはできません。
7.

データフローを使用して変換と分析を追加します。詳細については、「データを変換する (p. 780)」
および「分析および視覚化 (p. 820)」を参照してください。

8.

完全なデータフローをエクスポートするには、[Export] (エクスポート) を選択し、エクスポートオプ
ションを選択します。詳細については、[Export] (エクスポート) (p. 835) を参照してください。

9.

最後に、コンポーネントとレジストリアイコンをクリックし、Data Wranglerドロップダウンリストか
ら、作成したすべての.flow ファイルを表示します。このメニューを使用してデータフローを検索し、
移動できます。
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Data Wrangler を起動したら、次のセクションで Data Wrangler を使った ML データ準備フローの作成方
法について説明します。

Data Wrangler を更新する
Data Wrangler Studio アプリを定期的に更新して、最新の機能と更新にアクセスすることをお勧めしま
す。データラングラーのアプリ名はで始まりますsagemaker-data-wrang。Studio アプリを更新する方法に
ついては、「」を参照してください。Studio アプリを終了して更新する (p. 159)。

デモ: Data Wrangler Titanic データセットのチュートリアル
次のセクションでは、Data Wrangler の使用開始に役立つチュートリアルを示します。このチュートリア
ルでは、Data Wrangler にアクセスする (p. 707) の手順をすでに実行しており、デモで使用する新しい
データフローファイルが開かれていることを前提としています。この .flow ファイルの名前を次のような名
前に変更することもできます。titanic-demo.flow。
このウォークスルーでは、タイタニックデータセット。の修正版ですタイタニックデータセットData
Wrangler フローへのインポートがより簡単に行えるようになります。このデータセットには、初航海に乗
船した乗客の生存状況、年齢、性別、(経済的地位の代わりのロールとして使用する) 階級が含まれていま
す。RMS タイタニック1912年に。
本チュートリアルでは、次のステップを実行します。
1. 次のいずれかを実行します。
• Data Wrangler フローを開き、を選択します。サンプルデータセットを使う。
• Titanic データセットを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にアップロードし、このデータ
セットを Data Wrangler にインポートします。
2. Data Wrangler 分析を使用してこのデータセットを分析します。
3. Data Wrangler データ変換を使用してデータフローを定義します。
4. Data Wrangler ジョブの作成に使用できる Jupyter ノートブックにフローをエクスポートします。
5. データを処理し、[Kick off] (処理を開始する SageMaker XgBoost 二項分類子をトレーニングするトレー
ニングジョブ。
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S3 にデータセットをアップロードしてインポートする
はじめに、以下の方法のいずれかを使用して、Titanic データセットを Data Wrangler にインポートできま
す。
• Data Wrangler フローからデータセットを直接インポートする
• データセットを Amazon S3 にアップロードしてからデータラングラーにインポートする
データセットを Data Wrangler に直接インポートするには、フローを開いてサンプルデータセットを使
う。
データセットを Amazon S3 にアップロードして Data Wrangler にインポートするのは、自分のデータを
インポートする場合とほぼ同じです。次の情報は、データセットのアップロード方法とインポート方法を
示しています。
データを Data Wrangler にインポートする前に、タイタニックデータセットそして、それを Amazon S3
(Amazon S3) バケットにアップロードしますAWSこのデモを完成させたいリージョン。
Amazon S3 の新しいユーザーの場合、Amazon S3 コンソールでドラッグアンドドロップを使用してこれ
を行うことができます。この方法の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの
「ドラッグアンドドロップを使用したファイルとフォルダのアップロード」を参照してください。

Important
このデモを完了するために使用する同じ AWS リージョンの S3 バケットにデータセットをアップ
ロードします。
データセットが Amazon S3 に正常にアップロードされたら、そのデータセットを Data Wrangler にイン
ポートできます。

Titanic データセットを Data Wrangler にインポートする
1.

Data Wrangler フローファイルで [Import] (インポート) タブを選択します。

2.

[Amazon S3] を選択します。

3.

[Import a dataset from S3] (S3 からデータセットをインポート) テーブルで、Titanic データセットを追
加したバケットを見つけます。Titanic データセットの CSV ファイルを選択して、[Details] (詳細) ペ
インを開きます。

4.

[Details] (詳細) で、[File type] (ファイルタイプ) を CSV にする必要があります。[Add header to table]
(テーブルにヘッダーを追加) を選択して、ヘッダーをデータセットの最初の行に指定します。データ
セットには、次のようなわかりやすい名前を付けることもできます。Titanic-train。

5.

[Import dataset] (データセットをインポート) を選択します。
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データセットが Data Wrangler にインポートされると、データフローに表示されます。[Data Flow] (デー
タフロー) タブを選択して、いつでもデータフローを表示できます。ノードをダブルクリックしてノード
詳細ビューに入り、変換や分析を追加できます。また、プラスアイコンを使用してすばやくナビゲート
することもできます。次のセクションでは、このデータフローを使用して分析と変換ステップを追加しま
す。

データフロー
データフローセクションでは、データフローの唯一のステップは、最近インポートしたデータセット
とデータ型ステップ。変換を適用した後、このタブに戻ってデータフローがどのように表示されるのかを
確認できます。次に、[Prepare] (準備) と [Analyze] (分析) タブでいくつかの基本的な変換を追加します。

準備して視覚化する
Data Wrangler には、データの分析、クリーニング、変換に使用できる変換と視覚化が組み込まれていま
す。
-データノード詳細ビューのタブには、すべての組み込み変換が右側のパネルにリストされます。このパネ
ルには、カスタム変換を追加できる領域も含まれています。次のユースケースに、これらの変換の使用方
法を示します。
データ探索や特徴量エンジニアリングに役立つ情報を得るには、データ品質および分析レポートを作成し
てください。レポートの情報は、データのクリーニングと処理に役立ちます。欠損値の数や外れ値の数
などの情報が表示されます。ターゲットの漏洩や不均衡など、データに問題がある場合は、インサイトレ
ポートでそれらの問題に注意を向けることができます。レポートの作成の詳細については、「」を参照し
てください。データおよびデータ品質に関するインサイトを取得 (p. 766)。

データ探索
まず、分析を使用してデータのテーブル概要を作成します。次を実行してください。
1.
2.
3.
4.

データフローの [Data type] (データタイプ) ステップの横にある [+] を選択し、[Add analysis] (分析を
追加) を選択します。
[Analysis] (分析) 領域で、ドロップダウンリストから [Table summary] (テーブル概要) を選択します。
テーブル概要に名前を付けます。
[Preview] (プレビュー) を選択して、作成するテーブルをプレビューします。
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5.

[Create] (作成) を選択して、データフローに保存します。これは、[All Analyses] (すべての分析) に表
示されます。

表示される統計を使用して、このデータセットに関する次のような観測を行うことができます。
• 運賃平均 (平均) は 33 USD 前後で、最高額は 500 USD を超えています。この列には外れ値が含まれて
いる可能性があります。
• このデータセットは ? を使用して欠落した値を示します。[cabin] (キャビン)、[embarked] (乗
船)、[home.dest] の列に欠落した値があります。
• 年齢カテゴリでは 250 以上の値が欠落しています。
[Prepare] (準備) を選択してデータフローに戻ります。次に、これらの統計から得られたインサイトを使用
して、データをクリーンアップします。

未使用の列をドロップする
前のセクションの分析を使用してデータセットをクリーンアップし、トレーニングの準備をします。新し
い変換をデータフローに追加するには、データフローの [Data type] (データタイプ) ステップの横にある
[+] を選択し、[Add transform] (変換を追加) を選択します。
最初に、トレーニングに使用しない列をドロップします。以下を使用できます。パンダこれを行うには
データ分析ライブラリ、または組み込みの変換のいずれかを使用できます。
次の手順に従って、未使用の列を削除します。
未使用の列を削除するには、次の操作を行います。
1.

Data Wrangler フローを開きます。

2.

Data Wrangler フローには 2 つのノードがあります。右側のノードには、+。

3.

選択してくださいトランスフォームを追加。

4.

選択してください列を管理する。

5.

[]Transform、確認してくださいドロップ列が選択されます。

6.

[]ドロップする列で、次の列名を指定します。
• キャビン
• チケット
• name
• sibsp
• パーチ
• home.dest
• ボート
• 本文

7.

選択してくださいプレビュー。

8.

[Add] (追加) を選択します。

Pandas を使用してこれを実行するには、次の手順を実行します。
1.

[Custom Transform] (カスタム変換) セクションで、ドロップダウンリストから [Python (Pandas)] を選
択します。

2.

コードボックスに次を入力します。
cols = ['name', 'ticket', 'cabin', 'sibsp', 'parch', 'home.dest','boat', 'body']
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df = df.drop(cols, axis=1)

3.

[Preview] (プレビュー) を選択して変更をプレビューし、[Add] (追加) を選択して変換を追加します。

組み込みの変換を使用するには、以下を実行します。
1.

右側のパネルから [Manage columns] (列を管理) を選択します。

2.

[Input column] (入力列) に対しては、[cabin] (キャビン) を選択し、[Preview] (プレビュー) を選択しま
す。

3.

cabin 列がドロップされていることを確認してから、[Add] (追加) を選択します。

4.

ticket、name、sibsp、parch、home.dest、boat、body の列に対して、これらの手順を繰り返しま
す。

欠落した値をクリーンアップする
次に、欠落した値をクリーンアップします。これは、[Handling missing values] (欠落した値の処理) 変換グ
ループで実行できます。
いくつかの列に欠落した値があります。残りの列のうち、[age] (年齢) と [fare] (運賃) に欠落した値が含ま
れています。これは [Custom Transform] (カスタム変換) を使用して確認します。
[Python (Pandas)] オプションで以下を使用して、各列のエントリ数をすばやく確認します。
df.info()
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欠落した値のある行をドロップするには、[age] (年齢) カテゴリで次の操作を行います。
1.

[Handling missing values] (欠落した値の処理) を選択します。

2.

[Transformer] (トランスフォーマー) に対して [Drop missing] (欠落をドロップ) を選択します。

3.

[Dimension] (ディメンション) に対して [Drop Rows] (行をドロップ) を選択します。

4.

[Input column] (入力列) に対して [age] (年齢) を選択します。

5.

[Preview] (プレビュー) を選択して新しいデータフレームを表示し、[Add] (追加) を選択してトランス
フォームをフローに追加します。

6.

[fare] (運賃) に対して同じプロセスを繰り返します。

[Custom transform] (カスタム変換) セクションで df.info() を使用し、すべての行の値が 1,045 になっ
ていることを確認できます。

カスタムパンダ: エンコード
Pandas を使用してフラットエンコーディングを試行します。カテゴリ別データのエンコーディングは、
カテゴリの数値表現を作成するプロセスです。たとえば、カテゴリが次の場合DogそしてCatでは、この情
報を次の 2 つのベクトルにエンコードできます。[1,0]代表するDog、および[0,1]代表するCat。
1.

[Custom Transform] (カスタム変換) セクションで、ドロップダウンリストから [Python (Pandas)] を選
択します。
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2.

コードボックスに次を入力します。
import pandas as pd
dummies = []
cols = ['pclass','sex','embarked']
for col in cols:
dummies.append(pd.get_dummies(df[col]))
encoded = pd.concat(dummies, axis=1)
df = pd.concat((df, encoded),axis=1)

3.

[Preview] (プレビュー) を選択して変更をプレビューします。各列のエンコーディングされたバージョ
ンがデータセットに追加されます。

4.

[Add] (追加) を選択して変換を追加します。

カスタム SQL: [列を選択]
次に、SQL を使用して維持する列を選択します。このデモでは、以下の SELECT ステートメントに表示さ
れる列を選択します。[survived] (生存) はトレーニングのターゲット列なので、その列を最初に配置しま
す。
1.

の中にカスタム変換セクション、選択SQL (PySpark SQL)ドロップダウンリストから。

2.

コードボックスに次を入力します。
SELECT survived, age, fare, 1, 2, 3, female, male, C, Q, S FROM df;

3.

[Preview] (プレビュー) を選択して変更をプレビューします。あなたのリストに載っている
列SELECT残りの列はステートメントだけです。

4.

[Add] (追加) を選択して変換を追加します。

Data Wrangler ノートブックにエクスポートする
データフローの作成が完了すると、いくつかのエクスポートオプションを使用できます。次のセクション
では、Data Wrangler ジョブノートブックにエクスポートする方法について説明します。Data Wrangler
ジョブは、データフローで定義されたステップを使用してデータを処理するために使用されます。すべ
てのエクスポートオプションの詳細については、「[Export] (エクスポート) (p. 835)」を参照してくださ
い。

Data Wrangler ジョブノートブックにエクスポートする
を使用してデータフローをエクスポートする場合Data Wrangler のジョブでは、プロセスによって自動
的に Jupyter ノートブックが作成されます。このノートブックは Studio インスタンスで自動的に開き、
SageMaker Data Wrangler ジョブと呼ばれる Data Wrangler データフローを実行するためのジョブを処理
します。
1.

データフローを保存します。[File] (ファイル) を選択して、[Save Data Wrangler Flow] (Data Wrangler
フローを保存) を選択します。

2.

[Export] (エクスポート) タブを選択します。

3.

データフローの最後のステップを選択します。
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4.

[Data Wrangler Job] (Data Wrangler ジョブ) を選択します。これにより、Jupyter ノートブックが開き
ます。

5.

[Kernel] (カーネル) に対していずれかの [Python 3 (Data Science)] (Python 3 (データサイエンス)) カー
ネルを選択します。

6.

カーネルが起動したら、[Processing] (処理中)] ()] ()関数を開始 SageMaker トレーニングJob (オプ
ション)。

7.

必要に応じて、次の場所でセルを実行できます。関数を開始 SageMakerトレーニングJob (オプ
ション)作成するなら SageMakerXGBoostクラシファイアをトレーニングするためのトレーニング
ジョブ。実行するコストを見つけることができます SageMaker でのトレーニングジョブアマゾン
SageMaker 料金。
または、XGBoost 分類子のトレーニング (p. 717)で見つかったコードブロックをノートブックに追
加して、XGBoost 分類子をトレーニングする XGBoost オープンソースライブラリを使用するように
実行できます。

8.

コメントを外して下のセルを実行してくださいクリーンアップそしてそれを実行して元に戻す
SageMaker Python SDK を元のバージョンに戻しました。

Data Wrangler のジョブステータスは SageMaker のコンソール処理タブ。また、Amazon を使用して
Data Wrangler のジョブをモニタリングすることもできます。 CloudWatch。詳細については、「」を参照
してください。Amazon をモニタリングする SageMaker でジョブを処理する CloudWatch ログとメトリッ
ク。
トレーニングジョブを開始した場合、次の方法でステータスを監視できます。 SageMakerコンソール] (]ト
レーニングジョブ()トレーニングセクション。

XGBoost 分類子のトレーニング
XGBoost バイナリ分類器は Jupyter ノートブックまたは Amazon を使用してトレーニングできます
SageMaker Autopilot。オートパイロットを使用すると、Data Wrangler フローから直接変換したデータに
基づいてモデルのトレーニングとチューニングを自動的に行うことができます。Autopilot の詳細について
は、「データフローに基づいてモデルを自動的にトレーニング (p. 779)」を参照してください。
Data Wrangler ジョブを開始したのと同じノートブックで、データをプルし、最小限のデータ準備で準備
されたデータを使用して XGBoost 二項分類器をトレーニングできます。
1.

まず、pip を使用して必要なモジュールをアップグレードし、_SUCCESS ファイルを削除します (こ
の最後のファイルは awswrangler の使用時に問題が発生します)。
! pip install --upgrade awscli awswrangler boto sklearn
! aws s3 rm {output_path} --recursive --exclude "*" --include "*_SUCCESS*"

2.

Amazon S3 からデータを読み取ります。awswrangler を使用して S3 プレフィックス内のすべての
CSV ファイルを再帰的に読み取ることができます。その後、データは特徴とラベルに分割されます。
ラベルはデータフレームの最初の列です。
import awswrangler as wr
df = wr.s3.read_csv(path=output_path, dataset=True)
X, y = df.iloc[:,:-1],df.iloc[:,-1]

•

最後に、DMatrices (データの XGBoost プリミティブ構造) を作成し、XGBoost 二項分類を使用し
て交差検証を実行します。
import xgboost as xgb
dmatrix = xgb.DMatrix(data=X, label=y)
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params = {"objective":"binary:logistic",'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5,
'alpha': 10}
xgb.cv(
dtrain=dmatrix,
params=params,
nfold=3,
num_boost_round=50,
early_stopping_rounds=10,
metrics="rmse",
as_pandas=True,
seed=123)

Data Wrangler をシャットダウンする
Data Wrangler の使用が終了したら、追加料金が発生しないように、実行中のインスタンスをシャットダ
ウンすることをお勧めします。Data Wrangler アプリと関連するインスタンスをシャットダウンする方法
については、「Data Wrangler をシャットダウンする (p. 867)」を参照してください。

[Import] (インポート)
アマゾンを使える SageMaker Data Wrangler (次のデータをインポートする)データソース: Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)、Amazon Athena、Amazon Redshift、Snowflake。インポートするデータ
セットには、最大 1000 列を含めることができます。
トピック
• Amazon S3 からデータをインポートする (p. 719)
• Athena からデータをインポートする (p. 723)
• Amazon Redshift からデータをインポートする (p. 726)
• Data Bricks (JDBC) からデータをインポートする (p. 730)
• Snowflake からデータをインポートする (p. 732)
• インポートされたデータストレージ (p. 754)
一部のデータソースは複数のデータ接続を追加できます。
• 複数の Amazon Redshift クラスターに接続できます。各クラスターはデータソースになります。
• アカウント内の任意の Athena データベースをクエリして、そのデータベースからデータをインポート
できます。

データソースからデータセットをインポートすると、データフローに表示されます。Data Wrangler は
データセット内の各列のデータのタイプを自動的に推測します。これらのタイプを変更するには、[Data
types] (データ型) ステップを選択し、[Edit data types] (データ型を編集) を選択します。
Athena または Amazon Redshift からデータをインポートすると、インポートされたデータは自動的に
デフォルトに保存されます。 SageMaker の S3 バケットAWSStudio を使用しているリージョン。さら
に、Athena はプレビューしたデータをこのバケットの Data Wrangler に保存します。詳細については、イ
ンポートされたデータストレージ (p. 754) を参照してください。

Important
デフォルトの Amazon S3 バケットには、バケットポリシーやサーバー側の暗号化 (SSE) などの
制限が最も大きいセキュリティ設定がないことがあります。バケットポリシーを追加して Data
Wrangler にインポートされたデータセットへのアクセスを制限することを強くお勧めします。
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Important
さらに、管理ポリシーを次の目的で使用する場合 SageMakerでは、ユースケースを実行できる、
最も制限されたポリシーに範囲を絞ることを強くお勧めします。詳細については、「IAM ロール
にData Wrangler を使用するアクセス許可を付与する (p. 852)」を参照してください。

Amazon S3 からデータをインポートする
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用して、いつでもウェブ上の任意の場所から、任
意の量のデータを格納および取得できます。シンプルかつ直感的なウェブインターフェイスの AWS
Management Console と Amazon S3 API を用いて、これらのタスクを実行できます。データセットを
ローカルに保存している場合、Data Wrangler にインポートするために S3 バケットに追加することをお勧
めします。手順については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットへのオブジェ
クトのアップロード」を参照してください。
Data Wrangler は S3 Select を使用して Data Wrangler で Amazon S3 ファイルをプレビューできるように
します。ファイルプレビューごとに標準の料金がかかります。料金の詳細については、「Amazon S3 の料
金」の「リクエストとデータ取り出し」タブを参照してください。

Important
データフローをエクスポートして Data Wrangler ジョブを起動する予定がある場合は、データを
SageMakerfeature store、または作成 SageMaker パイプライン、これらの統合では Amazon S3
入力データが同じ場所にある必要があることに注意してくださいAWSリージョン別。

Important
CSV ファイルをインポートする場合、次の要件を満たしていることを確認してください。
• データセット内のレコードは 1 行以内にします。
• 有効なエスケープ文字はバックスラッシュ (\) のみです。
• データセットは次のいずれかの区切り文字を使用する必要があります。
• カンマ – ,
• コロン – :
• セミコロン – ;
• パイプ – |
• タブ – [TAB]
スペースを節約するために、圧縮 CSV ファイルをインポートできます。
Data Wrangler では、データセット全体をインポートすることも、データセットの一部をサンプリングす
ることもできます。Amazon S3 では、以下のサンプリングオプションが用意されています。
• なし — データセット全体をインポートします。
• First K — データセットの最初の K 行をサンプリングします。K は指定した整数です。
• Randomized — 指定したサイズのサンプルをランダムに採取します。
• 層別化 — 層別化されたランダムサンプルを取ります。層別サンプルでは、列内の値比が保持されます。
データをインポートしたら、サンプリング変換を使用してデータセット全体から 1 つ以上のサンプルを抽
出することもできます。サンプリングトランスフォーマの詳細については、サンプリング (p. 812)。
1 つのファイルまたは複数のファイルをデータセットとしてインポートできます。複数のファイルのイン
ポート操作は、データセットが別々のファイルに分割されている場合に使用できます。Amazon S3 ディ
レクトリからファイルをすべて取得し、1 つのデータセットとしてインポートします。インポートできる
ファイルのタイプとインポート方法については、次のセクションを参照してください。
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Single File Import
次の形式の単一ファイルをインポートできます。
• カンマ区切り値 (CSV)
• Parquet
• JSON (JSON)
• Optimized Row Columnar (ORC)
JSON でフォーマットされたファイルの場合、データラングラーは JSON 行 (.jsonl) と JSON ドキュ
メント (.json) の両方をサポートします。データをプレビューすると、JSON が表形式で自動的に表示
されます。ネストされた JSON ドキュメントが 5 MB を超える場合、Data Wrangler は構造のスキー
マと配列をデータセットの値として表示します。を使用する構造化されたフラット化そして配列を分
解する演算子を使用して、ネストされた値を表形式で表示します。詳細については、JSON データア
ンネスト (p. 818) および 配列 (p. 819) を参照してください。
データセットを選択すると、名前を変更し、ファイルタイプを指定し、最初の行をヘッダーとして識
別したりできます。
Amazon S3 バケット内の複数のファイルに分割したデータセットを 1 つのインポートステップでイン
ポートできます。

Amazon S3 に保存した 1 つのファイルから Data Wrangler にデータセットをインポートする
には、次の手順を実行します。
1.

現在 [Import] (インポート) タブが表示されていない場合は、[Import] (インポート) を選択します。

2.

[Data Preparation] (データ準備) で [Amazon S3] を選択し、[Import S3 Data Source] (S3 データ
ソースのインポート) ビューを表示します。

3.

利用可能な S3 バケットのテーブルから、バケットを選択してインポートするデータセットに移
動します。

4.

インポートするファイルを選択します。データセットに .csv または .parquet 拡張子がない場
合、[File Type] (ファイルタイプ) ドロップダウンリストからデータタイプを選択します。

5.

CSV ファイルにヘッダーがある場合、次のチェックボックスをオンにしますヘッダーをテーブル
に追加する。

6.

[Preview] (プレビュー) テーブルを使用してデータセットをプレビューします。このテーブルには
最大 100 行が表示されます。

7.

[Details] (詳細) ペインで、データセットの [Name] (名前) と [File Type] (ファイルタイプ) を確認
または変更します。スペースが含まれる [Name] (名前) を追加すると、データセットのインポー
ト時にこれらのスペースはアンダースコアに置き換えられます。

8.

使用するサンプリング構成を指定します。

9.

[Import dataset] (データセットをインポート) を選択します。
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Multifile Import
複数のファイルをインポートする場合の要件は次のとおりです。
• ファイルは、Amazon S3 バケットと同じフォルダにある必要があります。
• ファイルは同じヘッダーを共有するか、ヘッダーがないかのどちらかでなければなりません。
各ファイルは、次のいずれかの形式である必要があります。
• CSV
• Parquet
• Optimized Row Columnar (ORC)
• JSON
次の手順に従って、複数のファイルをインポートします。

Amazon S3 ディレクトリに保存されている複数のファイルから Data Wrangler にデータセッ
トをインポートするには、次の手順を実行します。
1.

現在 [Import] (インポート) タブが表示されていない場合は、[Import] (インポート) を選択します。

2.

[Data Preparation] (データ準備) で [Amazon S3] を選択し、[Import S3 Data Source] (S3 データ
ソースのインポート) ビューを表示します。
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3.

利用可能な S3 バケットのテーブルから、インポートするフォルダを含むバケットを選択しま
す。

4.

インポートするファイルが格納されたフォルダを選択します。各ファイルは、サポートされてい
るいずれかの形式である必要があります。ファイルは同じデータ型でなければなりません。

5.

フォルダーにヘッダーを持つ CSV ファイルが含まれている場合は、横にあるチェックボックスを
オンにします最初の行はヘッダー。

6.

ファイルが他のフォルダーにネストされている場合は、横にあるチェックボックスをオンにしま
すネストされたディレクトリを含む。

7.

(オプション) を選択しますファイル名列を追加各観測のファイル名を示す列をデータセットに追
加します。

8.

(オプション) デフォルトでは、Data Wrangler はフォルダのプレビューを表示しません。青色を
選択するとプレビューを有効にできますプレビューオフボタン。プレビューには、フォルダー内
の最初の 10 ファイルのうち、最初の 10 行が表示されます。次の画像は、ネストされたディレク
トリから作成されたデータセットのプレビューをアクティブにする方法を示しています。
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9.

[Details] (詳細) ペインで、データセットの [Name] (名前) と [File Type] (ファイルタイプ) を確認
または変更します。スペースが含まれる [Name] (名前) を追加すると、データセットのインポー
ト時にこれらのスペースはアンダースコアに置き換えられます。
10. 使用するサンプリング構成を指定します。
11. [Import dataset] (データセットをインポート) を選択します。

Athena からデータをインポートする
Amazon Athena を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) から Data Wrangler にデータを
インポートします。Athena では、Amazon S3 からインポートするデータを選択する標準 SQL クエリを記
述します。詳細については、次を参照してください。Amazon Athena とは
を使用できます。AWS Management ConsoleAmazon Athena をセットアップする。クエリを実行する前
に Athena で少なくとも 1 つのデータベースを作成する必要があります。Athena の開始の詳細について
は、「」を参照してください。開始方法。
Athena はデータラングラーと直接統合されています。データラングラーの UI を離れることなく Athena
クエリを作成できます。
Data Wrangler で簡単な Athena クエリを記述するほかに、以下を使用することもできます。
• クエリ結果管理用の Athena ワークグループ ワークグループの詳細については、「」を参照してくださ
い。クエリ結果の管理 (p. 725)。
• データ保存期間を設定するためのライフサイクル設定。データ保持の詳細については、「」を参照して
ください。データ保存期間の設定 (p. 725)。

データラングラー内の Athena にクエリーを実行
Note
Data Wrangler は横串検索をサポートしていません。
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Athena で AWS Lake Formation を使用する場合、Lake Formation IAM のアクセス許可がデータベース
sagemaker_data_wrangler の IAM アクセス許可を上書きしないようにしてください。
Data Wrangler では、データセット全体をインポートすることも、データセットの一部をサンプリングす
ることもできます。Athena では、次のサンプリングオプションが用意されています。
• なし — データセット全体をインポートします。
• First K — データセットの最初の K 行をサンプリングします。K は指定した整数です。
• Randomized — 指定したサイズのサンプルをランダムに採取します。
• 層別化 — 層別化されたランダムサンプルを取ります。層別サンプルでは、列内の値比が保持されます。
次の手順は、Athena から Data Wrangler にデータセットをインポートする方法です。

Athena から Data Wrangler にデータセットをインポートするには
1.

[Import data] (データをインポート) 画面で、[Amazon Athena] を選択します。

2.

[Data Catalog] (データカタログ) で、データカタログを選択します。

3.

[Database] (データベース) ドロップダウンリストを使用して、クエリするデータベースを選択しま
す。データベースを選択すると、[Details] (詳細) の [Table] (テーブル) を使用してデータベース内のす
べてのテーブルをプレビューできます。

4.

(オプション) を選択します高度な設定。
a.

選んでワークグループ。

b.

ワークグループが Amazon S3 の出力場所を強制していない場合、またはワークグループを使用
していない場合は、次の値を指定してくださいAmazon S3 のクエリ結果の場所。

c.

(オプション) 用データ保持期間で、チェックボックスを選択してデータ保持期間を設定し、デー
タが削除されるまでのデータを保存する日数を指定します。

d.

（オプション）デフォルトでは、Data Wrangler は接続を保存します。チェックボックスを選択
解除しても、接続は保存されません。

5.

にとって例で、サンプリング方法を選択します。選択してくださいなしサンプリングをオフにする。

6.

クエリエディタにクエリを入力し、[Run] (実行) ボタンを使用して、クエリを実行します。クエリが正
常に実行されると、エディタで結果をプレビューできます。

Note
セールスフォースのデータではtimestamptzタイプ。Salesforce から Athena にインポート
したタイムスタンプ列をクエリする場合は、列のデータをtimestampタイプ。次のクエリ
は、タイムスタンプ列を正しい型にキャストします。

# cast column timestamptz_col as timestamp type, and name it as timestamp_col
select cast(timestamptz_col as timestamp) as timestamp_col from table

7.

クエリの結果をインポートするには、[Import] (インポート) を選択します。

前の手順を完了すると、クエリしてインポートしたデータセットが Data Wrangler フローに表示されま
す。
デフォルトでは、Data Wrangler は接続設定を新しい接続として保存します。データをインポートする
と、すでに指定したクエリが新しい接続として表示されます。保存された接続には、使用している Athena
ワークグループと Amazon S3 バケットに関する情報が保存されます。データソースに再び接続するとき
に、保存されている接続を選択できます。
724

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
[Import] (インポート)

クエリ結果の管理
Data Wrangler は、AWS アカウント内で Athena ワークグループを使ったクエリ結果の管理をサポート
しています。ワークグループごとに Amazon S3 出力場所を指定できます。また、クエリの出力を別の
Amazon S3 ロケーションに送ることができるかどうかも指定できます。詳細については、「ワークグルー
プを使用してクエリのアクセスとコストを制御する」を参照してください。
ワークグループが Amazon S3 のクエリ出力場所を強制するように設定されている可能性があります。こ
れらのワークグループのクエリ結果の出力場所を変更することはできません。
ワークグループを使用しない場合、またはクエリの出力場所を指定しない場合、Data Wrangler は同じ
ワークグループでデフォルトの Amazon S3 バケットを使用します。AWSAthena クエリ結果を保存する
Studio インスタンスが配置されているリージョンです。このデータベース内に一時テーブルを作成して、
クエリ出力をこの Amazon S3 バケットに移動します。これらのテーブルは、データのインポート後に削
除されますが、データベース sagemaker_data_wrangler は保持されます。詳細については、インポー
トされたデータストレージ (p. 754) を参照してください。
Athena ワークグループを使用するには、ワークグループへのアクセスを許可する IAM ポリシーを設定し
ます。使用しているクライヤーSageMaker-Execution-Roleでは、ロールにポリシーを追加することを
お勧めします。ワークグループ用の IAM ポリシーの詳細については、「」を参照してください。ワークグ
ループにアクセスするための IAM ポリシー。ワークグループポリシーの例については、「」を参照してく
ださい。ワークグループのポリシーの例。

データ保存期間の設定
Data Wrangler は、クエリ結果のデータ保持期間を自動的に設定します。結果は、保存期間が過ぎると削
除されます。たとえば、デフォルトの保存期間は 5 日間です。クエリの結果は 5 日後に削除されます。こ
の設定は、不要になったデータをクリーンアップできるように設計されています。データをクリーンアッ
プすることで、権限のないユーザーがアクセスするのを防ぎます。また、Amazon S3 にデータを保存する
コストの管理にも役立ちます。
保持期間を設定しない場合、オブジェクトを保存する期間は Amazon S3 ライフサイクル設定によって決
まります。ライフサイクル設定に指定したデータ保持ポリシーは、指定したライフサイクル設定よりも古
いクエリ結果をすべて削除します。詳細については、次を参照してください。バケットのライフサイクル
設定の指定。
Data Wrangler は S3 ライフサイクル設定を使用してデータの保持と有効期限を管理します。アマゾンを渡
さなければなりません SageMaker バケットライフサイクル設定を管理するための Studio IAM 実行ロール
権限。次の手順に従って、パーミッションを付与します。
ライフサイクル設定を管理する権限を付与するには、次の操作を行います。
1.

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

2.

[ロール] を選択します。

3.

検索バーで、Amazonを指定します SageMaker Amazon が実行ロールする SageMaker スタジオは
使っています。

4.

ロール を選択します。

5.

[アクセス権限の追加] を選択します。

6.

選択してくださいインラインポリシーを作成する。

7.

にとってサービスで、を指定しますS3そしてそれを選んでください。

8.

[]読み込みセクション、選択してくださいGetLifecycleConfiguration。

9.

[]書き込みセクション、選択してくださいPutLifecycleConfiguration。

10. にとってリソース、選択してくださいを指定します。
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11. にとってアクション、横にある矢印アイコンを選択します経営へのアクセス権。
12. 選択してくださいPutResourcePolicy。
13. にとってリソース、選択してくださいを指定します。
14. 横にあるチェックボックスを選択してくださいこのアカウント内のすべて。
15. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
16. にとって[Name] (名前)で、名前を指定します。
17. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。

Amazon Redshift からデータをインポートする
Amazon Redshift は、クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイトスケールのデータウェアハウスサー
ビスです。データウェアハウスを作成する最初のステップは、Amazon Redshift クラスターと呼ばれる一
連のノードを起動することです。クラスターをプロビジョニングした後、データセットをアップロード
し、データ分析クエリを実行できます。
Data Wrangler で 1 つ以上の Amazon Redshift クラスターに接続してクエリできます。このインポートオ
プションを使用するには、Amazon Redshift でクラスターを少なくとも 1 つ作成する必要があります。こ
の方法については、「Amazon Redshift の開始方法」を参照してください。
Amazon Redshift クエリの結果は、以下のどちらかの場所に出力できます。
• デフォルトの Amazon S3 バケット
• ユーザーが指定する Amazon S3 出力場所
データセット全体をインポートすることも、データセットの一部をサンプリングすることもできま
す。Amazon Redshift では、以下のサンプリングオプションが用意されています。
• なし — データセット全体をインポートします。
• First K — データセットの最初の K 行をサンプリングします。K は指定した整数です。
• Randomized — 指定したサイズのサンプルをランダムに採取します。
• 層別化 — 層別化されたランダムサンプルを取ります。層別サンプルでは、列内の値比が保持されます。
デフォルトのAmazon S3 バケットは同じですAWSAmazon Redshift クエリ結果を保存する Studio イ
ンスタンスが配置されているリージョンです。詳細については、「インポートされたデータストレー
ジ (p. 754)」を参照してください。
デフォルトの Amazon S3 バケットまたは指定したバケットには、次の暗号化オプションがあります。
• デフォルトAWSAmazon S3 マネージドキーを使用したサービス側の暗号化 (SSE-S3)
• AnAWS Key Management Service(AWS KMS) 指定するキー
AnAWS KMSキーは自分で作成して管理する暗号化キーです。KMS キーの詳細については、「」を参照し
てください。AWS Key Management Service。
を指定できます。AWS KMSキー ARN または自分の ARN のいずれかを使用してキーを入力しますAWSア
カウント。
IAM 管理ポリシー AmazonSageMakerFullAccess を使用する場合、Studio で Data Wrangler
を使用するロールのアクセス権限に付与するには、データベースユーザー名にプレフィックス
sagemaker_access が必要です。
次の手順では、新しいクラスターを追加する方法について説明します。
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Note
Data Wrangler は、一時認証情報で Amazon Redshift Data API を使用します。この API の詳細に
ついては、「」を参照してください。Amazon Redshift Data API の使用「Amazon Redshift マネ
ジメントガイド」を参照してください。

Amazon Redshift クラスターに接続するには
1.

[Import] (インポート) を選択します。

2.

[Add data connection] (データ接続を追加) で + を選択します。

3.

[Amazon Redshift] を選択します。

4.

Type に対する [Temporary credentials (IAM)] (一時認証情報 (IAM)) を選択します。

5.

[Connection Name] (接続名) を入力します。この名前は Data Wrangler がこの接続を識別するために
使用します。

6.

[Cluster Identifier] (クラスター識別子) を入力して、接続するクラスターを指定します。[Note:] (メモ:)
Amazon Redshift クラスターの完全なエンドポイントではなく、クラスター識別子のみを入力しま
す。

7.

を指定しますDatabase Name接続先のデータベースの。

8.

[Database User] (データベースユーザー) を入力して、データベースへの接続に使用するユーザーを特
定します。

9.

[UNLOAD IAM Role] (IAM ロールをアンロード) で、Amazon Redshift クラスターがデータを移動して
Amazon S3 に書き込むことを引き受けるロールの IAM ロール ARN を入力します。このロールの詳
細については、「」を参照してください。Amazon Redshift が他にアクセスすることを許可するAWS
ユーザーの代わりにサービスを提供する「Amazon Redshift マネジメントガイド」を参照してくださ
い。

10. [Connect] (接続) を選択します。
11. (オプション) 用Amazon S3 出力場所で、クエリ結果を保存する S3 URI を指定します。
12. (オプション) 用KMS キー ID、の ARN を指定します。AWS KMSキーまたはエイリアス。次の画像
は、いずれかのキーがどこにあるかを示していますAWS Management Console。
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以下の画像は、ここまでの手順のすべてのフィールドを示しています。

接続が正常に確立されると、その接続は [Data Import] (データをインポート) にデータソースとして表示さ
れます。このデータソースを選択して、データベースをクエリし、データをインポートします。

Amazon Redshift からデータをクエリしてインポートするには
1.

[Data Sources] (データソース) からクエリする接続を選択します。

2.

[Schema] (スキーマ) を選択します。Amazon Redshift スキーマの詳細については、「」を参照してく
ださいスキーマAmazon Redshift データベースデベロッパーガイドを参照してください。

3.

(オプション) 下高度な設定で、を指定します。例使用したい方法。

4.

クエリエディタにクエリを入力し、[選択] (クエリの選択)実行クエリを実行します。クエリが正常に実
行されると、エディタで結果をプレビューできます。

5.

[Import dataset] (データセットをインポート) を選択して、クエリされたデータセットをインポートし
ます。

6.

[Dataset name] (データセット名) を入力します。スペースが含まれる [Dataset Name] (データセット
名) を追加すると、データセットのインポート時にこれらのスペースはアンダースコアに置き換えら
れます。

7.

[Add] (追加) を選択します。
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Data Bricks (JDBC) からデータをインポートする
Databricks を Amazon のデータソースとして使用できます SageMaker Data Wrangler フロー。Databricks
からデータセットをインポートするには、JDBC (Java データベース接続) のインポート機能を使用して
Databricks データベースにアクセスします。データベースにアクセスしたら、データを取得してインポー
トする SQL クエリを指定します。
Databricks クラスターが稼働していて、そのクラスターに JDBC ドライバーが設定されていることを前提
としています。詳細については、次の Databricks ドキュメントページを参照してください。
• JDBC ドライバー
• JDBC 設定と接続パラメータ
• 認証パラメータ
Data Wrangler は JDBC URL を次の場所に格納しますAWS Secrets Manager。アマゾンを渡さなければ
なりません SageMaker Secrets Manager を使用するための Studio IAM 実行ロール権限。次の手順に従っ
て、パーミッションを付与します。
Secrets Manager に権限を付与するには、次の操作を行います。
1.

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

2.

[ロール] を選択します。

3.

検索バーで、Amazonを指定します SageMaker Amazon が実行ロールする SageMaker スタジオは
使っています。

4.

ロール を選択します。

5.

[アクセス権限の追加] を選択します。

6.

選択してくださいインラインポリシーを作成する。

7.

にとってサービスで、を指定しますシークレットマネージャーそしてそれを選んでください。

8.

にとってアクション、横にある矢印アイコンを選択します経営へのアクセス権。

9.

選択してくださいPutResourcePolicy。

10. にとってリソース、選択してくださいを指定します。
11. 横にあるチェックボックスを選択してくださいこのアカウント内のすべて。
12. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
13. にとって[Name] (名前)で、名前を指定します。
14. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
パーティションを使用すると、データをより迅速にインポートできます。パーティションにより、Data
Wrangler はデータをparallel して処理できます。デフォルトでは、Data Wrangler は 2 つのパーティショ
ンを使用します。ほとんどのユースケースでは、2 つのパーティションを使用するとほぼ最適なデータ処
理速度が得られます。
3 つ以上のパーティションを指定する場合は、データを分割する列を指定することもできます。列の値の
タイプは数値または日付でなければなりません。
パーティションは、データの構造と処理方法を理解している場合にのみ使用することをお勧めします。
データセット全体をインポートすることも、データセットの一部をサンプリングすることもできま
す。Databricks データベースの場合、次のサンプリングオプションが用意されています。
• なし — データセット全体をインポートします。
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• First K — データセットの最初の K 行をサンプリングします。K は指定した整数です。
• Randomized — 指定したサイズのサンプルをランダムに採取します。
• 層別化 — 層別化されたランダムサンプルを取ります。層別サンプルでは、列内の値比が保持されます。
次の手順に従って、Databricks データベースからデータをインポートします。
Databricks からデータをインポートするには、次の手順を実行します。
1.

サインするアマゾン SageMakerコンソール。

2.

選択してくださいスタジオ。

3.

[Launch app] (アプリを起動) を選択します。

4.

ドロップダウンメニューから、「」を選択します。スタジオ。

5.

From 元データのインポートData Wrangler フローのタブで、[選択]データソースの追加。

6.

選択Dabricks (JDBC)。

7.

以下のフィールドを指定します。
• データセット名— Data Wrangler フロー内のデータセットに使用する名前。
• ドライバー–com.simba.spark.jdbc.driver。
• JDBC URL— データブリックスデータベースの URL。URL のフォーマットは Databricks インス
タンスによって異なる場合があります。URL の検索と URL 内のパラメータの指定については、
を参照してください。JDBC 設定と接続パラメータ。URL をフォーマットする方法の例を以下に
示します:jdbc: spark://aws-sagemaker-datawrangler.cloud.databricks.com: 443/デフォルト; トラ
ンスポートモード=HTTP; ssl=1; httpPath=SQL/Protocolv1/O/3122619508517275/0909-200301CUT318;AuthMech=3; UID=####; PWD=personal-access-token。

Note
JDBC URL 自体を指定する代わりに、JDBC URL を含むシークレットの ARN を指
定できます。シークレットには、次の形式のキーと値のペアを含める必要がありま
す。jdbcURL:JDBC-URL。 詳細については、次を参照してください。Secrets Manager
とは。
8.

SQL SELECT ステートメントを指定します。
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Note
Data Wrangler は、クエリ内の共通テーブル表現 (CTE) または一時テーブルをサポートして
いません。
9.

にとって例で、サンプリング方法を選択します。

10. [実行する] を選択します。
11. (オプション) の場合プレビュー、ギアを選択して開きますパーティションの設定。
追加設定用のギアは右端にありますプレビュータイトル.
•

パーティション数を指定します。パーティションの数を指定すると、列ごとにパーティション化
できます。
• パーティションの数を入力してください— 2 より大きい値を指定します。
• (オプション)列ごとの分割— 以下のフィールドを指定します。に値を指定した場合にのみ、列
単位で分割できます。パーティションの数を入力してください。
• 列を選択— データパーティションに使用している列を選択します。列のデータ型は、数値ま
たは日付である必要があります。
• Upper Bound— 指定した列の値から、上限はパーティションで使用している値です。指定し
た値によって、インポートするデータは変更されません。インポートの速度にのみ影響しま
す。最高のパフォーマンスを得るには、列の最大値に近い上限を指定してください。
• [Lower]— 指定した列の値から、下限はパーティションで使用している値です。指定した値に
よって、インポートするデータは変更されません。インポートの速度にのみ影響します。最
高のパフォーマンスを得るには、列の最小値に近い下限を指定してください。

12. [Import] (インポート) を選択します。

Snowflake からデータをインポートする
Snowflake は、「」でデータソースとして使用できます。 SageMaker Snowflake で機械学習用にデータを
準備するData Wrangler。
Data Wrangler のデータソースとして Snowflake を使用すると、コードを 1 行も記述せずに Snowflake に
迅速かつ接続できます。また、Snowflake のデータを Amazon S3 に保存されているデータや、Amazon
Athena と Amazon Redshift を介してクエリされたデータと結合して、機械学習用のデータを準備できま
す。
接続すると、Snowflake に保存されているデータをインタラクティブにクエリしたり、300 以上の事前設
定された事前設定された堅牢な一連のビジュアライゼーションテンプレートを使用してデータを変換した
り、潜在的なエラーや極端な値を特定したり、事前設定された堅牢な一連のビジュアライゼーションテン
プレートを使用してデータを特定し、潜在的なエラーや極端な値を特定したり、潜在的なエラーや極端な
値を特定したり、事前設定された堅牢な一連のビジュアライゼーションテンプレートを使用して準備ワー
クフロー、およびモデルを本番環境にデプロイする前に問題を診断します。最後に、データ準備ワークフ
ローを Amazon S3 にエクスポートして、他のユーザーで使用できます。 SageMaker アマゾンなどの機
能 SageMaker Autopilot、Amazon SageMaker Feature Store と Amazon SageMaker Pipelines のモデル構
築。
クエリの出力は、AWS Key Management Service作成したキー。の詳細については、「AWS KMS」を参
照してください。AWS Key Management Service

管理者ガイド
Important
きめ細かいアクセスコントロールとベストプラクティスの詳細については、「セキュリティアク
セスコントロール」を参照してください。
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このセクションは、内部からSnowflake へのアクセスを設定するSnowflake 管理者向けです。 SageMaker
Data Wrangler

Important
Snowflake 内のアクセスコントロールの管理とモニタリングを行うのは管理者です。これには、
ユーザーがアクセスできるデータ、ユーザーが使用できるストレージの統合、ユーザーが実行
できるクエリが含まれます。Data Wrangler が Snowflake に関してアクセスコントロールのレイ
ヤーを追加することはありません。

Important
モニタリング権限を付与すると、ユーザーはオブジェクト内の詳細 (クエリやウェアハウス内での
使用など) を表示できるようになることに注意してください。

Data Wrangler で Snowflake を設定する
Snowflake からデータをインポートするには、Snowflake 管理者が Amazon S3 を使用してData Wrangler
からのアクセスを設定する必要があります。
この機能は現在、オプトインリージョンでは使用できません。
アクセスを設定するには、次の手順に従います。
1.

S3 バケットのアクセス許可を設定します。
AWS アクセスコントロール要件
Snowflake では、ディレクトリ内のファイルにアクセスするには、S3 バケットとディレクトリに対し
て次のアクセス許可が必要です。
• s3:GetObject
• s3:GetObjectVersion
• s3:ListBucket
• s3:ListObjects
• s3:GetBucketLocation
IAM ポリシーを作成する
次の手順では、でSnowflake のアクセス許可を設定する方法について説明します。AWSS3 バケット
を使用してデータをロードおよびアンロードできるマネジメントコンソール:
• AWS マネジメントコンソールにログインします。
• ホームダッシュボードから、[」を選択します。IAM。
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• [Policies] (ポリシー) を選択します。
• [Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。

• [JSON] タブを選択します。
• Snowflake から S3 バケットとディレクトリへのアクセスを可能にするポリシードキュメントを追
加します。
次のポリシー (JSON 形式) は、1 つのバケットとディレクトリパスを使用してデータをロードお
よびアンロードするために必要なアクセス許可を Snowflake に提供します。必ず交換してくださ
いbucketそしてprefix実際のバケット名とディレクトリパスのプレフィックスを使用します。
# Example policy for S3 write access
# This needs to be updated
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{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket/prefix/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket/",
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": ["prefix/*"]
}
}
}
]
}

• [Next: (次へ:)] を選択します タグ
• [Next: (次へ:)] を選択します 確認.
ポリシー名を入力します (例:snowflake_access) とオプションの説明。[Create policy] (ポリシー
を作成) を選択します。

2.

AWS で IAM ロールを作成します。

3.

Snowflake でクラウドストレージの統合を作成します。

4.

Snowflake アカウントの AWS IAM ユーザーを取得します。

5.

IAM ユーザーにバケットへのアクセス許可を付与します。

6.

データサイエンティストの Snowflake ロールの使用アクセス許可をストレージの統合に付与します。
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• Snowflake コンソールで、GRANT USAGE ON INTEGRATION integration_name TO
snowflake_role; を実行します。
• integration_name は、ストレージの統合の名前です。
• snowflake_role はデータサイエンティストユーザーに付けられたデフォルトの Snowflake
ロールの名前です。

データサイエンティストへの情報提供
アマゾンからSnowflakeにアクセスするために必要な情報をデータサイエンティストに提供します
SageMaker Data Wrangler
1.

データサイエンティストが Snowflake にアクセスできるようにするには SageMaker Data Wrangler さ
ん、次のいずれかを提供します。
• Snowflake アカウント名、ユーザー名、パスワード。
• でつくった秘密AWSシークレットマネージャーそしてシークレットの ARN このオプションを選択
する場合は、次の手順を使用して Snowflake のシークレットを作成します。

Important
データサイエンティストがSnowflake認証情報（ユーザー名とパスワード）Snowflake
に接続するオプション、使用できますシークレットマネージャーシークレットに認証
情報を格納します。Secrets Manager は、ベストプラクティスのセキュリティ計画の
一環としてシークレットをローテーションします。Secrets Manager で作成されたシー
クレットは、Studio ユーザープロファイルを設定するときに設定された Studio ロー
ルでのみアクセスできます。これを進めるには、この権限を追加する必要がありま
す。secretsmanager:PutResourcePolicy、Studio ロールに添付されたポリシーに追
加します。
Studio ユーザーのグループごとに異なるロールを使用するようにロールポリシーのスコー
プを設定することを強くお勧めします。Secrets Manager シークレットには、リソース
ベースのアクセス許可を追加できます。使用できる条件キーについては、「シークレット
ポリシーを管理する」を参照してください。
シークレットの作成方法については、「」を参照してください。シークレットを作成す
る。作成したシークレットの分が課金されます。
2.

ステップ 3 で作成したストレージの統合の名前をデータサイエンティストに提供しま
す。Snowflake でクラウドストレージの統合を作成します。これは新しいインテグレーションの名前
で、integration_name()CREATE INTEGRATION次のスニペットは、実行した SQL コマンド

CREATE STORAGE INTEGRATION integration_name
TYPE = EXTERNAL_STAGE
STORAGE_PROVIDER = S3
ENABLED = TRUE
STORAGE_AWS_ROLE_ARN = 'iam_role'
[ STORAGE_AWS_OBJECT_ACL = 'bucket-owner-full-control' ]
STORAGE_ALLOWED_LOCATIONS = ('s3://bucket/path/', 's3://bucket/path/')
[ STORAGE_BLOCKED_LOCATIONS = ('s3://bucket/path/', 's3://bucket/path/') ]

データサイエンティストガイド
このセクションでは、内から Snowflake データウェアハウスにアクセスする方法について説明します。
SageMakerデータラングラーと、Data Wrangler 機能を使用する方法について説明します。
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Important
[Note:] (メモ:) Snowflake で Data Wrangler を使用する前に、管理者は前のセクションで設定され
た管理者ガイドに従って設定を行う必要があります。
以下の手順に従って Amazon を開きます。 SageMaker Studio を使用して、実行中のバージョンを確認し
てください。
Studio を開いてバージョンを確認するには、次の手順を参照してください。
1.

の手順を使用してください前提条件 (p. 707)アマゾン経由でデータラングラーにアクセスするには
SageMaker Studio.

2.

Studio の起動に使用するユーザーの横で、アプリを起動する。

3.

選択してくださいスタジオ。

4.

Studio がロードされたら、ファイル、次に新規、そしてターミ元。

5.

Studio を起動したら、ファイル、次に新規、そしてターミ元。

6.

cat /opt/conda/share/jupyter/lab/staging/yarn.lock | grep -A 1 "@amzn/
sagemaker-ui-data-prep-plugin@" を入力して、Studio インスタンスのバージョンを印刷しま
す。Snowflake を使用するには、Studio バージョン 1.3.0 が必要です。
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次の手順を使用して、バージョン 1.3.0 以降を実行していることを確認します。
Studio のバージョンを確認するには、次の手順を実行します。
1.

このバージョンがない場合は、Studio のバージョンを更新してください。これを行うには、Studio
ウィンドウを閉じて、SageMaker スタジオコンソール。

2.

次に、Studio へのアクセスに使用しているユーザーを選択し、アプリを削除する。削除が完了したら
[Open Studio] (Studio を開く) を選択して Studio を再度起動します。

3.

ステップ 3 をもう一度実行して、Studio のバージョンが 1.3.0 であることを確認します。

次の手順に従って、Snowflake に接続します。
1.

Data Wrangler 内から新しいデータフローを作成する
Studio 内から Data Wrangler にアクセスし、バージョン 1.3.0 であることを確認したら、[ML tasks
and components] (ML タスクとコンポーネント)の下にある [New data flow] (新しいデータフロー) カー
ドで [+] 記号を選択します。これにより、Studio に新しいディレクトリが作成され、その中にデータ
フローが含まれる .flow ファイルが格納されます。Studio で .flow ファイルが自動的に開きます。
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または、を選択して、新しいフローを作成することもできますファイル、次に新規、そして選ぶフ
ロー。

Studio で新しい .flow ファイルを作成すると、Data Wrangler インターフェイスの上部に次のメッセー
ジが表示されます。
Connecting to engine (エンジンに接続しています)
Establishing connection to engine... (エンジンへの接続を確立しています...)

739

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
[Import] (インポート)

2.

Snowflake Connect する。
Data Wrangler 内から Snowflake に接続するには、2 つの方法があります。2 つの方法のいずれかを選
択するのみで済みます。
1. Data Wrangler で Snowflake の認証情報 (アカウント名、ユーザー名、パスワード) を指定します。
2. シークレットの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

Important
Snowflake の認証情報または ARN がない場合は、管理者に連絡してください。管理者は、前
述した方法のうち Snowflake への接続に使用する方法を指定する場合があります。
の起動インポートデータ画面と最初の選択データソースの追加ドロップダウンメニューから、[選択]
(選択)スノーフレーク。次のスクリーンショットは、Snowflake オプションの場所を示しています。

認証方法を選択します。このステップでは、前述したように、Snowflake の認証情報または ARN 名を使用
できます。二つのうちの一つは管理者から提供されます。
次に、両方の認証方法について説明し、それぞれのスクリーンショットを提供します。
1. Snowflake の認証情報オプション
を選択します。基本[[ユーザー名とパスワード)] オプション認証方法ドロップダウンリスト。次に、次
のフィールドに認証情報を入力します。
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• ストレージ統合: ストレージの統合の名前を指定してください。この名前は管理者が指定します。
• Snowflake アカウント名: Snowflake アカウントのフルネーム。
• ユーザー名: Snowflake アカウントのユーザー名。
• パスワード: Snowflake アカウントのパスワード。
• 接続名: お好みの接続名を選択してください。
• (オプション)KMS キー ID: 選択してくださいAWS KMS keySnowflake クエリの出力を暗号化
します。の詳細については、「AWS Key Management Service」を参照してください。https://
docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.htmlを指定しない場合AWS KMSデータラ
ングラーはデフォルトの SSE-KMS 暗号化方式を使用しています。
[Connect] (接続) を選択します。
次のスクリーンショットは、これらのフィールドに入力する方法を示しています。

2. ARN オプション
以下から ARN オプションを選択します。認証方法ドロップダウンリスト。次に、以下に ARN 名を
入力しますSecrets Manager ARNそしてあなたのストレージ統合、管理者から提供されます。KMS
キーを作成した場合、その ID を指定できます。KMS キー ID。の詳細については、「AWS Key
Management Service」を参照してください。https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/
overview.htmlの作成接続名を選択します。接続次のスクリーンショットを参照。
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3. この時点でのワークフローは、Snowflake アカウントを Data Wrangler に接続してから、データに対し
ていくつかのクエリを実行し、最後に Data Wrangler を使用してデータ変換を実行することです。
以下のステップは、Data Wrangler 内からのインポートとクエリのステップについて説明します。
Snowflake接続を作成すると、Snowflake からデータをインポートする次のスクリーンショットのよう
な、画面。

ここからウェアハウスを選択します。必要に応じて、データベースとスキーマを選択することもできま
す。その場合、書き込まれたクエリでそれらを指定する必要があります。データベースとスキーマがド
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ロップダウンリストに表示されている場合、書き込まれたクエリでデータベース名とスキーマ名を指定
する必要はありません。
Snowflake アカウントのスキーマとテーブルが左側のパネルに表示されます。これらのエンティティを
選択して展開できます。特定のテーブルを選択する場合は、各テーブル名の右側にある目のアイコンを
選択してテーブルをプレビューします。

Important
タイプの列を含むデータセットをインポートする場合TIMESTAMP_TZまた
はTIMESTAMP_LTZ、追加::stringクエリの列名に移動します。詳細については、次を参照
してください。ハウツー: TIMESTAMP_TZ データと TIMESTAMP_LTZ データを Parquet ファ
イルにアンロードします。
次のスクリーンショットは、データウェアハウス、データベース、スキーマのパネルと、テーブルをプ
レビューできる目のアイコンを示しています。[Preview Table] (プレビューテーブル) アイコンを選択す
ると、そのテーブルのスキーマプレビューが生成されます。テーブルをプレビューするには、ウェアハ
ウスを選択する必要があります。

データウェアハウス、データベース、スキーマを選択すると、クエリを書き込んで、それらを実行でき
るようになります。クエリの出力は次のようになります。クエリ結果次のスクリーンショットを参照。
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クエリの出力が決まったら、クエリの出力を Data Wrangler フローにインポートして、データ変換を実
行できます。
これを行うには、インポート、t次に、名前を指定してGo次のスクリーンショットを参照。
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ここから、[Data flow] (データフロー) 画面に移動し、次のスクリーンショットに示すようにデータ変換
を準備します。
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AWS PrivateLink 経由の Data Wrangler とスノーフレーク間のプライベート接続
このセクションでは、使用方法について説明します。AWS PrivateLinkData Wrangler とスノーフレーク間
にプライベート接続を確立するため。次の手順に従って、これ以降のセクションで説明します。

VPC を作成する
VPC が設定されていない場合、新しい VPC を作成する手順に従います。
プライベート接続の確立に使用する VPC を選択したら、次の認証情報を Snowflake 管理者に提供して
AWS PrivateLink を有効にします。
• VPC ID
• AWS アカウント ID
• Snowflake へのアクセスに使用する対応するアカウント URL

Important
Snowflake のドキュメントに記載されているように、Snowflake アカウントの有効化には最長 2
営業日かかる場合があると記載されています。

Snowflake AWS PrivateLink 統合を設定する
後AWS PrivateLinkがアクティブになったら、取得してくださいAWS PrivateLinkSnowflake ワークシート
で次のコマンドを実行し、リージョンの設定を行います。Snowflakeコンソールにログインし、下に以下
を入力しますワークシート:select SYSTEM$GET_PRIVATELINK_CONFIG();
1. 結果の JSON オブジェクトから privatelink-account-name、privatelink_ocspurl、privatelink-account-url、privatelink_ocsp-url の値を取得します。次のスニペット
は、それぞれの値を示しています。後で使用するためにこれらの値を保存します。
privatelink-account-name: xxxxxxxx.region.privatelink
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privatelink-vpce-id: com.amazonaws.vpce.region.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx
privatelink-account-url: xxxxxxxx.region.privatelink.snowflakecomputing.com
privatelink_ocsp-url: ocsp.xxxxxxxx.region.privatelink.snowflakecomputing.com

2. AWS コンソールに切り替えて、VPC メニューに移動します。
3. 左側のパネルから、[エンドポイントに移動するためのリンクVPC エンドポイントセットアップ。
そこに着いたら、選択してくださいエンドポイントの作成。
4. 次のラジオボタンを選択します。サービスを名前で検索次のスクリーンショットを参照。

5. の中にサービス名フィールドに、次の値を貼り付けますprivatelink-vpce-id前のステップで取得し
て選択した検証。
接続に成功すると、次のような緑色のアラートが表示されますサービス名が見つかりましたが画面に表
示され、VPCそしてサブネット次のスクリーンショットに示すように、オプションは自動的に展開され
ます。ターゲットのリージョンによっては、結果の画面に別のリージョンが表示されることがあります
AWSリージョン名

6. Snowflake に送信した ID と同じ VPC ID をVPCドロップダウンリスト。
7. サブネットをまだ作成していない場合は、サブネットの作成に関する次の一連の設定手順を実行しま
す。
8. 選択サブネットからのVPCドロップダウンリスト。次に、を選択します。サブネットを作成するプロン
プトに従って VPC にサブセットを作成します。Snowflake を送信した VPC ID を選択してください。
9. []セキュリティグループの設定で、を選択します新しいセキュリティグループの作成デフォルトを開く
にはセキュリティグループ画面が新しいタブに表示されます。この新しいタブで、t を選択しますセ
キュリティグループの作成。
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10.新しいセキュリティグループの名前を指定します (例:datawrangler-doc-snowflakeprivatelink-connection) と説明。前のステップで使用した VPC ID を選択してください。
11.VPC 内からこの VPC エンドポイントへのトラフィックを許可するために、2 つのルールを追加しま
す。
以下の VPC に移動しますあなたの別のタブで、VPC の CIDR ブロックを取得します。次に選択し
てくださいルールの追加()インバウンドルールセクション。選択HTTPSタイプについては、そのま
まにしておきますソースなのでCustomフォームに入力し、前のコードから取得した値を貼り付けま
すdescribe-vpcs電話 (など)10.0.0.0/16).
12.[Create Security Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。の取得セキュリティグループ
ID新しく作成されたセキュリティグループ (など) からsg-xxxxxxxxxxxxxxxxx).
13.の中にVPC エンドポイント設定画面で、デフォルトのセキュリティグループを削除します。検索フィー
ルドにセキュリティグループ ID を貼り付け、チェックボックスをオンにします。

14.選択エンドポイントの作成。
15.エンドポイントが正常に作成されると、VPC ID で指定された VPC エンドポイント設定へのリンクを含
むページが表示されます。リンクを選択して設定をすべて表示します。

DNS 名リストの一番上のレコードを取得します。リージョン名のみが含まれるため、他の DNS 名と区
別できます (例:us-west-2)、アベイラビリティーゾーンの文字表記なし (など)us-west-2a). 後で使
用するためにこの情報を保存します。

VPC で Snowflake エンドポイントの DNS を設定する
このセクションでは、VPC で Snowflake エンドポイントの DNS を設定する方法について説明します。こ
れにより、VPC で Snowflake へのリクエストを解決できるようになりますAWS PrivateLinkエンドポイン
ト。
1. AWS コンソール内で Route 53 メニューに移動します。
2. を選択します。ホストゾーンオプション (必要な場合は、左側のメニューを展開してこのオプションを
探してください)。
3. [Create Hosted Zone] を選択します。
a. の中にドメイン名フィールドで、保存された値を参照してくださいprivatelink-account-url前
のステップで。このフィールドでは、Snowflake アカウント ID が DNS 名から削除され、リージョン
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識別子で始まる値のみが使用されます。あるリソースレコードセットサブドメイン用に後で作成され
ます (例:)region.privatelink.snowflakecomputing.com。
b. 次のラジオボタンを選択します。プライベートホストゾーン()タイプセクション。お住まいの地域
コードはそうではないかもしれませんus-west-2。Snowflake から返された DNS 名を参照します。

c. の中にホストゾーンに関連付ける VPCセクションで、VPC が配置されているリージョンと、前のス
テップで使用した VPC ID を選択します。

d. [ホストゾーンの作成] を選択します。
4. 次に、2 つのレコードを作成します。1 つはprivatelink-account-url1 つ
はprivatelink_ocsp-url。
• の中にホストゾーンメニュー、選択レコードセットの作成。
a. []レコード名、Snowflake アカウント ID (の最初の8文字) のみを入力しますprivatelinkaccount-url).
b. []レコードタイプで、を選択しますCNAME。
c. []Valueで、の最後のステップで取得したリージョン別 VPC エンドポイントの DNS 名を入力しま
す。Snowflake をセットアップするAWS PrivateLinkIntegrationセクション。
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d. [Create records] (レコードを作成) を選択します。
e. OCSP レコードについて、前述の手順を繰り返します。privatelink-ocsp-url[Starter]ocspレ
コード名の 8 文字の Snowflake ID（など）ocsp.xxxxxxxx).

VPC の Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントを設定する
このセクションでは、VPC の Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントを設定する方法について説
明します。
1. AWS コンソール内で Route 53 メニューに移動します。
• 左側のパネルでは、セキュリティセクションで、セキュリティグループオプション。
2. [Create Security Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。
• セキュリティグループの名前を指定します (例:datawranger-doc-route53-resolver-sg) と説
明。
• 前のステップで使用した VPC ID を選択します。
• VPC CIDR ブロック内から UDP 経由と TCP 経由の DNS 経由の DNS を許可するルールを作成しま
す。
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• [Create Security Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。注意するセキュリティグルー
プ IDVPC エンドポイントセキュリティグループへのトラフィックを許可するルールを追加するため
です。
3. AWS コンソール内で Route 53 メニューに移動します。
• の中にリゾルバーセクションで、インバウンドエンドポイントオプション。
4. 選択してくださいインバウンドエンドポイントの作成。
• エンドポイント名を指定します。
• From 元リージョン内の VPCドロップダウンリストで、前のすべてのステップで使用した VPC ID を
選択します。
• の中にこのエンドポイントのセキュリティグループドロップダウンリストで、このセクションのス
テップ 2 からセキュリティグループ ID を選択します。

• の中にIP アドレスセクションで、アベイラビリティーゾーンを選択し、サブネットを選択し、無線セ
レクタは自動的に選択された IP アドレスを使用しますIP アドレスごとに選択されます。
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• [Submit] (送信) を選択します。
5. を選択します。インバウンドエンドポイント作成後。
6. インバウンドエンドポイントが作成されたら、Resolver の 2 つの IP アドレスを書き留めます。

SageMaker VPC エンドポイント
このセクションでは、以下の VPC エンドポイントを作成する方法について説明します。アマゾン
SageMaker Studio SageMaker ノートブック SageMaker API、 SageMaker ランタイム、および Amazon
SageMaker Feature Store ランタイム
すべてのエンドポイントに適用されるセキュリティグループを作成する
1. AWS コンソールで EC2 メニューに移動します。
2. の中にネットワークとセキュリティセクションで、セキュリティグループオプション。
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3. [セキュリティグループの作成] を選択します。
4. セキュリティグループの名前と説明を入力します (例:datawrangler-doc-sagemaker-vpce-sg). か
らの HTTPS 経由のトラフィックを許可するルールが後で追加されます SageMaker このグループに。

エンドポイントの作成
1. AWS コンソールで VPC メニューに移動します。
2. を選択します。エンドポイントオプション。
3. [エンドポイントの作成] を選択します。
4. に名前を入力してサービスを検索します検索。
5. From 元VPCドロップダウンリストで、Snowflake が含まれる VPC を選択しますAWS PrivateLink接続
が存在します。
6. の中にサブネットセクションで、Snowflake にアクセスできるサブネットを選択します PrivateLink 接
続。
7. からの脱退DNS 名を有効化チェックボックスがオンになっています。
8. の中にセキュリティグループセクションで、前のセクションで作成したセキュリティグループを選択し
ます。
9. [エンドポイントの作成] を選択します。

Studio とData Wrangler の設定
このセクションでは、Studio とData Wrangler を設定する方法について説明します。
1. セキュリティグループを設定します。
a. [Amazon EC2] (Amazon EC2) メニューに移動します。AWSコンソール.
b. を選択します。セキュリティグループのオプションネットワークとセキュリティセクション。
c. [Create Security Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。
d. セキュリティグループの名前と説明を入力します (例:datawrangler-doc-sagemaker-studio).
e. 次のインバウンドルールを作成します。
• Snowflake 用にプロビジョニングしたセキュリティグループへの HTTPS 接続 PrivateLink で作成
した接続Snowflake をセットアップする PrivateLink Integrationステップ
• Snowflake 用にプロビジョニングしたセキュリティグループへの HTTP 接続 PrivateLink で作成し
た接続Snowflake をセットアップする PrivateLink 統合ステップ。
• のステップ 2 で作成した Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントセキュリティグループへ
の UDP および TCP (ポート 53)。VPC の Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントを設定
する。
f. 選択してくださいセキュリティグループの作成右下隅にあるボタン。
2. Studio を設定します。
• に移動します。 SageMaker のメニューAWSコンソール。
• 左側のコンソールから、[SageMakerスタジオオプション。
• ドメインが設定されていない場合、「」使用開始メニューはあります。
• を選択します。標準セットアップからのオプション使用開始メニュー.
• []認証方法で、を選択しますAWSIdentity and Access Management (IAM)。
• From 元アクセス許可メニューで、ユースケースに応じて、新しいロールを作成することも、既存の
ロールを使用することもできます。
• 選択内容新しいロールの作成では、S3 バケット名を指定するオプションが表示され、ポリシーが
生成されます。
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• アクセスが必要な S3 バケットへのアクセス許可を持つロールがすでに作成されている場合、ド
ロップダウンリストからロールを選択します。このロールにはAmazonSageMakerFullAccessそ
れに付随するポリシー。
• を選択します。ネットワークとストレージVPC、セキュリティ、サブネットを設定するドロップダウ
ンリスト SageMakerを使用します。
• []VPC、Snowflake が含まれる VPC を選択します。 PrivateLink 接続が存在します。
• []サブポイント、Snowflakeにアクセスできるサブネットを選択します PrivateLink接続。
• []Studio ネットワークアクセスで、を選択しますVPC のみ。
• []セキュリティグループで、ステップ 1 で作成したセキュリティグループを選択します。
• [Submit] (送信) を選択します。
3. の編集 SageMaker セキュリティグループ
• 次のインバウンドルールを作成します。
• によって自動的に作成されたインバウンドおよびアウトバウンド NFS セキュリティグループへの
ポート 2049 SageMaker ステップ 2 で (セキュリティグループ名には Studio ドメイン ID が含まれ
ます)。
• すべての TCP ポートへのアクセス (次の場合に必要 SageMakerVPC のみ)。
4. VPC エンドポイントセキュリティグループを編集します。
• [Amazon EC2] (Amazon EC2) メニューに移動します。AWSコンソール。
• 前のステップで作成したセキュリティグループを探します。
• ステップ 1 で作成したセキュリティグループからの HTTPS トラフィックを許可するインバウンド
ルールを追加します。
5. ユーザープロファイルを作成します。
• From 元SageMaker Studio コントロールパネル、選択してくださいユーザーの追加。
• ユーザー名を指定します。
• [Execution Role] (実行ロール) に対して、新しいロールを作成するか、既存のロールを使用するか選
択します。
• 選択内容新しいロールの作成では、Amazon S3 バケット名を指定するオプションが表示され、ポ
リシーが生成されます。
• Amazon S3 バケットへのアクセス許可を持つロールがすでに作成されており、アクセスが必要な
Amazon S3 バケットへのアクセス許可を持つロールがすでに作成されている場合、ドロップダウ
ンリストからロールを選択します。このロールにはAmazonSageMakerFullAccessそれに付随す
るポリシー。
• [Submit] (送信) を選択します。
6. データフローを作成します (前のセクションで説明したデータサイエンティストガイドに従ってくださ
い)。
• Snowflake 接続を追加する場合は、値を入力しますprivatelink-account-nameFromスノーフ
レークをセットアップする PrivateLinkIntegrationステップ) にSnowflakeアカウント名（英数字）プ
レーンなSnowflakeアカウント名の代わりにフィールドを使用します。他のすべては変更しません。

インポートされたデータストレージ
Important
セキュリティベストプラクティスを実行して Amazon S3 バケットの保護に関するベストプラク
ティスに従うことを強くお勧めします。
Amazon Athena または Amazon Redshift からデータをクエリすると、クエリされたデータセットは自
動的に Amazon S3 に保存されます。データはデフォルトで格納されます SageMaker の S3 バケット
AWSStudio を使用しているリージョン。
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S3 バケットの命名規則が使用されます。sagemaker-region-account number。 例えば、アカウン
ト番号が 111122223333 で、で Studio を使用しているとします。us-east-1、インポートされたデータ
セットは次の場所に格納されますsagemaker-us-east-1-111122223333。
Data Wrangler フローはこの Amazon S3 データセットの場所に依存するため、依存フローを使用し
ている間は Amazon S3 でこのデータセットを変更しないでください。この S3 の場所を変更して、
データフローを引き続き使用する場合、.flow ファイル内の trained_parameters にあるすべての
オブジェクトを削除する必要があります。これを行うには、Studio から、.flow ファイルをダウンロー
ドし、trained_parameters の各インスタンスに対するすべてのエントリを削除します。完了した
ら、trained_parameters を空の JSON オブジェクトにする必要があります。
"trained_parameters": {}

データを処理するためにデータフローをエクスポートして使用する場合、エクスポートする .flow ファイル
は Amazon S3 でこのデータセットを参照します。詳細については、以下のセクションを参照してくださ
い。

Amazon Redshift インポートストレージ
Data Wrangler は、クエリから生成されたデータセットをデフォルトの Parquet ファイルに保存します。
SageMaker S3 バケット
このファイルは、プレフィックス (ディレクトリ) が redshift/uuid/data/ の下に保存されます。ここ
で、uuid は、クエリごとに作成される一意の識別子です。
たとえば、デフォルトのバケットがの場合sagemaker-us-east-1-111122223333、Amazon Redshift
からクエリされた単一のデータセットは s3://にありますsagemaker-us-east-1-111122223333/レッドシフ
ト/UUUUID/データ/。

Amazon Athena インポートストレージ
Athena データベースをクエリしてデータセットをインポートすると、Data Wrangler はデータセットとそ
のデータセットのサブセット、またはプレビューファイルを Amazon S3 に保存します。
[Import dataset] (データセットをインポート) を選択してインポートするデータセットは、Parquet 形式で
Amazon S3 に保存されます。
Athena のインポート画面で [Run] (実行) を選択するとプレビューファイルが CSV 形式で書き込まれ、ク
エリしたデータセットから最大 100 行が含められます。
クエリするデータセットは、プレフィックス (ディレクトリ)が athena/uuid/data/ の下にあり、ここ
で、uuid は、クエリごとに作成される一意の識別子です。
たとえば、デフォルトのバケットがの場合sagemaker-us-east-1-111122223333、Athena からク
エリされた 1 つのデータセットはs3://sagemaker-us-east-1-111122223333/athena/UUUUID/
data/example_dataset.parquet。
Data Wrangler でデータフレームをプレビューするために保存されるデータセットのサブセットは、プレ
フィックス athena/ の下に保存されます。

Data Wrangler フローを作成して使用する
使用アイテム Amazon SageMaker Data Wrangler フロー、またはデータフロー、データ準備パイプライン
を作成および変更します。データフローは、データセット、変換、分析、または、パイプラインを定義す
るために作成して使用できるステップを接続します。

インスタンス
Amazon でデータラングラーフローを作成する場合 SageMaker Studio、Data Wrangler は Amazon
EC2 インスタンスを使用してフロー内の分析と変換を実行します。デフォルトでは、Data Wrangler は
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m5.4xlarge インスタンスを使用します。m5 インスタンスは、コンピューティングとメモリのバランスを
とる汎用インスタンスです。m5 インスタンスはさまざまなコンピューティングワークロードに使用でき
ます。
Data Wrangler には、r5 インスタンスを使用するオプションもあります。r5 インスタンスは、メモリ内の
大きなデータセットを処理する高速なパフォーマンスを実現するように設計されています。
ワークロードに合わせて最適化されたインスタンスを選択することをお勧めします。たとえば、r5.8xlarge
は m5.4xlarge よりも価格が高いかもしれませんが、r5.8xlarge の方がワークロードに合わせて最適化され
ている可能性があります。より最適化されたインスタンスでは、データフローをより短時間で低コストで
実行できます。
次の表は、Data Wrangler フローの実行に使用できるインスタンスを示しています。
スタンダードインスタンス

vCPU

メモリ

ml.m5.4xlarge

16

64 GiB

ml.m5.8xlarge

32

128 GiB

ml.m5.16xlarge

64

256 GiB

ml.m5.24xlarge

96

384 GiB

r5.4xlarge

16

128 GiB

r5.8xlarge

32

256 GiB

r5.24xlarge

96

768 GiB

r5 インスタンスの詳細については、「Amazon EC2 R5 インスタンス。m5 インスタンスの詳細について
は、「Amazon EC2 M5 インスタンス。
各データラングラーフローには、Amazon EC2 インスタンスが関連付けられています。1 つのインスタン
スに関連付けられているフローが複数ある場合があります。
フローファイルごとに、インスタンスタイプをシームレスに切り替えることができます。インスタンスタ
イプを切り替えても、フローの実行に使用したインスタンスは引き続き実行されます。
フローのインスタンスタイプを切り替えるには、次の操作を行います。
1.

現在使用しているインスタンスに移動して選択します。次の画像は、インスタンスを選択する場所を
示しています。
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2.

使用するインスタンスタイプを選択します。

3.

[Save] (保存) を選択します。

実行中のすべてのインスタンスに対して課金されます。追加料金が発生しないように、使用していないイ
ンスタンスを手動でシャットダウンしてください。実行中のインスタンスをシャットダウンするには、以
下の手順に従います。
実行中のインスタンスをシャットダウンするには。
1.

インスタンスアイコンを選択してくださいUI の左側にあります。次の図は、選択する場所を示してい
ます実行中のインスタンスアイコン。

2.

選択してくださいシャットダウンするシャットダウンするインスタンスの横にあります。

フローを実行していたインスタンスをシャットダウンすると、フローに一時的にアクセスできなくなりま
す。以前にシャットダウンしたインスタンスを実行してフローを開こうとしたときにエラーが発生した場
合は、5 分間待ってからもう一度開いてみてください。
データフローを Amazon Simple Storage Service や Amazon などの場所にエクスポートする場合
SageMaker フィーチャーストア、データラングラーがAmazonを経営している SageMaker ジョブの処理
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中 処理ジョブには、次のインスタンスのいずれかを使用できます。データのエクスポートの詳細について
は、[Export] (エクスポート) (p. 835)。
スタンダードインスタンス

vCPU

メモリ

ml.m5.4xlarge

16

64 GiB

ml.m5.12xlarge

48

192 GiB

ml.m5.24xlarge

96

384 GiB

使用可能なインスタンスタイプの使用時間当たりのコストの詳細については、「SageMaker 料金。

データフロー UI
データセットをインポートすると、元のデータセットがデータフローに表示され、[Source] (ソース) とい
う名前が付けられます。データのインポート時にサンプリングを有効にした場合、このデータセットに
はソース-サンプリング済み。Data Wrangler は、データセット内の各列のタイプを自動的に推論し、[Data
types] (データ型) という名前の新しいデータフレームを作成します。このフレームを選択して、推定され
たデータ型を更新できます。1 つのデータセットをアップロードすると、次の図に示すような結果が表示
されます。

変換ステップを追加するたびに、新しいデータフレームを作成します。トランスフォームステップが複数
ある場合 (以外)Joinまたは連結する) を同じデータセットに追加すると、それらはスタックされます。
Joinそして連結する結合または連結された新しいデータセットを含むスタンドアロンステップを作成しま
す。
次の図は、2 つのデータセット間の結合とステップの 2 つのスタックを含むデータフローを示していま
す。最初のスタック (Steps (2)) は、[Data types] (データ型) データセットで推論されるタイプに 2 つの変
換を追加します。ダウンストリームスタック (右側のスタック) は、demo-join という名前の結合から得ら
れた変換をデータセットに追加します。
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データフローの右下隅にある小さなグレーのボックスは、フロー内のスタックとステップの数や、フロー
の概要を示します。グレーのボックス内のより明るいボックスは、UI ビュー内のステップを示します。こ
のボックスを使用して、UI ビュー外にあるデータフローのセクションを表示できます。フィットスクリー

ンアイコンを使う (
めます。

) を使用して、すべてのステップとデータセットを UI ビューに収

左下のナビゲーションバーには、データフローのズームイン (

(

) とデータフローの画面に合わせたサイズ変更 (
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アイコンが含まれています。画面上の各ステップの位置をロックおよびロック解除する場合は、ロックア

イコン (

) を使用します。

データフローにステップを追加する
任意のデータセットまたは以前に追加したステップの横にある [+] を選択し、次のいずれかのオプション
を選択します。
• データタイプを編集する(の場合データタイプステップのみ): にトランスフォームを追加していない場
合データタイプステップ、選択できますデータタイプを編集するデータセットのインポート時に Data
Wrangler が推測したデータ型を更新します。
• 変換を追加: 新しい変換ステップを追加します。追加できるデータ変換の詳細については、「データを変
換する (p. 780)」を参照してください。
• 分析を追加する: 分析を追加します。このオプションを使用して、データフローの任意の時点でデータを
分析できます。1 つ以上の分析をステップに追加すると、分析アイコン ( ) がそのステップに表示され
ます。追加できる分析の詳細については、「分析および視覚化 (p. 820)」を参照してください。
• Join: 2 つのデータセットを結合し、結果のデータセットをデータフローに追加します。詳細について
は、データセットを結合する (p. 785) を参照してください。
• 連結する: 2 つのデータセットを連結し、結果のデータセットをデータフローに追加します。詳細につい
ては、データセットを連結する (p. 785) を参照してください。

データフローからステップを削除する
ステップを削除するには、ステップを選択し、[Delete] (削除) を選択します。ノードが単一入力のノード
の場合は、選択したステップのみを削除します。入力が 1 つしかないステップを削除しても、それ以降の
ステップは削除されません。ソースノード、結合ノード、または連結ノードのステップを削除すると、そ
の後に続くすべてのステップも削除されます。
ステップのスタックからステップを削除するには、スタックを選択し、削除するステップを選択します。
以下のいずれかの手順を使用して、下流のステップを削除せずにステップを削除できます。
Delete a step in the Data Wrangler flow
入力が 1 つしかないデータフロー内のノードのステップを個別に削除できます。ソースノード、結合
ノード、連結ノードのステップを個別に削除することはできません。
Data Wrangler フロー内のステップを削除するには、次の手順を実行します。
1.

削除するステップを含むステップのグループを選択します。

2.

ステップの横にあるアイコンを選択します。

3.

[Delete] (削除) を選択します。
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Delete a step in the table view
テーブルビュー内のステップを削除するには、次の手順を実行します。
入力が 1 つしかないデータフロー内のノードのステップを個別に削除できます。ソースノード、結合
ノード、連結ノードのステップを個別に削除することはできません。
1.

ステップを選択し、ステップのテーブルビューを開きます。

2.

カーソルをステップの上に移動します。

3.

ステップの横にあるアイコンを選択します。

4.

[Delete] (削除) を選択します。
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データラングラーフローのステップを編集する
Data Wrangler フローに追加した各ステップを編集できます。ステップを編集すると、列の変換やデータ
型を変更できます。ステップを編集して変更を加え、より適切な分析を行えるようにすることができま
す。
ステップを編集するにはいくつかの方法があります。例としては、代入方法の変更や、値を外れ値と見な
すための閾値の変更などがあります。
ステップを編集するには、次の手順を実行します。
ステップを編集するには、以下の操作を行います。
1.

Data Wrangler フローのステップを選択してテーブルビューを開きます。
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2.

データフローのステップを選択します。

3.

ステップを編集します。

ステップを編集する例を次に示します。
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データおよびデータ品質に関するインサイトを取得
を使用するデータ品質およびインサイトレポート[Data Wrangler] にインポートしたデータの分析を実行
します。データセットをインポートした後にレポートを作成することをお勧めします。このレポートは、
データのクリーニングと処理に役立ちます。欠損値の数や外れ値の数などの情報が表示されます。ター
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ゲットの漏洩や不均衡など、データに問題がある場合は、インサイトレポートでそれらの問題に注意を向
けることができます。

Note
インポートしたデータをサンプリングした場合、Data Wrangler はサンプリングされたデータ
からレポートを作成します。サンプリングをオフにする方法については、[Import] (インポー
ト) (p. 718)。
次のトピックは、レポートのセクションを示しています。
トピック
• 概要 (p. 767)
• ターゲットカラム (p. 769)
• クイックモデル (p. 772)
• 機能の概要 (p. 774)
• サンプル (p. 776)
• 定義 (p. 777)
レポートはダウンロードすることも、オンラインで表示することもできます。レポートをダウンロードす
るには、画面の右上隅にあるダウンロードボタンを選択します。以下の図では、ボタンを示しています。

概要
インサイトレポートには、欠損値、無効な値、フィーチャタイプ、外れ値の数などの一般的な情報を含む
データの簡単な概要が含まれています。また、データに問題がある可能性を示す、重大度の高い警告を含
めることもできます。警告を調査することをお勧めします。
レポートの概要の例を次に示します。
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ターゲットカラム
データ品質およびインサイトレポートを作成すると、Data Wrangler はターゲット列を選択するオプ
ションを提供します。ターゲット列とは、予測しようとしている列です。ターゲットカラムを選択する
と、Data Wrangler が自動的にターゲットカラム分析を作成します。また、特徴を予測能力の高い順にラ
ンク付けします。ターゲット列を選択するときは、回帰問題を解決するのか、分類問題を解決するのかを
指定する必要があります。
分類については、Data Wrangler は最も一般的なクラスの表とヒストグラムを表示します。クラスはカテ
ゴリです。また、目標値が欠落している、または無効な観測値（行）も表示されます。
以下の画像は、分類問題に関するターゲットカラム分析の例を示しています。
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回帰の場合、Data Wrangler はターゲット列のすべての値のヒストグラムを表示します。また、目標値が
欠落している、無効である、または外れ値の観測値（行）も表示されます。
以下の画像は、回帰問題に関するターゲット列の分析例を示しています。
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クイックモデル
-クイックモデルデータに基づいてトレーニングしたモデルの期待される予測品質の推定値を提供します。
Data Wrangler はデータをトレーニングフォールドと検証フォールドに分割します。サンプルの 80% をト
レーニングに使用し、値の 20% を検証に使用します。分類のため、サンプルは層別に分割されます。階層
分割の場合、各データパーティションのラベルの比率は同じです。分類の問題では、トレーニングフォー
ルドと分類フォールドのラベルの比率を同じにすることが重要です。Data Wrangler は、デフォルトのハ
イパーパラメータを使用して XGBoost モデルをトレーニングします。検証データにアーリーストップを適
用し、最小限の機能前処理を実行します。
分類モデルの場合、Data Wrangler はモデル要約と混同行列の両方を返します。
分類モデルの概要の例を次に示します。返される情報の詳細については、「」を参照してください。定
義 (p. 777)。

クイックモデルが返す混同行列の例は、次のとおりです。

772

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
データおよびデータ品質に関するインサイトを取得

混同行列の説明から、次の情報が提供されます。
• 予測ラベルが真のラベルと一致する回数。
• 予測ラベルが真のラベルと一致しない回数。
真のラベルは、データに含まれる実際の観測値を表します。たとえば、不正取引を検出するモデルを使用
している場合、真のラベルは実際には不正または非詐欺的な取引を表します。予測ラベルは、モデルが
データに割り当てるラベルを表します。
混同行列を使用して、モデルが条件の有無をどの程度正確に予測できるかを確認できます。不正取引を予
測する場合は、混同マトリックスを使用してモデルの感度と特異性の両方を把握できます。感度とは、不
正取引を検出するモデルの能力を指します。具体性とは、不正でないトランザクションを不正として検出
しないようにするモデルの能力を指します。
回帰問題に関するクイックモデル出力の例を次に示します。
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機能の概要
ターゲット列を指定すると、Data Wrangler は予測検出力によって特徴を順序付けします。予測力
は、80% のトレーニングと 20% の検証フォールドに分割された後にデータで測定されます。Data
Wrangler は、各特徴のモデルをトレーニングフォールドに個別にあてはめます。最小限の特徴の前処理を
適用し、検証データの予測パフォーマンスを測定します。
スコアを [0,1] の範囲で正規化します。予測スコアが高いほど、それ自体でターゲットを予測するうえで役
立つ列であることを示します。スコアが低いほど、対象の列を予測できない列を指します。
単独では予測できない列が、他の列と並行して使用されても、予測可能になることはまれです。予測スコ
アを使用して、データセット内のフィーチャが予測可能かどうかを確実に判断できます。
スコアが低い場合は、通常、その機能が冗長であることを示します。スコア 1 は完璧な予測能力を示し、
多くの場合はターゲット漏洩を示します。ターゲットリークは通常、予測時に使用できない列がデータ
セットに含まれている場合に発生します。たとえば、ターゲット列の複製である可能性があります。
以下は、各特徴の予測値を示すテーブルとヒストグラムの例です。
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サンプル
Data Wrangler は、サンプルが異常かどうか、またはデータセットに重複があるかどうかについての情報
を提供します。
データラングラーは以下を使用して異常サンプルを検出しますの分離フォレスト。隔離フォレストは、
データセットの各サンプル (行) に異常スコアを関連付けます。異常スコアが低いということは、サンプル
が異常であることを示します。ハイスコアは異常ではないサンプルと関連します。通常、異常スコアが負
のサンプルは異常と見なされ、異常スコアが陽性のサンプルは異常ではないと見なされます。
異常の可能性があるサンプルを見るときは、異常な値に注意することをお勧めします。たとえば、データ
の収集と処理のエラーによって生じる異常値がある場合があります。以下は、Data Wrangler による分離
フォレストアルゴリズムの実装によると、最も異常の多いサンプルの例です。異常サンプルを調べるとき
は、ドメイン知識とビジネスロジックを使用することをお勧めします。
Data Wrangler は重複行を検出し、データ内の重複行の比率を計算します。一部のデータソースには有効
な重複が含まれている可能性があります。他のデータソースには、データ収集の問題を示す重複がある可
能性があります。データ収集の誤りから生じる重複サンプルは、データを独立したトレーニングと検証の
分割に依存する機械学習プロセスの妨げになる可能性があります。
サンプルが重複すると影響を受ける可能性があるインサイトレポートの要素は次のとおりです。
• クイックモデル
• 予測パワー推定
• 自動ハイパーパラメータ調整
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重複するサンプルをデータセットから削除するには、重複を除去する以下で変換する行を管理する。Data
Wrangler は、最も頻繁に複製される行を表示します。

定義
以下は、データインサイトレポートで使用される技術用語の定義です。
Feature types
各フィーチャータイプの定義を次に示します。
• 数値— 数値は、浮動小数点数でも、年齢や収入などの整数でもかまいません。機械学習モデルで
は、数値が順序付けられ、その上に距離が定義されていることを前提としています。たとえば、3
は 10 よりも 4 に近く、3 < 4 < 10 です。
• カテゴリ — 列のエントリは一意の値のセットに属します。通常、その値は列のエントリ数
よりもはるかに少なくなります。たとえば、長さが 100 の列には固有の値が含まれる場合
があります。Dog,Cat、およびMouse。値は、数値、テキスト、または両方の組み合わせで
す。Horse,House,8,Love、および3.1すべて有効な値で、同じカテゴリ列にある可能性がありま
す。機械学習モデルでは、たとえ値がすべて数値であっても、数値特徴の値の順序や距離を仮定し
ません。
• バイナリ— バイナリフィーチャは、一意の値のセットのカーディナリティが 2 である特殊なカテゴ
リフィーチャータイプです。
• Text— テキスト列には、数値以外の一意の値が多数含まれています。極端なケースでは、列のすべ
ての要素がユニークです。極端なケースでは、同じエントリは2つありません。
• Datetime— 日時列には、日付または時刻に関する情報が含まれます。日付と時刻の両方に関する情
報を含めることができます。
Feature statistics
次に、各機能統計の定義を示します。
• 予測力— 予測力は、列がターゲットの予測にどの程度役立つかを測定します。
• 外れ値(数値列) — Data Wrangler は、外れ値に対してロバストな 2 つの統計量、中央値とロバス
ト標準偏差 (RSTD) を使用して外れ値を検出します。RSTD は、特徴値を [5 パーセンタイル、95
パーセンタイル] の範囲にクリップし、クリップされたベクトルの標準偏差を計算することによって
導出されます。中央値+5* RSTDより大きい値、または中央値-5* RSTDより小さい値はすべて外れ
値と見なされます。
• スキュー(数値列) — スキューは分布の対称性を測定し、分布の第3モーメントを標準偏差の3乗で
割ったものとして定義されます。正規分布やその他の対称分布の歪度はゼロです。正の値は、分布
の右端が左尾よりも長いことを意味します。負の値は、分布の左の尾が右の尾よりも長いことを意
味します。経験則として、スキューの絶対値が3より大きい場合、分布は歪んでいると見なされま
す。
• 尖度(数値列) — ピアソンの尖度は分布の末尾の重さを測定します。これは、分布の第四モーメント
を第2モーメントの二乗で割ったものとして定義されます。正規分布の尖度は3です。尖度の値が3
より小さいということは、分布が平均の周りに集中していて、尾が正規分布の尾よりも軽いことを
意味します。尖度の値が 3 より大きい場合は、尾や外れ値が重くなることを意味します。
• 欠落した値— NULL のようなオブジェクト、空の文字列、空白のみで構成された文字列は欠落して
いると見なされます。
• 数値特徴または回帰ターゲットの有効値— 有限浮動小数点数点数にキャストできる値はすべて有効
です。欠落した値は無効です。
• カテゴリフィーチャ、バイナリフィーチャ、テキストフィーチャ、または分類ターゲットの有効
値— 欠落していない値はすべて有効です。
• Datetime 特徴— datetime オブジェクトにキャストできる値はすべて有効です。欠落した値は無効
です。

777

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
データおよびデータ品質に関するインサイトを取得

• 値が無効です— 値が欠落しているか、正しくキャストできない値。たとえば、数値列では、文字列
をキャストすることはできません"six"または Null 値。
Quick model metrics for regression
クイックモデルメトリクスの定義は次のとおりです。
• R2 (または決定係数) — R2は、モデルによって予測されるターゲットの変動の割合です。R2は [infty, 1] の範囲にあります。1は目標を完全に予測するモデルのスコア、0は常に目標平均を予測する
自明モデルのスコアです。
• MSEまたは平均二乗誤差 — MSEは [0, infty] の範囲にあります。0はターゲットを完全に予測するモ
デルのスコアです。
• MAEまたは平均絶対誤差 — MAEは [0, infty] の範囲にあります。0はターゲットを完全に予測するモ
デルのスコアです。
• RMSEまたは二乗平均平方根誤差 — RMSEは [0, infty] の範囲にあります。0はターゲットを完全に
予測するモデルのスコアです。
• 最大エラー — データセットのエラーの最大絶対値。最大誤差は [0, infty] の範囲にあります。0は
ターゲットを完全に予測するモデルのスコアです。
• 中央絶対誤差 — 中央絶対誤差は [0, infty] の範囲にあります。0 はターゲットを完全に予測するモデ
ルのスコアです。
Quick model metrics for classification
クイックモデルメトリクスの定義は次のとおりです。
• 正確性— 精度とは、正確に予測されるサンプルの比率です。精度は [0, 1] の範囲にあります。0はす
べてのサンプルを誤って予測したモデルのスコア、1は完全なモデルのスコアです。
• バランスのとれたprecision— バランス精度とは、データのバランスをとるためにクラスの重みを調
整したときに正確に予測されるサンプルの比率です。頻度に関係なく、すべてのクラスは同じ重要
度を与えられます。バランスのとれた精度は [0, 1] の範囲にあります。0はすべてのサンプルが間
違っていると予測したモデルのスコアです。1は完全なモデルのスコアです。
• AUC (バイナリ分類)— 受信者操作特性曲線の下面積です。AUC は [0, 1] の範囲にあり、ランダムモ
デルはスコア0.5を返し、完全モデルは1を返します。
• AUC (オーバー)— マルチクラス分類の場合、これはラベルごとに1対残りを使用して個別に計算さ
れた受信機の動作特性曲線の下の面積です。データラングラーはエリアの平均を報告します。AUC
は [0, 1] の範囲にあり、ランダムモデルはスコア0.5を返し、完全モデルは1を返します。
• precision— 精度は特定のクラスで定義されます。精度は、モデルがそのクラスとして分類されたす
べてのインスタンスのうち真陽性の割合です。精度は [0, 1] の範囲にあります。1 は、クラスについ
て誤検出がないモデルのスコアです。バイナリ分類の場合、Data Wrangler は陽性クラスの精度を
報告します。
• リコール— リコールは特定のクラスに対して定義されます。Recalは、関連するクラスインスタン
スのうち、正常に取得された割合です。再現率は [0, 1] の範囲にあります。1は、クラスのすべての
インスタンスを正しく分類したモデルのスコアです。バイナリ分類の場合、Data Wrangler は陽性
クラスのリコールを報告します。
• F1— F1 は特定のクラスに対して定義されています。精度と再現率の調和平均です。F1は [0, 1] の
範囲にあります。1は完璧なモデルのスコアです。バイナリ分類の場合、Data Wrangler は正の値を
もつクラスの F1 を報告します。
Textual patterns
pattern文字列のテキスト形式を読みやすい形式で記述します。テキストパターンの例を以下に示しま
す。
• 「{digits: 4-7}」は、長さが4から7までの数字の列を表します。
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• 「{alnum:5}」は長さがちょうど5の英数字文字列を表します。
Data Wrangler は、データから空でない文字列のサンプルを調べてパターンを推測します。よく使わ
れるパターンの多くを記述できます。-信頼パーセンテージで表されるのは、パターンに一致すると推
定されるデータの量を示します。テキストパターンを使用すると、データ内のどの行を修正または削
除する必要があるかがわかります。
以下に、Data Wrangler が認識できるパターンについて説明します。
パターン:

テキスト形式

{アルバム}

アルファベットの文字列

{any}

任意の単語文字列

{桁}

一連の数字

{lower}

小文字の単語

{混合}

大文字小文字が混在する単語

{name}

[大文字]

{upper}

大文字の単語

{空白}

空白文字

単語の文字は、アンダースコア、または任意の言語の単語に含まれる可能性のある文字です。たとえ
ば、文字列「Hello_Word」と「écoute」はどちらも単語の文字で構成されています。「H」と「é」は
どちらも単語文字の例です。

データフローに基づいてモデルを自動的にトレーニン
グ
アマゾンを使える SageMaker オートパイロットは、データフローで変換したデータに基づいてモデル
を自動的にトレーニング、調整、デプロイします。アマゾン SageMaker オートパイロットは複数のア
ルゴリズムを使用し、データに最も適したアルゴリズムを使用できます。Amazon の詳細については
SageMaker Autopilot、「」を参照してくださいAmazon でモデル開発を自動化する SageMaker Autopilot
チュートリアル (p. 221)。
モデルのトレーニングとチューニングを行うと、Data Wrangler はデータを Amazon S3 のロケーションに
エクスポートします。 SageMaker オートパイロットはアクセスできます。
モデルを準備してデプロイするには、Data Wrangler フローでノードを選択し、輸出とトレーニングデー
タプレビューで。この方法を使用すると、モデルのトレーニングを選択する前にデータセットを表示でき
ます。
データフローから直接モデルをトレーニングしてデプロイすることもできます。
以下の手順では、データフローからモデルを準備してデプロイします。複数行の変換を含むデータラング
ラーフローでは、モデルをデプロイするときにデータラングラーフローの変換を使用することはできませ
ん。次の手順に従って、データを推論する前に処理できます。
データフローから直接モデルをトレーニングしてデプロイするには、次の操作を行います。
1.

選択してください+トレーニングデータを含むノードの隣。
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2.

[Train model] (モデルのトレーニング) を選択します。

3.

(オプション) a を規定します。AWS KMSキーまたは ID。データを保護するための暗号キーの作成と
制御に関する詳細については、AWS Key Management Service。

4.

選択してください輸出とトレーニング。

5.

アマゾンの後 SageMaker オートパイロットは、Data Wrangler がエクスポートしたデータに基づいて
モデルをトレーニングします。名前を指定します実験名。

6.

[]入力データ、選択してくださいプレビューData Wrangler がお客様のデータを Amazon に正しくエク
スポートしたことを確認するため SageMaker Autopilot。

7.

にとってターゲットで、ターゲット列を選択します。

8.

(オプション) 用S3 ロケーション下出力データで、デフォルトの場所以外の Amazon S3 場所を指定し
ます。

9.

[Next: (次へ:)] を選択します トレーニング方法。

10. トレーニング方法を選択します。詳細については、「??? (p. 229)」を参照してください。
11. (オプション) 用自動デプロイエンドポイントで、エンドポイントの名前を指定します。
12. にとってデプロイオプションで、デプロイ方法を選択します。データに加えた変換を含めてデプロイ
するかしないかを選択できます。

Important
Amazon をデプロイすることはできません SageMaker 次の変換を使用した場合は、Data
Wrangler フローで行った変換を含む自動操縦モデル:
• Join
• 連結
• グループ化の条件
データセットをジョインから Amazon S3 にエクスポートできます。エクスポートしたデー
タセットを使用して新しいフローを作成できます。データセットを使用して、モデルをト
レーニング、デプロイできます。
13. [Next: (次へ:)] を選択します 確認と作成。
14. [Create experiment (実験の作成)] を選択します。
モデルのトレーニングとデプロイの詳細については、Amazon を作成する SageMaker Autopilot 実
験 (p. 224)。オートパイロットは、最適なモデルの性能に関する分析を表示します。モデルのパフォーマ
ンスの詳細については、Autopilot モデルの情報 (p. 244)。

データを変換する
アマゾン SageMaker Data Wrangler は、データのクリーンアップ、変換、特徴化を効率化するために、多
数の ML データ変換を提供します。変換を追加すると、データフローにステップが追加されます。追加す
る各変換によってデータセットが変更され、新しいデータフレームが生成されます。それ以降のすべての
変換は、結果のデータフレームに適用されます。
Data Wrangler には、コードなしで列を変換するために使用できる組み込みの変換が含まれています。ま
た、を使用してカスタム変換を追加することもできます。 PySpark、Python (ユーザー定義関数)、パン
ダ、 PySpark SQL。一部の変換は所定の位置で動作しますが、その他の変換はデータセットに新しい出力
列を作成します。
複数の列に変換を一度に適用できます。たとえば、1 回の手順で複数の列を削除できます。
適用できます数値を処理するそしてハンドルが見つからない1 つの列にのみ変換されます。
このページでは、これらの組み込みの変換とカスタム変換の詳細ついて説明します。
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変換 UI
組み込みの変換のほとんどは、Data Wrangler の [Prepare] (準備) タブに配置されています。結合と連結の
変換には、データフロービューからアクセスできます。次の表でこれらの 2 つのビューをプレビューしま
す。
Transform
データフローのどのステップにも変換を追加できます。以下の手順に従って、データフローに変換を
追加します。
データフローにステップを追加するには、次の手順を実行します。
1.

選択してください+データフローのステップの隣にあります。

2.

選択してくださいトランスフォーム。

3.

[Add step] (ステップを追加) を選択します。

4.

トランスフォームを選択してください。

5.

(オプション) 使用するトランスフォームを検索できます。データラングラーは結果内のクエリを
強調表示します。
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Join View
2 つのデータセットを結合するには、データフローで最初のデータセットを選択し、[Join] (結合) を選
択します。あなたが選ぶときJoinの場合、次の図に示すような結果が表示されます。左のパネルに、
左と右のデータセットが表示されます。メインパネルに、新しく結合されたデータセットが追加され
たデータフローが表示されます。
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あなたが選ぶとき設定結合を設定すると、次の図に示すような結果が表示されます。結合設定は左側
のパネルに表示されます。このパネルを使用して、結合されたデータセット名、結合タイプ、列を選
択できます。メインパネルには 3 つのテーブルが表示されます。上位 2 つのテーブルには、左側と右
側のそれぞれに、左側と右側のそれぞれに、左側と右側のデータセットが表示されます。このテーブ
ルでは、結合されたデータセットをプレビューできます。

詳細については、「データセットを結合する (p. 785)」を参照してください。
Concatenate View
2 つのデータセットを連結するには、データフローの最初のデータセットを選択し、[Concatenate]
(連結) を選択します。[Concatenate] (連結) を選択すると、次の図に示すような結果が表示されます。
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左のパネルに、左と右のデータセットが表示されます。メインパネルに、新しく連結されたデータ
セットが追加されたデータフローが表示されます。

あなたが選ぶとき設定連結を設定すると、次の図に示すような結果が表示されます。連結設定は左側
のパネルに表示されます。このパネルを使用して、連結されたデータセットの名前を選択し、連結後
の重複を削除したり、ソースデータフレームを示す列を追加したりできます。メインパネルには 3 つ
のテーブルが表示されます。上位 2 つのテーブルには、左側と右側のそれぞれに、左側と右側のそれ
ぞれに、左側と右側のデータセットが表示されます。このテーブルでは、連結されたデータセットを
プレビューできます。

詳細については、「データセットを連結する (p. 785)」を参照してください。
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データセットを結合する
データフレームをデータフローに直接結合します。2 つのデータセットを結合すると、結合されたデータ
セットがフローに表示されます。Data Wrangler では以下の結合タイプがサポートされています。
• Left Outer (左外部) - 左側のテーブルからすべての行を含めます。左側のテーブル行で結合された列の値
が、右側のテーブル行のいずれかの値と一致しない場合、その行には、結合されたテーブルですべての
右側のテーブル列に対する NULL 値が含まれます。
• Left Anti (左反) - 結合された列に対して右側のテーブルの値を含まない左側のテーブルから行を含めま
す。
• Left semi (左半) - join ステートメントの条件を満たすすべての同じ行について、左側のテーブルから 1
行を含めます。これにより、結合の条件に一致する重複行が左側のテーブルから除外されます。
• Right Outer (右外部) - 右側のテーブルからすべての行を含めます。右側のテーブル行で結合された列の
値が、左側のテーブル行のいずれかの値と一致しない場合、その行には、結合されたテーブルですべて
の左側のテーブル列に対する NULL 値が含まれます。
• Inner (内部) - 結合された列で一致する値を含む左側と右側のテーブルから行を含めます。
• Full Outer (完全外部) - 左側と右側のテーブルからすべての行を含めます。いずれかのテーブルで結合さ
れた列に対する行の値が一致しない場合、結合されたテーブルに別々の行が作成されます。結合された
テーブルで列の値が行に含まれていない場合、その列に null が挿入されます。
• Cartesian Cross (デカルトクロス) - 最初のテーブルの各行と 2 番目のテーブルの各行を結合する行を含
めます。これは結合内でテーブルからの行のデカルト積です。この積の結果は、左側のテーブルのサイ
ズに右側のテーブルのサイズを乗算したものです。したがって、非常に大きなデータセット間でこの結
合を使用する場合は注意が必要です。
次の手順を使用して 2 つのデータフレームを結合します。
1.

結合する左側のデータフレームの横にある [+] を選択します。最初に選択するデータフレームは、常
に結合内の左側のテーブルになります。

2.

[参加] を選択します。

3.

右側のデータフレームを選択します。2 番目に選択するデータフレームは、常に結合内の右側のテー
ブルになります。

4.

選択してください設定結合の設定を行います。

5.

[Name] (名前) フィールドを使用して結合したデータセットに名前を付けます。

6.

[Join type] (結合タイプ) を選択します。

7.

結合する左側と右側のテーブルから列を選択します。

8.

選択してくださいを適用する右側で結合したデータセットをプレビューします。

9.

結合したテーブルをデータフローに追加するには、Add。

データセットを連結する
2 つのデータセットを連結します。
1.

選択してください+連結する左側のデータフレームの隣。最初に選択するデータフレームは、常に連結
内の左側のテーブルになります。

2.

選択してください連結する。

3.

右側のデータフレームを選択します。2 番目に選択するデータフレームは、常に連結内の右側のテー
ブルになります。

4.

選択してください設定連結を設定します。

5.

[Name] (名前) フィールドを使用して連結したデータセットに名前を付けます。
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6.

(オプション) の横にあるチェックボックスを選択します連結後に重複を除去する重複する列を削除し
ます。

7.

(オプション) の横にあるチェックボックスを選択しますソースデータフレームを示す列を追加新しい
データセット内の列ごとに、列のソースのインジケータを追加する場合。

8.

選択してくださいを適用する新しいデータセットをプレビューします。

9.

選択してくださいAdd新しいデータセットをデータフローに追加します。

残高データ
カテゴリが過小評価されているデータセットのデータのバランスをとることができます。データセットの
バランスをとることは、より適切なバイナリ分類モデルを作成するのに役立ちます。

Note
列ベクトルを含むデータセットのバランスを取ることはできません。
以下を使用できます残高データオペレーションにより、次のいずれかの演算子を使用してデータのバラン
スを調整します。
• ランダムオーバーサンプリング— 少数派カテゴリのサンプルをランダムに複製します。たとえば、詐欺
を検出しようとしている場合、データの 10% に詐欺の事例しか含まれていない可能性があります。詐欺
ケースと非詐欺ケースの割合が等しい場合、このオペレーターはデータセット内の詐欺ケースをランダ
ムに8回複製します。
• ランダムアンダーサンプリング— ランダムなオーバーサンプリングとほぼ同等です。過剰表示されてい
るカテゴリからサンプルをランダムに削除して、希望するサンプルの比率を求めます。
• 合成少数派オーバーサンプリング手法 (SMOTE)— 過小評価カテゴリのサンプルを使用して、新しい合
成少数派サンプルを補間します。SMOTE の詳細については、次の説明を参照してください。
数値フィーチャと非数値フィーチャの両方を含むデータセットには、すべての変換を使用できま
す。SMOTE は隣接するサンプルを使用して値を補間します。Data Wrangler は R 二乗距離を使用して
近傍を決定し、追加のサンプルを補間します。Data Wrangler は、数値特徴のみを使用して、過小評価グ
ループのサンプル間の距離を計算します。
Data Wrangler は、過小評価されたグループ内の 2 つの実数サンプルについて、加重平均を使用して数値
特徴を補間します。[0, 1] の範囲のサンプルにランダムに重みを割り当てます。数値特徴量の場合、Data
Wrangler はサンプルの加重平均を使用してサンプルを補間します。サンプルAとBの場合、データラング
ラーはAに0.7、Bに0.3の重みをランダムに割り当てることができます。補間されたサンプルの値は0.7A
+0.3Bです。
Data Wrangler は、内挿された実サンプルのいずれかからコピーして、数値以外の特徴を補間します。各
サンプルにランダムに割り当てられる確率でサンプルをコピーします。サンプルAとBでは、Aに0.8、Bに
0.2を割り当てることができます。割り当てた確率については、Aを80％の確率でコピーします。

カスタム変換
-カスタム変換グループでは Python (ユーザー定義関数) を使用できます。 PySpark、パンダ、または
PySpark (SQL) を使用してカスタム変換を定義します。3 つのオプションすべてに対して、変数 df を使
用し、変換を適用するデータフレームにアクセスします。Python (ユーザー定義関数) を使用しない場合
は、return ステートメントを含める必要はありません。選択プレビューカスタム変換の結果をプレビュー
します。選択Addカスタム変換をリストに追加するには前のステップ。
人気のライブラリは以下でインポートできますimportカスタム変換コードブロック内のステートメント。
次のようなものです。
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• NumPy バージョン 1.19.0
• Scikit-Learn バージョン 0.23.2
• SciPy バージョン 1.5.4
• Pandas バージョン1.0.3
• PySpark バージョン 3.0.0

Important
カスタム変換名前にスペースまたは特殊文字を含む列をサポートしていません。英数字とアン
ダースコアのみを含む列名を指定することをお勧めします。[Manage columns] (列を管理) 変換グ
ループで [Rename column] (列名を変更) を使用し、列の名前からスペースを削除できます。追加
することもできますパイソン (パンダ) カスタム変換次のように、複数の列からスペースを 1 つの
ステップで削除します。この例では、A column と B column という名前の列を、A_column と
B_column にそれぞれ変更します。
df.rename(columns={"A column": "A_column", "B column": "B_column"})

コードブロックに print ステートメントを含めると、[Preview] (プレビュー) の選択時に結果が表示されま
す。カスタムコードトランスフォーマーパネルのサイズを変更できます。パネルのサイズを変更すると、
コードを記述するスペースが増えます。以下の画像は、パネルのサイズ変更を示しています。
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以下のセクションでは、カスタムトランスフォームコードを作成するための追加のコンテキストと例を示
します。
Python (ユーザー定義関数)
Python 関数を使うと、Apache Spark や Pandas を知らなくてもカスタムトランスフォーメーションを
書くことができます。Data Wrangler は、カスタムコードをすばやく実行できるように最適化されていま
す。カスタム Python コードと Apache Spark プラグインを使用しても同様のパフォーマンスが得られま
す。
Python (ユーザー定義関数) コードブロックを使用するには、以下を指定します。
• 入力列— 変換を適用する入力列。
• Mode— パンダまたは Python のスクリプトモード。
• 戻り型— 返される値のデータタイプ。
パンダモードを使用すると、パフォーマンスが向上します。Python モードでは、純粋な Python 関数を使
用して変換を簡単に記述できます。
次のビデオは、カスタムコードを使用して変換を作成する方法の例を示しています。それはを使用しま
すタイタニックデータセットその人のあいさつ文を載せたコラムを作ります。
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PySpark
次の例では、タイムスタンプから日付と時刻が抽出されます。
from pyspark.sql.functions import from_unixtime, to_date, date_format
df = df.withColumn('DATE_TIME', from_unixtime('TIMESTAMP'))
df = df.withColumn( 'EVENT_DATE', to_date('DATE_TIME')).withColumn(
'EVENT_TIME', date_format('DATE_TIME', 'HH:mm:ss'))

パンダ
次の例は、変換を追加するデータフレームの概要を示します。
df.info()

PySpark (SQL)
次の例では、4 つの列を含む新しいデータフレームを作成しています。名前,運賃,pclass,生き残った。
SELECT name, fare, pclass, survived FROM df

使い方がわからない場合 PySparkでは、初めて作業するユーザー向けにカスタムコードスニペットを使用
できます。
データラングラーには、検索可能なコードスニペットのコレクションがあります。を使用してスニペット
をコーディングし、列の削除、列によるグループ化、モデリングなどのタスクを実行できます。
コードスニペットを使用するには、例検索バーにクエリを指定します。クエリで指定するテキストは、
コードスニペットの名前と完全に一致する必要はありません。
以下に、重複行を削除するデータセット内の類似データを含む行を削除できるコードスニペット。コード
スニペットは、次のいずれかを検索すると見つかります。
• 重複する
• 同一
• [Remove] (削除)
次のスニペットには、変更する必要があることを理解するのに役立つコメントが含まれています。ほとん
どのスニペットでは、コードでデータセットの列名を指定する必要があります。

# Specify the subset of columns
# all rows having identical values in these columns will be dropped
subset = ["col1", "col2", "col3"]
df = df.dropDuplicates(subset)
# to drop the full-duplicate rows run
# df = df.dropDuplicates()

スニペットを使用するには、そのコンテンツをコピーしてカスタム変換。複数のコードスニペットをコ
ピーしてカスタムトランスフォームフィールドに貼り付けることができます。
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カスタム計算式
カスタム計算式を使用し、Spark SQL 式を使用して現在のデータフレーム内のデータをクエリする新しい
列を定義します。クエリでは、Spark SQL 式の表記規則を使用する必要があります。

Important
カスタム計算式名前にスペースまたは特殊文字を含む列をサポートしていません。英数字とアン
ダースコアのみを含む列名を指定することをお勧めします。[Manage columns] (列を管理) 変換グ
ループで [Rename column] (列名を変更) を使用し、列の名前からスペースを削除できます。追加
することもできますパイソン (パンダ) カスタム変換次のように、複数の列からスペースを 1 つの
ステップで削除します。この例では、A column と B column という名前の列を、A_column と
B_column にそれぞれ変更します。
df.rename(columns={"A column": "A_column", "B column": "B_column"})

この変換を使用して列を名前で参照し、列に対してオペレーションを実行できます。例えば、現在のデー
タフレームに col_a と col_b という名前の列が含まれていると仮定する場合、次のオペレーションを使用
して次のコードを含む 2 つの列の積である出力列を生成できます。
col_a * col_b

データフレームに col_a と col_b 列が含まれることを仮定した、以下のような一般的なオペレーション
があります。
• 2 つの列を連結する: concat(col_a, col_b)
• 2 つの列を追加する: col_a + col_b
• 2 つの列を減算する: col_a - col_b
• 2 つの列を分割する: col_a / col_b
• 列の絶対値を取得する: abs(col_a)
データの選択の詳細については、Spark ドキュメントを参照してください。

データセット内の次元を減らす
主成分分析 (PCA) を使用してデータの次元を減らします。データセットの次元はフィーチャの数に対応し
ます。Data Wrangler で次元削減を使用すると、コンポーネントと呼ばれる新しい機能セットが得られま
す。各成分はデータのばらつきを説明しています。
最初の成分は、データの変動の最大の量を占めます。2 番目の成分はデータの 2 番目に大きな変動量を占
め、以降も同様です。
次元削減を使用すると、モデルのトレーニングに使用するデータセットのサイズを減らすことができま
す。データセットのフィーチャを使用する代わりに、主成分を代わりに使用できます。
PCAを実行するために、データラングラーはデータの軸を作成します。軸は、データセットの列をアフィ
ンで組み合わせたものです。第1主成分は、最も大きな分散量を持つ軸上の値です。第2主成分は、2番目
に大きな分散量を持つ軸上の値です。n番目の主成分は、n番目に大きな分散量を持つ軸上の値です。
Data Wrangler が返す主成分の数を設定できます。主成分の数を直接指定することも、分散閾値のパーセ
ンテージを指定することもできます。各主成分はデータの分散量を説明します。例えば、値が 0.5 の主成
分があるとします。成分はデータの変動の 50% を説明するでしょう。差異閾値のパーセンテージを指定す
ると、Data Wrangler は指定したパーセンテージを満たす最小数のコンポーネントを返します。
以下は、データで説明される分散量を含む主成分の例です。
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• コンポーネント 1 — 0.5
• コンポーネント 2 — 0.45
• コンポーネント 3 — 0 5
差異の閾値を指定すると、94または95、データラングラーはコンポーネント 1 とコンポーネント 2 を返
します。差異の閾値を指定すると、96、Data Wrangler は 3 つの主成分をすべて返します。
以下の手順に従って、データセットで PCA を実行できます。
データセットで PCA を実行するには、次の手順を実行します。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。

2.

選択してください+を選択しトランスフォーム。

3.

[Add step] (ステップを追加) を選択します。

4.

選択次元の削減。

5.

にとって入力列では、主成分に還元する特徴を選択してください。

6.

(オプション) 用主成分の数で、Data Wrangler がデータセットで返す主成分の数を選択します。
フィールドの値を指定する場合、の値を指定することはできません分散。

7.

(オプション) 用分散では、主成分によって説明したいデータの変動のパーセンテージを指定します。
データラングラーはデフォルト値を使用します95分散しきい値の値を指定しない場合。次の値を指定
した場合、差異しきい値のパーセンテージは指定できません。主成分の数。

8.

(オプション) 選択解除中央列の平均をデータの中心として使用しないこと。デフォルトでは、Data
Wrangler はスケーリング前にデータを平均値でセンタリングします。

9.

(オプション) 選択解除Scale単位標準偏差でデータをスケーリングしないようにします。

10. (オプション) を選択します列コンポーネントを別々の列に出力します。選択ベクトルコンポーネント
を単一のベクトルとして出力します。
11. (オプション) 用出力列で、出力列の名前を指定します。コンポーネントを別々の列に出力する場合、
指定する名前はプレフィックスです。コンポーネントをベクトルに出力する場合、指定する名前はベ
クトル列の名前です。
12. (オプション) 選択する入力列を保持する。モデルのトレーニングに主成分のみを使用する予定がある
場合は、このオプションを選択することはお勧めしません。
13. 選択してくださいプレビュー。
14. [Add] (追加) を選択します。

カテゴリ別にエンコードする
カテゴリ別データは通常、有限数のカテゴリで構成され、各カテゴリは文字列で表されます。例えば、顧
客データのテーブルがある場合、顧客が住んでいる国を示す列はカテゴリです。カテゴリは次のようにな
りますアフガニスタン,アルバニア,アルジェリア、などです。カテゴリ別データは公称または序数にでき
ます。序数カテゴリには固有の順序があり、公称カテゴリに固有の順序はありません。取得した最高学位
(ハイスクール,学士,マスターズ(など) は序数カテゴリの一例です。
カテゴリ別データのエンコーディングは、カテゴリの数値表現を作成するプロセスです。たとえば、カテ
ゴリが次の場合ドップそして猫、この情報を 2 つのベクトルにエンコードできます。[1,0]代表するドッ
プ、および[0,1]代表する猫。
序数カテゴリをエンコードする場合、カテゴリの自然順序をエンコーディングに変換する必要があること
があります。たとえば、次のマップで取得した最高学位を表すことができます。{"High school": 1,
"Bachelors": 2, "Masters":3}。
カテゴリ別エンコーディングを使用して、文字列形式のカテゴリ別データを整数の配列にエンコードしま
す。
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Data Wrangler カテゴリ別エンコーダは、ステップの定義時に列に存在するすべてのカテゴリのエンコー
ディングを作成します。Data Wrangler ジョブを開始して時間 t にデータセットを開始するときに新しい
カテゴリが列に追加され、この列が時間 t-1 における Data Wrangler のカテゴリ別エンコーディング変
換の入力であった場合、これらの新しいカテゴリは Data Wrangler ジョブで欠落していると見なされま
す。[Invalid handling strategy] (無効な処理戦略) に対して選択するオプションはこれらの欠落した値に適用
されます。この問題が発生する可能性がある例を以下に示します。
• .flow ファイルを使用して Data Wrangler ジョブを作成し、データフローの作成後に更新されたデータ
セットを処理する場合。データフローを使用して毎月の売上データを定期的に処理する場合などです。
売上データが毎週更新される場合、エンコードのカテゴリ別ステップが定義された列に新しいカテゴリ
が導入される可能性があります。
• データセットのインポート時に [Sampling] (サンプリング) を選択した場合、一部のカテゴリがサンプル
から除外されることがあります。
このような状況において、これらの新しいカテゴリは Data Wrangler ジョブで欠落した値と見なされま
す。
序数とワンホットエンコードから選択して設定できます。これらのオプションの詳細については、次のセ
クションを参照してください。
どちらの変換も、[Output column name] (出力列名) という名前の新しい列を作成します。この列の出力形
式は、[Output style] (出力スタイル) で指定します。
• [Vector] (ベクトル) を選択してスパースベクトルを含む 1 つの列を生成します。
• [Column] (列) を選択し、元の列のテキストにそのカテゴリと等しい値が含まれているかどうかを示すイ
ンジケータ変数を使用して、すべてのカテゴリの列を作成します。

序数エンコード
[Ordinal encode] (序数エンコード) を選択し、0 と選択した [Input column] (入力列) のカテゴリ総数との間
の整数にカテゴリをエンコードします。
無効なハンドリング戦略: 無効な値または欠落した値を処理する方法を選択します。
• 欠落した値のある行を省略する場合は [Skip] (省略) を選択します。
• 欠落した値を最後のカテゴリとして保持する場合は [Keep] (保持) を選択します。
• 欠落した値が [Input column] (入力列) で検出された場合に Data Wrangler でエラーをスローさせる場合
は [Error] (エラー) を選択します。
• 欠落した値を NaN に置き換える場合は [Replace with NaN] (NaN に置き換え) を選択します。このオプ
ションは、ML アルゴリズムで欠落した値を処理できる場合に推奨されます。それ以外の場合、このリ
ストの最初の 3 つのオプションから、より良い結果が得られる可能性があります。

ワンホットエンコード
[Transform] (変換) に対して [One-hot encode] (ワンホットエンコード) を選択し、ワンホットエンコーディ
ングを使用します。この変換は、以下を使用して設定します。
• 最後のカテゴリを削除する: もしTrue、最後のカテゴリには、ワンホットエンコーディングに対応する
インデックスはありません。欠落した値を使用できる場合、欠落しているカテゴリは常に最後のカテゴ
リになり、これを True に設定すると欠落した値がすべてゼロベクトルになることを意味します。
• 無効なハンドリング戦略: 無効な値または欠落した値を処理する方法を選択します。
• 欠落した値のある行を省略する場合は [Skip] (省略) を選択します。
• 欠落した値を最後のカテゴリとして保持する場合は [Keep] (保持) を選択します。
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• 欠落した値が [Input column] (入力列) で検出された場合に Data Wrangler でエラーをスローさせる場
合は [Error] (エラー) を選択します。
• 入力された序数はエンコードされていますか: 入力ベクトルに序数でエンコードされたデータが含まれて
いる場合、このオプションを選択します。このオプションでは、入力データに負でない整数が含まれて
いる必要があります。True の場合、入力 i は、i 番目の場所のゼロ以外のベクトルとしてエンコードされ
ます。

SIMILAR エンコード
類似エンコーディングは、次のような場合に使用してください。
• 多数のカテゴリ変数
• ノイズ分割
類似性エンコーダーは、カテゴリデータを含む列の埋め込みを作成します。埋め込みとは、単語などの離
散オブジェクトを実数のベクトルにマッピングすることです。類似した文字列を類似の値を含むベクトル
にエンコードします。たとえば、「California」と「Calfornia」のエンコーディングは非常によく似ていま
す。
Data Wrangler は、3 グラムのトークナイザーを使用して、データセットの各カテゴリをトークンのセット
に変換します。トークンをmin-hashエンコーディングを使用して埋め込みに変換します。
次の例は、類似度エンコーダーが文字列からベクトルを作成する方法を示しています。
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データラングラーが作成する類似エンコーディング:
• ディメンションの減少
• 多数のカテゴリに拡張できる
• 頑丈でノイズに強い
前述の理由から、類似性エンコーディングはワンホットエンコーディングよりも汎用性があります。
類似度エンコーディング変換をデータセットに追加するには、以下の手順を実行します。
類似エンコードを使用するには、次の手順を実行します。
1.

にサインインします。アマゾン SageMakerコンソール。

2.
3.

[Open Studio (Studio を開く)] を選択します。
[Launch app] (アプリを起動) を選択します。

4.

選択してくださいスタジオ。

5.

データフローを指定します。

6.

変換のあるステップを選択してください。

7.
8.

[Add step] (ステップを追加) を選択します。
選択してくださいカテゴリ別にエンコードする。

9.

次を指定します:
• Transform–SIMILAR エンコード
• 入力列— エンコードしているカテゴリデータを含む列。
• ターゲットディメンション— (オプション) カテゴリ埋め込みベクトルのディメンション。デフォル
ト値は 30 です。多数のカテゴリを含む大規模なデータセットがある場合は、より大きなターゲッ
トディメンションを使用することをお勧めします。
• 出力形式— 選択ベクトルすべてのエンコードされた値を含む単一のベクトルの場合。選択してくだ
さいColumnエンコードされた値を別々の列に入れるようにしてください。
• 出力列— (オプション) ベクトルエンコード出力の出力列の名前。カラムエンコード出力の場合、こ
れはカラム名のプレフィックスとそれに続くリスト番号です。

テキストを特徴化する
を使用するテキストを特徴化するtransform group を使用して文字列型の列を確認し、テキストの埋め込み
を使用してこれらの列を特徴化します。
この特徴グループには、文字統計とベクトル化の 2 つの特徴が含まれます。これらの変換の詳細について
は、次のセクションを参照してください。どちらのオプションにも、[Input column] (入力列) テキストデー
タ (文字列型) を含める必要があります。

文字統計
[Character statistics] (文字統計) を選択して、テキストデータを含む列の各行に対する統計を生成します。
この変換は、各行に対する次の比率とカウントを計算し、結果をレポートする新しい列を作成します。新
しい列の名前は、入力列名をプレフィックスとして使用し、比率またはカウントに固有のサフィックスを
使用します。
• 単語数: その行の合計単語数。この出力列のサフィックスは-stats_word_count。
• 文字数: その行の合計文字数。この出力列のサフィックスは-stats_char_count。
• Upper Ratio: A から Z までの大文字の数を、列のすべての文字数で割った数。この出力列のサフィック
スは-stats_capital_ratio。
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• LOWER: a から z までの小文字の数を、列のすべての文字数で割った数。この出力列のサフィックス
は-stats_lower_ratio。
• 文字数: 入力列の数字の合計に対する 1 行の数字の数の比率。この出力列のサフィックスはstats_digit_ratio。
• 特殊文字比率: 入力列のすべての文字の合計数に対する英数字以外の文字 (#$&%: @ などの文字) の数の
比率。この出力列のサフィックスは-stats_special_ratio。

ベクトル分割
テキストの埋め込みには、語彙の単語やフレーズから実数のベクトルへのマッピングが含まれます。Data
Wrangler のテキスト埋め込み変換を使用して、テキストデータを用語の頻度 — 逆文書の頻度 (TF-IDF) ベ
クトルにトークン化およびベクトル化します。
テキストデータの列について TF-IDF を計算すると、各文の各単語は、その意味的な重要性を表す実数に
変換されます。数字が大きいほど頻度が低い単語に関連付けられ、より重要性が高くなる傾向がありま
す。
定義するとベクトル分割変換ステップでは、Data Wrangler はデータセット内のデータを使用して、カウ
ントベクトライザーと TF-IDF メソッドを定義します。Data Wrangler ジョブを実行する場合も、これらと
同じ方法を使用します。
この変換は、以下を使用して設定します。
• 出力列名: この変換により、テキストが埋め込まれた新しい列が作成されます。このフィールドを使用し
て、この出力列の名前を指定します。
• トーク分割: トークナイザが文を単語のリストに変換するか、トークン。
[Standard] (スタンダード) を選択し、空白で区切って各単語を小文字に変換するトークナイザを使用し
ます。例えば、"Good dog" は ["good","dog"] にトークン化されます。
[Custom] (カスタム) を選択し、カスタマイズしたトークナイザを使用します。[Custom] (カスタム) を選
択した場合、次のフィールドを使用してトークナイザを構成できます。
• トークンの最小長: トークンが有効になる最小の長さ (文字単位)。デフォルトは 1 です。例えば、
トークンの最小長を 3 と指定した場合、a, at, in のような単語はトークン化された文から削除さ
れます。
• 正規表現はギャップで分割すべきですか: 選択した場合、正規表現ギャップで分かれる。それ以外の場
合、トークンに一致します。デフォルトは True です。
• 正規表現パターン: トークン化プロセスを定義する正規表現パターン。デフォルトは ' \\ s+' で
す。
• Lower (小文字): 選択すると、Data Wrangler がトークナイゼーション前にすべての文字を小文字に変
換します。デフォルトは True です。
詳細については、次の Spark のドキュメントを参照してください。トーク分割。
• ベクト分割: ベクタライザはトークンのリストをスパース数値ベクトルに変換します。各トークンはベク
トル内のインデックスに対応し、ゼロ以外の値は入力文中のトークンの存在を示します。2 つのベクタ
ライザオプション [Count] (カウント) と [Hashing] (ハッシュ) から選択できます。
• [Count vectorize] (カウントベクトル化) は頻度の低いトークンまたは一般的すぎるトークンをフィル
タリングするカスタマイズを許可します。[Count vectorize parameters] (カウントベクトル化パラメー
タ) には以下が含まれます。
• 最小頻度: 各行で、頻度の小さい用語 (トークン) がフィルタリングされます。整数を指定する場
合、これは絶対しきい値 (包括) です。0 (を含む) から 1 までの分数を指定すると、しきい値は用語
の合計数を基準にします。デフォルトは 1 です。
• 最小ドキュメント頻度: 用語 (トークン) を含める必要がある行の最小数。整数を指定する場合、こ
れは絶対しきい値 (包括) です。0 (を含む) から 1 までの分数を指定すると、しきい値は用語の合計
数を基準にします。デフォルトは 1 です。
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• 最大ドキュメント頻度: 用語 (トークン) を含めることができるドキュメント (行) の最大数。整数を
指定する場合、これは絶対しきい値 (包括) です。0 (を含む) から 1 までの分数を指定すると、しき
い値は用語の合計数を基準にします。デフォルトは 0.999 です。
• Maximum vocabulary size: 語彙の最大サイズ。語彙は、列のすべての行のすべての用語 (トークン)
で構成されています。デフォルトは 262144 です。
• バイナリ出力: 選択すると、ベクトル出力にドキュメント内の用語の出現数は含まれませんが、その
出現のバイナリインジケータになります。デフォルトは False です。
このオプションの詳細については、次の Spark ドキュメントを参照してください。CountVectorizer。
• [Hashing] (ハッシュ) は計算が高速です。[Hash vectorize parameters] (ハッシュベクタライズパラメー
タ) には以下が含まれます。
• ハッシュ中の機能の数: ハッシュベクタライザは、ハッシュ値に従ってトークンをベクトルインデッ
クスにマッピングします。この機能は、使用可能なハッシュ値の数を決定します。値が大きいほど
ハッシュ値間の競合は少なくなりますが、次数の出力ベクトルは大きくなります。
このオプションの詳細については、次の Spark ドキュメントを参照してください。FeatureHasher
• IDFを適用するIDF 変換を適用します。この変換は、TF-IDF 埋め込みに使用される標準の逆文書の頻度
で用語の頻度を乗算します。[IDF parameters] (IDF パラメータ) には、以下が含まれます。
• 最小ドキュメント頻度: 用語 (トークン) を含める必要があるドキュメント (行) の最小
数。count_vectorize が選択したベクトルの場合、デフォルト値を維持し、[Count vectorize
parameters] (カウントベクタライズパラメータ) の min_doc_freq フィールドのみを変更します。デ
フォルトは 5 です。
• Output format (出力形式):各行の出力形式。
• [Vector] (ベクトル) を選択してスパースベクトルを含む 1 つの列を生成します。
• [Flattened] (フラット化) を選択し、元の列のテキストにそのカテゴリと等しい値が含まれているかど
うかを示すインジケータ変数を使用して、すべてのカテゴリの列を作成します。フラット化を選択で
きるのは、[Vectorizer] (ベクタライザ) が [Count vectorizer] (カウントベクタライザ) として設定される
場合のみです。

時系列を変換する
Data Wrangler では、時系列データを変換できます。時系列データセット内の値は、特定の時間にイン
デックス作成されます。例えば、1 日の各時間における店舗内の顧客数を示すデータセットは時系列デー
タセットです。次の表は、時系列データセットの例を示しています。

店舗の1時間あたりの顧客数
顧客の数

時間 (時)

4

9時

10

10:00

14

11:00

25

12:00

20

13:00

18

14:00

前述の表では、顧客の数列には時系列データが含まれます。時系列データは、時間ごとのデータに基づい
てインデックス作成されます。時間 (時)列。
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分析に使用できる形式でデータを取得するには、データに対して一連の変換を実行する必要がある場合が
あります。[Time series] (時系列) 変換グループを使用して時系列データを変換します。実行可能な変換の
詳細については、次のセクションを参照してください。
トピック
• 時系列でグループ化する (p. 799)
• 時系列データを再サンプリングする (p. 800)
• 欠落している時系列データを処理する (p. 801)
• 時系列データのタイムスタンプを検証する (p. 803)
• 時系列の長さを標準化する (p. 804)
• 時系列データから特徴を抽出する (p. 805)
• 時系列データから遅延特徴を使用する (p. 805)
• 時系列に日時範囲を作成する (p. 806)
• 時系列でローリングウィンドウを使用する (p. 807)

時系列でグループ化する
グループ化操作を使用して、列内の特定の値の時系列データをグループ化できます。
例えば、世帯の 1 日の平均電力使用量を追跡する次の表があります。

家庭の1日の平均電力使用量
世帯 ID

日次タイムスタンプ

電力使用量 (kWh)

世帯の占有人数

household_0

2020年1月1日

30

2

household_0

1～2

40

2

household_0

2020年1月4日

35

3

household_1

1～2

45

3

household_1

2020年1月3日

55

4

ID 別のグループ化を選択した場合、次の表が表示されます。

電気使用量を世帯ID別にグループ化
世帯 ID

電力使用量シリーズ (kWh)

世帯居住者数シリーズ

household_0

[30, 40, 35]

[2, 2, 3]

household_1

[45, 55]

[3, 4]

時系列シーケンスの各エントリは、対応するタイムスタンプ順に並べられます。シーケンスの最初の要素
は、シリーズの最初のタイムスタンプに対応します。にとってhousehold_0,30は、の最初の値です電力
使用量シリーズ。の価値30の最初のタイムスタンプに対応します1/1/2020。
開始タイムスタンプと終了タイムスタンプを含めることができます。次の表は、情報がどのように表示さ
れるかを示しています。
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電気使用量を世帯ID別にグループ化
世帯 ID

電力使用量シリー
ズ (kWh)

世帯居住者数シ
リーズ

Start_Time

End_Time

household_0

[30, 40, 35]

[2, 2, 3]

2020年1月1日

2020年1月4日

household_1

[45, 55]

[3, 4]

1～2

2020年1月3日

次の手順に従って、時系列の列別にグループ化できます。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。

2.

データセットをまだインポートしていない場合は、[Import data] (データをインポート) タブからイン
ポートします。

3.

データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add transform] (変換を追加) を選択します。

4.

[Add step] (ステップを追加) を選択します。

5.
6.

[Time Series] (時系列) を選択します。
[]Transform、選択してくださいグループ化の条件。

7.

で列を指定してくださいこの列でグループ化。

8.

[Apply to columns] (列に適用) の値を指定します。

9.

[Preview] (プレビュー) を選択して、変換のプレビューを生成します。

10. [Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

時系列データを再サンプリングする
時系列データには通常、取得される間隔が一定ではない観測値があります。例えば、データセットには 1
時間ごとに記録される観測値と 2 時間ごとに記録される別の観測値が含まれる場合があります。
予測アルゴリズムなど、多くの分析では、観測値を一定の間隔で取得する必要があります。再サンプリン
グにより、データセット内の観測値に対して一定の間隔を確立できます。
時系列をアップサンプリングまたはダウンサンプリングできます。ダウンサンプリングは、データセット
の観測値の間隔を大きくします。例えば、1 時間ごとまたは 2 時間ごとに取得される観測値をダウンサン
プリングすると、データセット内の各観測値は 2 時間ごとに取得されます。時間単位の観測値は、平均値
や中央値などの集計方法を使用して 1 つの値に集計されます。
アップサンプリングは、データセットの観測値の間隔を小さくします。例えば、2 時間ごとに取得される
観測値を 1 時間ごとに取得される観測値にアップサンプリングする場合、補間法を使用して 2 時間ごと
に取得された観測値から 1 時間ごとに取得される観測値を推測できます。補間法の詳細については、パン
ダ。DataFrame.polate。
数値データと非数値データの両方を再サンプリングできます。
[Resample] (再サンプル) オペレーションを使用して、時系列データを再サンプリングします。データセッ
トに複数の時系列がある場合、Data Wrangler は各時系列の時間間隔を標準化します。
次の表は、平均値を集計方法として使用して時系列データをダウンサンプリングする例を示しています。
データは 2 時間ごとから 1 時間ごとにダウンサンプリングされます。

ダウンサンプリング前の 1 日分の温度測定値
タイムスタンプ

温度 (摂氏)

12:00

30

1:00

32
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タイムスタンプ

温度 (摂氏)

2:00

35

3:00

32

4:00

30

温度測定値を 2 時間ごとにダウンサンプリング
タイムスタンプ

温度 (摂氏)

12:00

30

2:00

33.5

2:00

35

4:00

32.5

次の手順を使用して、時系列データを再サンプリングできます。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。

2.

データセットをまだインポートしていない場合は、[Import data] (データをインポート) タブからイン
ポートします。

3.

データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add transform] (変換を追加) を選択します。

4.

[Add step] (ステップを追加) を選択します。

5.

[Resample] (再サンプリング) を選択します。

6.

にとってタイムスタンプで、タイムスタンプ列を選択します。

7.

にとって周波数単位で、リサンプリングする頻度を指定します。

8.

(オプション)周波数量。

9.

残りのフィールドを指定して変換を設定します。

10. [Preview] (プレビュー) を選択して、変換のプレビューを生成します。
11. [Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

欠落している時系列データを処理する
データセットに欠落した値がある場合、次のいずれかを実行できます。
• 複数の時系列を持つデータセットの場合、指定したしきい値よりも欠落した値が大きい時系列をドロッ
プします。
• 時系列の他の値を使用して、時系列の欠落した値を帰属化します。
欠落した値を帰属化するには、値を指定するか、推論法を使用してデータを置き換えます。以下に、補間
に使用できる方法を示します。
• Constant value (定数値) - データセットで欠落しているすべてのデータを指定した値に置き換えます。
• Most common value (最も一般的な値) - 欠落しているすべてのデータを、データセットで最も頻度が高
い値に置き換えます。
• Forward fill (フォワードフィル) - フォワードフィルを使用して、欠落値を欠落値より前にある欠落値
以外の値に置き換えます。シーケンスの場合: [2, 4, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
フォワードフィルを使用した場合のシーケンスは [2, 4, 7, 7, 7, 7, 8] です。
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• Backward fill (バックワードフィル) - バックワードフィルを使用して、欠落値を欠落値の後にある欠落値
以外の値に置き換えます。シーケンスの場合: [2, 4, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN
バックワードフィルを使用した場合のシーケンスは [2, 4, 7, 8, 8, 8, 8] です。
• Interpolate (補間) - 補間関数を使用して欠落値を帰属化します。補間に使用できる関数の詳細について
は、パンダ。DataFrame.polate。
補間法によっては、データセット内の一部の欠落値を帰属化できない場合があります。例えば、[Forward
fill] (フォワードフィル) で時系列の先頭に表示される欠落値を計算することはできません。フォワードフィ
ルまたはバックフィルを使用して値を帰属化できます。
セル内または列内の欠落値を帰属化できます。
次の例は、セル内で値がどのように帰属化されるかを示しています。

欠損値のある電力使用量
世帯 ID

電力使用量シリーズ (kWh)

household_0

[30, 40, 35, NaN, NaN]

household_1

[45, NaN, 55]

フォワードフィルを使用して入力された値を含む電力使用量
世帯 ID

電力使用量シリーズ (kWh)

household_0

[30, 40, 35, 35, 35]

household_1

[45, 45, 55]

次の例は、列内で値がどのように帰属化されるかを示しています。

欠損値を含む家庭の1日の平均電力使用量
世帯 ID

電力使用量 (kWh)

household_0

30

household_0

40

household_0

NaN

household_1

NaN

household_1

NaN

家計の1日の平均電力使用量 (フォワードフィルで算入した値)
世帯 ID

電力使用量 (kWh)

household_0

30

household_0

40

household_0

40

household_1

40
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世帯 ID

電力使用量 (kWh)

household_1

40

次の手順に従って、欠落値を処理できます。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。

2.

データセットをまだインポートしていない場合は、[Import data] (データをインポート) タブからイン
ポートします。

3.

データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add transform] (変換を追加) を選択します。

4.

[Add step] (ステップを追加) を選択します。

5.

[Handle missing] (欠落値を処理) を選択します。

6.

[Time series input type] (時系列入力型) で、欠落値をセル内または列に沿って処理するかどうかを選択
します。

7.

[Impute missing values for this column] (この列の欠落値を帰属化) で、欠落値がある列を指定します。

8.

[Method for imputing values] (値を帰属化する方法) で、方法を選択します。

9.

残りのフィールドを指定して変換を設定します。

10. [Preview] (プレビュー) を選択して、変換のプレビューを生成します。
11. 欠落値がある場合、[Method for imputing values] (値を帰属化する方法) でそれらを帰属化する方法を
指定できます。
12. [Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

時系列データのタイムスタンプを検証する
無効なタイムスタンプデータが含まれている可能性があります。[Validate time stamp] (タイムスタンプを
検証) 機能を使用して、データセット内のタイムスタンプが有効かどうかを判断できます。タイムスタン
プは、次の 1 つ以上の理由で無効になる可能性があります。
• タイムスタンプの列に欠落値がある。
• タイムスタンプ列の値が正しい形式に設定されていない。
データセットに無効なタイムスタンプがある場合、分析を正常に実行することはできません。Data
Wrangler を使用して無効なタイムスタンプを特定し、データを消去する必要がある場所を把握できます。
時系列の検証は、次の 2 つの方法のいずれかで動作します。
データセットに欠落値が見つかった場合に次のいずれかの操作を実行するように Data Wrangler を構成で
きます。
• 欠落した値または無効な値がある行をドロップする。
• 欠落した値または無効な値がある行を特定する。
• データセットに欠落した値または無効な値が見つかった場合はエラーをスローする。
以下のいずれかのカラムのタイムスタンプを検証できます。timestamp変換先の型stringタイプ。列に
string 型がある場合、Data Wrangler はその列の型を timestamp に変換し、検証を実行します。
次の手順に従って、データセット内のタイムスタンプを検証できます。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。

2.

データセットをまだインポートしていない場合は、[Import data] (データをインポート) タブからイン
ポートします。
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3.

データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add transform] (変換を追加) を選択します。

4.

[Add step] (ステップを追加) を選択します。

5.

[Validate timestamps] (タイムスタンプを検証) を選択します。

6.

にとってタイムスタンプ列で、タイムスタンプ列を選択します。

7.

にとってポリシーで、欠落しているタイムスタンプを処理するかどうかを選択します。

8.

(オプション) 用出力列で、出力列の名前を指定します。

9.

日時列が文字列型用に形式が設定されている場合、[Cast to datetime] (日時にキャスト) を選択しま
す。

10. [Preview] (プレビュー) を選択して、変換のプレビューを生成します。
11. [Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

時系列の長さを標準化する
時系列データを配列として保存している場合、各時系列を同じ長さに標準化できます。時系列配列の長さ
を標準化すると、データの分析を簡単に実行できる場合があります。
データの長さを固定する必要があるデータ変換に対して、時系列を標準化できます。
多くの ML アルゴリズムでは、時系列データを使用する前にフラット化する必要があります。時系列デー
タのフラット化とは、時系列の各値をデータセット内の独自の列に分割することです。データセット内の
列数は変更できないため、各配列を特徴セットにフラット化して時系列の長さを標準化する必要がありま
す。
各時系列は、時系列セットの分位または百分位として指定した長さに設定されます。例えば、次の長さの
3 つのシーケンスを使用できます。
• 3
• 4
• 5
すべてのシーケンスの長さを 50 番目の百分位の長さとして設定できます。
指定した長さより短い時系列配列には、欠落値が追加されます。次に、時系列をより長い 1 つの長さに標
準化する形式の例を示します。[NaN, NaN, NaN, NaN, NaanaN
さまざまなアプローチを使用して欠落値を処理できます。これらのアプローチの詳細については、「欠落
している時系列データを処理する (p. 801)」を参照してください。
指定した長さよりも長い時系列配列は切り捨てられます。
次の手順を使用して、時系列の長さを標準化できます。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。

2.

データセットをまだインポートしていない場合は、[Import data] (データをインポート) タブからイン
ポートします。

3.

データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add transform] (変換を追加) を選択します。

4.

[Add step] (ステップを追加) を選択します。

5.

[Standardize length] (長さを標準化) を選択します。

6.

[Standardize the time series length for the column] (列の時系列長を標準化) で列を選択します。

7.

(オプション) 用出力列で、出力列の名前を指定します。名前を指定しない場合、変換はそのまま行わ
れます。
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8.

日時列が文字列型用に形式が設定されている場合、日時へのキャスト。

9.

選択してくださいCutoff 分位数分位を指定して、シーケンスの長さを設定します。

10. [Flatten the output] (出力をフラット化) を選択して、時系列の値を別々の列に出力します。
11. [Preview] (プレビュー) を選択して、変換のプレビューを生成します。
12. [Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

時系列データから特徴を抽出する
時系列データに対して分類または回帰アルゴリズムを実行している場合、アルゴリズムを実行する前に時
系列から特徴量を抽出することをお勧めします。特徴を抽出すると、アルゴリズムのパフォーマンスが向
上する可能性があります。
次のオプションを使用して、データから特徴を抽出する方法を選択します。
• [Minimal subset] (最小サブセット) を使用して、下流の分析で有用であることがわかっている 8 つの特徴
の抽出を指定します。計算をすばやく実行する必要がある場合は、最小サブセットを使用できます。ML
アルゴリズムが過適合するリスクが高く、より少ない特徴を提供する場合にも使用できます。
• [Efficient subset] (効率的なサブセット) を使用して、分析で大量の演算を行う特徴を抽出せずに、可能な
限り多くの特徴を抽出するように指定します。
• [All features] (すべての特徴) を使用して、チューニングシリーズから全特徴の抽出を指定します。
• [Manual subset] (手動サブセット) を使用して、データのバリエーションを適切に説明している思われる
特徴のリストを選択します。
次の手順を使用して、時系列データから特徴を抽出します。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。

2.

データセットをまだインポートしていない場合は、[Import data] (データをインポート) タブからイン
ポートします。

3.

データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add transform] (変換を追加) を選択します。

4.

[Add step] (ステップを追加) を選択します。

5.

[Extract features] (特徴を抽出) を選択します。

6.

[Extract features for this column] (この列の特徴を抽出) に対する列を選択します。

7.

(オプション) 選択するフラット化する特徴を別々の列に出力します。

8.

[Strategy] (戦略) で、特徴を抽出する戦略を選択します。

9.

[Preview] (プレビュー) を選択して、変換のプレビューを生成します。

10. [Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

時系列データから遅延特徴を使用する
多くのユースケースにおいて、時系列の将来の動作を予測する最良の方法は、最新の動作を使用すること
です。
遅延特徴の最も一般的な用途は次のとおりです。
• 過去の値を少しだけ収集する。例えば、時間 t + 1 の場合、t、t - 1、t - 2、t - 3 を収集します。
• データで季節的な動作に対応する値を収集する。例えば、午後 1 時のレストランの利用率を予測するた
めに、前日の午後 1:00 からの特徴を使用できます。同じ日の午後 12 時または午前 11 時からの特徴を
使用しても、前日の特徴を使用した場合ほどには予測できない可能性があります。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。
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2.

データセットをまだインポートしていない場合は、[Import data] (データをインポート) タブからイン
ポートします。

3.

データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add transform] (変換を追加) を選択します。

4.

[Add step] (ステップを追加) を選択します。

5.

[Lag features] (遅延特徴) を選択します。

6.

[Generate features for this column] (この列の特徴を生成) に対する列を選択します。

7.

にとってタイムスタンプ列で、タイムスタンプを含む列を選択します。

8.

[Lag] (遅延) で、遅延の長さを指定します。

9.

(オプション) 次のいずれかのオプションを使用して出力を設定します。
• Include the entire lag window (遅延期間全体を含める)
• Flatten the output (出力をフラット化)
• Drop rows without history (履歴のない行をドロップ)

10. [Preview] (プレビュー) を選択して、変換のプレビューを生成します。
11. [Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

時系列に日時範囲を作成する
タイムスタンプのない時系列データが含まれている場合があります。観測値が一定の間隔で取得されたこ
とがわかっている場合、個別の列で時系列のタイムスタンプを生成できます。タイムスタンプを生成する
には、開始タイムスタンプの値とタイムスタンプの頻度を指定します。
例えば、レストランの顧客数に関する次のような時系列データがあるとします。

レストランの顧客数に関する時系列データ
顧客の数
10
14
24
40
30
20
レストランが午後 5 時にオープンし、観測値が 1 時間ごとに取得されることがわかっている場合、時系列
データに対応するタイムスタンプ列を追加できます。次の表にタイムスタンプの列を示します。

レストランの顧客数に関する時系列データ
顧客の数

タイムスタンプ

10

1:00 PM

14

2:00 PM

24

3:00 PM

40

4:00 PM
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顧客の数

タイムスタンプ

30

5:00 PM

20

6:00 PM

次の手順に従って、データに日時範囲を追加します。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。

2.

データセットをまだインポートしていない場合は、[Import data] (データをインポート) タブからイン
ポートします。

3.
4.

データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add transform] (変換を追加) を選択します。
[Add step] (ステップを追加) を選択します。

5.

[Datetime range] (日時範囲) を選択します。

6.

にとってFrequency typeで、タイムスタンプの頻度を測定するために使用する単位を選択します。

7.

にとって開始タイムスタンプで、開始タイムスタンプを指定します。

8.
9.

[Output column] (出力列) で、出力列の名前を指定します。
(オプション) 残りのフィールドを使用して出力を設定します。

10. [Preview] (プレビュー) を選択して、変換のプレビューを生成します。
11. [Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

時系列でローリングウィンドウを使用する
一定の期間にわたって特徴を抽出できます。たとえば、時間については、t、タイムウィンドウの長さが 3
で、tタイムスタンプには、時系列から抽出された特徴を時々追加しますt-3、t-2t-1。特徴の抽出の詳細に
ついては、「時系列データから特徴を抽出する (p. 805)」を参照してください。
次の手順に従って、一定の期間にわたって特徴を抽出できます。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。

2.

データセットをまだインポートしていない場合は、[Import data] (データをインポート) タブからイン
ポートします。

3.
4.

データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add transform] (変換を追加) を選択します。
[Add step] (ステップを追加) を選択します。

5.
6.
7.

[Rolling window features] (ローリングウィンドウの特徴) を選択します。
[Generate rolling window features for this column] (この列のローリングウィンドウの特徴を生成) に対
する列を選択します。
にとってタイムスタンプ列で、タイムスタンプを含む列を選択します。

8.
9.
10.
11.

(オプション) 用出力列で、出力列の名前を指定します。
[Window size] (Window size) で、ウィンドウサイズを指定します。
[Strategy] (戦略) で、抽出戦略を選択します。
[Preview] (プレビュー) を選択して、変換のプレビューを生成します。

12. [Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

日時を特徴付ける
使用アイテム日付/時刻を特集日時フィールドを表すベクター埋め込みを作成します。この変換を使用する
には、datetime データが次のいずれかの形式で指定されている必要があります。
• 日時を説明する文字列: 例: "January 1st, 2020, 12:44pm"。
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• UNIX タイムスタンプ: Unix タイムスタンプは、1970 年 1 月 1 日からの秒、ミリ秒、マイクロ秒、ナノ
秒の数を表します。
[Infer datetime format] (日時形式を推測) を選択して [Datetime format] (日時形式) を指定できます。日時形
式を指定する場合、で説明するコードを使用する必要があります。Python ドキュメント。これら 2 つの構
成に対して選択するオプションは、オペレーションの速度と最終結果に影響します。
• 手動による計算が最速のオプションは、[Datetime format] (日時形式) を選択し、[Infer datetime format]
(日時形式を推測) に対して [No] (いいえ) を選択します。
• 手作業を減らすには、日時形式の推定日時形式は指定しないでください。これは計算上最速のオペレー
ションでもあります。ただし、入力列で最初に検出された日付/時刻の形式は、列全体の形式と見なされ
ます。列に他の形式がある場合、これらの値は最終的な出力の NaN になります。日時形式を推測する
と、解析されていない文字列が得られることがあります。
• 形式を指定せずに選択する場合いいえにとって日時形式の推定では、最も確実な結果が得られます。有
効なすべての日付/時刻文字列が解析されます。ただし、このオペレーションは、このリストの最初の 2
つのオプションよりも大幅に遅くなる可能性があります。
このトランスフォームを使用するときは、入力列上記のいずれかの形式の日時データが含まれています。
この変換により、[Output column name] (出力列名) という名前の出力列が作成されます。出力列の形式
は、次を使用した構成によって異なります。
• ベクトル: 1 つの列をベクトルとして出力します。
• 列: 特徴ごとに新しい列を作成します。例えば、出力に年、月、日が含まれる場合、年、月、日に対して
3 つの別々の列が作成されます。
また、[Embedding mode] (埋め込みモード) を選択する必要があります。線形モデルと深層ネットワークの
場合、周期的。ツリーベースのアルゴリズムの場合は、序数。

文字列の形式を設定する
[Format String] (文字列の形式を設定) 変換には、標準の文字列形式を設定するオペレーションが含まれま
す。例えば、これらのオペレーションを使用して、特殊文字の削除、文字列長の正規化、文字列の大文字
と小文字の更新を行うことができます。
この特徴グループには、次の変換が含まれます。すべての変換は、[Input column] (入力列) で文字列のコ
ピーを返し、結果を新しい出力列に追加します。
名前

関数

Left pad (左パディング)

指定された [Fill character] (文字を入力) の文字列を
指定された [width] (幅) に左パディングします。文
字列が [width] (幅) より長い場合、戻り値は [width]
(幅) の文字まで短縮されます。

Right pad (右パディング)

指定された [Fill character] (文字を入力) の文字列を
指定された [width] (幅) に右パディングします。文
字列が [width] (幅) より長い場合、戻り値は [width]
(幅) の文字まで短縮されます。

Center (中央) (両側パディング)

指定された [Fill character] (文字を入力) の文字列を
指定された [width] (幅) に中央パディング (文字列
の両側にパディング) します。文字列が [width] (幅)
より長い場合、戻り値は [width] (幅) の文字まで短
縮されます。

808

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
データを変換する

名前

関数

Prepend zeros (ゼロに付加)

ゼロから指定された [width] (幅) まで数値文字列を
左に入力します。文字列が [width] (幅) より長い場
合、戻り値は [width] (幅) の文字まで短縮されま
す。

Strip left and right (左および右を削除)

先頭と末尾の文字を削除した文字列のコピーを返
します。

Strip characters from left (左から文字を削除)

先頭の文字を削除した文字列のコピーを返しま
す。

Strip characters from right (右から文字を削除)

末尾の文字を削除した文字列のコピーを返しま
す。

Lower case (小文字)

テキスト内のすべての文字を小文字に変換しま
す。

Upper case (大文字)

テキスト内のすべての文字を大文字に変換しま
す。

Capitalize (大文字にする)

各文の最初の文字を大文字にします。

Swap case (大文字と小文字を変換)

指定した文字列のすべての大文字を小文字に変換
し、すべての小文字を大文字に変換して返しま
す。

Add prefix or suffix (プレフィックスまたはサ
フィックスを追加)

文字列列にプレフィックスとサフィックスを追加
します。[Prefix] (プレフィックス) と [Suffix] (サ
フィックス) を少なくとも 1 つ指定する必要があり
ます。

記号を削除

指定された記号を文字列から削除します。一覧表
示された文字はすべて削除されます。デフォルト
は空白に設定されます。

外れ値を処理する
機械学習モデルは、特徴値のディストリビューションと範囲の影響を受けます。外れ値や、希少値は、モ
デルの精度に悪影響を及ぼし、トレーニング時間が長くなる可能性があります。この特徴グループを使用
して、データセット内の外れ値を検出して更新します。
[Handle outliers] (外れ値を処理) 変換ステップを定義すると、外れ値の検出に使用される統計は、このス
テップの定義時に Data Wrangler で使用可能なデータに対して生成されます。Data Wrangler ジョブの実
行時に、これらの同じ統計が使用されます。
このグループに含まれる変換の詳細については、次のセクションを参照してください。[Output name] (出
力名) を指定すると、これらの各変換により、結果データを含む出力列が生成されます。

堅牢な標準偏差の数値外れ値
この変換は、外れ値に堅牢な統計を使用して、数値特徴の外れ値を検出して修正します。
を定義する必要がありますUpper seedとLower外れ値の計算に使用される統計用。また、その数を指定す
る必要があります標準偏差外れ値と見なされるには、値を平均値から変化させる必要があります。例え
ば、[Standard deviations] (標準偏差) に 3 を指定すると、外れ値と見なすためには、平均値から 3 標準偏
差より低い値である必要があります。
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[Fix method] (修正方法) は検出された外れ値の処理に使用する方法です。次から選択できます。
• クリップ: このオプションを使用して、対応する外れ値の検出範囲に外れ値をクリップします。
• 削除済み: 外れ値が含まれる行をデータフレームから削除する場合に使用します。
• 無効化: このオプションを使用して、外れ値を無効な値に置き換える場合に使用します。

標準偏差の数値外れ値
この変換は、平均値と標準偏差を使用して、数値特徴の外れ値を検出して修正します。
値を外れ値と見なすために必要な平均値からの変化として、[Standard deviations] (標準偏差) の数を指定し
ます。例えば、[Standard deviations] (標準偏差) に 3 を指定すると、外れ値と見なすためには、平均値か
ら 3 標準偏差より低い値である必要があります。
[Fix method] (修正方法) は検出された外れ値の処理に使用する方法です。次から選択できます。
• クリップ: このオプションを使用して、対応する外れ値の検出範囲に外れ値をクリップします。
• 削除済み: 外れ値が含まれる行をデータフレームから削除する場合に使用します。
• 無効化: このオプションを使用して、外れ値を無効な値に置き換える場合に使用します。

分位数の外れ値
この変換を使用して、分位数を使った数値特徴の外れ値を検出して修正します。定義できますUpper
seedとLower。上位分位点を上回る値または下限分位数を下回る値はすべて外れ値と見なされます。
[Fix method] (修正方法) は検出された外れ値の処理に使用する方法です。次から選択できます。
• クリップ: このオプションを使用して、対応する外れ値の検出範囲に外れ値をクリップします。
• 削除済み: 外れ値が含まれる行をデータフレームから削除する場合に使用します。
• 無効化: このオプションを使用して、外れ値を無効な値に置き換える場合に使用します。

最小-最大数値外れ値
この変換は、上限と下限しきい値を使用して、数値特徴の外れ値を検出して修正します。外れ値を定める
しきい値がわかっている場合は、この方法を使用します。
[Upper threshold] (上限しきい値) と [Lower threshold] (下限しきい値) であり、値がこれらのしきい値を上
回ったり下回ったりすると、外れ値と見なされます。
[Fix method] (修正方法) は検出された外れ値の処理に使用する方法です。次から選択できます。
• クリップ: このオプションを使用して、対応する外れ値の検出範囲に外れ値をクリップします。
• 削除済み: 外れ値が含まれる行をデータフレームから削除する場合に使用します。
• 無効化: 外れ値を無効な値に置き換えるには、このオプションを使用します。

希少値を置き換え
[Replace rare] (希少値を置き換え) 変換を使用してしきい値を指定すると、Data Wrangler はそのしきい値
を満たすすべての値を検出し、指定した文字列に置き換えます。例えば、この変換を使用して、列のすべ
ての外れ値を「その他」カテゴリに分類できます。
• 置換文字列: 外れ値に置き換える文字列。
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• 絶対しきい値: インスタンスの数がこの絶対しきい値以下の場合、このカテゴリは希少値です。
• 分数のしきい値: インスタンスの数がこの割合しきい値に行数を乗算した値以下次の場合、このカテゴリ
は希少値です。
• 最大共通カテゴリ: オペレーション後に残る希少ではない最大カテゴリ。しきい値が十分なカテゴリを
フィルタリングしない場合、出現数が上位のカテゴリは希少ではないと分類されます。0 (デフォルト)
に設定する場合、カテゴリ数に対するハード制限はありません。

欠落した値を処理する
欠落値は機械学習データセットで一般的に発生します。状況によっては、欠落したデータを、平均値やカ
テゴリで共通の値などの計算値で帰属化することが推奨されます。欠落した値は、[Handle missing values]
(欠落値を処理) 変換グループを使用して処理できます。このグループには、次の変換が含まれます。

欠落値を入力する
[Fill missing] (欠落値を入力) を使用して、欠落値を定義した [Fill value] (入力値) と置き換えます。

欠落値を帰属化する
[Impute missing] (欠落値を帰属化) 変換を使用して、入力カテゴリと数値データで欠落値が見つかった帰属
化された値を含む新しい列を作成します。設定は、データ型によって異なります。
数値データの場合、帰属化する新しい値を決定するために使用する戦略として、計算戦略を選択します。
データセットに存在する値に対して平均値または中央値を帰属化するかを選択できます。Data Wrangler
は、計算した値を使用して欠落値を帰属化します。
カテゴリ別データの場合、Data Wrangler は列内で最も頻度の高い値を使用して欠落値を帰属化します。
カスタム文字列を帰属化するには、代わりに [Fill missing] (欠落値を入力) 変換を使用します。

欠落値のインジケータを追加する
を使用する行方不明のインジケーターを追加変換してブール値を含む新しいインジケーター列を作成しま
す"false"行に値が含まれている場合、"true"行に欠損値が含まれている場合

欠落値をドロップする
[Drop missing] (欠落値をドロップ) オプションを使用して、欠落値を含む行を [Input column] (入力列) から
ドロップします。

列を管理する
次の変換を使用して、データセットの列をすばやく更新および管理できます。
名前

関数

Drop Column (列をドロップ)

列を削除します。

Duplicate Column (列を複製)

列を複製します。

Rename Column (列名を変更)

列名を変更します。

Move Column (列を移動)

データセット内の列の位置を移動します。列を
データセットの先頭/末尾、参照列の前/後、また
は特定のインデックスに移動することを選択しま
す。
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行を管理する
この変換グループを使用して、行の並べ替えとシャッフルオペレーションをすばやく実行できます。この
グループには、次が含まれます。
• Sort: データフレーム全体を特定の列で並べ替えます。このオプションの [Ascending order] (昇順) の横
にあるチェックボックスをオンにします。それ以外の場合はこのチェックボックスをオフにし、並べ替
えに降順を使用します。
• shu): データセット内のすべての行をランダムにシャッフルします。

ベクトルを管理する
この変換グループを使用して、ベクトル列を結合またはフラット化します。このグループには、次の変換
が含まれます。
• アセンブリ: この変換を使用して、Spark ベクトルと数値データを 1 つの列に結合します。例えば、3 つ
の列 (数値データを含む 2 つの列とベクトルを含む 1 つの列) を組み合わせることができます。結合する
すべての列を [Input column] (入力列) に追加し、結合したデータの [Output column name] (出力列名) を
指定します。
• フラット化する: この変換を使用して、ベクトルデータを含む 1 つの列をフラット化します。入力列に
は以下が含まれている必要があります PySpark ベクトルまたは配列のようなオブジェクト。作成される
列の数を制御するには、出力数を検出する方法。たとえば、以下を選択した場合第 1 ベクトルの長さで
は、列で見つかった最初の有効なベクトルまたは配列の要素の数によって、作成される出力列の数が決
まります。項目が多すぎる他のすべての入力ベクトルは切り捨てられます。項目が少なすぎる入力には
NaNs。
また、出力列ごとにプレフィックスとして使用される [Output prefix] (出力プレフィックス) を指定する
こともできます。

数値を処理する
[Process Numeric] (数値を処理) 特徴グループを使用して数値データを処理できます。このグループの各ス
カラーは Spark ライブラリを使用して定義されます。以下のスケーラーがサポートされています。
• スタンダードスケーラー: 各値から平均値を減算し、単位分散にスケーリングして入力列を標準化しま
す。詳細については、以下の Spark のドキュメントを参照してください。StandardScaler。
• 堅牢なスケーラー: 外れ値に堅牢な統計を使用し、入力列をスケーリングします。詳細については、以下
の Spark のドキュメントを参照してください。RobustScaler。
• 最小最大のスケーラー: 各特徴を指定された範囲にスケーリングして、入力列を変換します。詳細につい
ては、以下の Spark のドキュメントを参照してください。MinMaxScaler。
• 最大絶対スケーラー: 各値を最大絶対値で分割し、入力列をスケーリングします。詳細については、以下
の Spark のドキュメントを参照してください。MaxAbsScaler。

サンプリング
データをインポートした後は、サンップトランスフォーマーで1つ以上のサンプルを採取します。サンプリ
ングトランスフォーマーを使用すると、Data Wrangler は元のデータセットをサンプリングします。
次のいずれかのサンプルメソッドを選択できます。
• Limit: 最初の行から指定した制限まで、データセットをサンプリングします。
• ランダム: 指定したサイズのサンプルをランダムに取得します。
• 層別化: 層別ランダムサンプルを取ります。
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ランダム化されたサンプルを層別化して、データセットの元の分布を表していることを確認できます。
複数のユースケースでデータ準備を行っている可能性があります。ユースケースごとに、異なるサンプル
を取り出して異なる変換セットを適用できます。
以下の手順では、ランダムサンプルを作成するプロセスについて説明します。
データからランダムなサンプルを採取すること。
1.

選択してください+インポートしたデータセットの右側にあります。データセットの名前は+。

2.

選択してくださいトランスフォーム。

3.

[Sampling] (サンプリング) を選択します。

4.

にとってサンプリング方法で、サンプリング方法を選択します。

5.

にとって近似サンプルサイズで、サンプルで使用する観測値のおよその数を選択します。

6.

(オプション) 次の整数を指定ランダムseed再現可能なサンプルを作成します。

次の手順では、層別サンプルの作成プロセスについて説明します。
データから層別サンプルを採取すること。
1.

選択してください+インポートしたデータセットの右側にあります。データセットの名前は+。

2.

選択トランスフォーム。

3.

[Sampling] (サンプリング) を選択します。

4.

にとってサンプリング方法で、サンプリング方法を選択します。

5.

にとって近似サンプルサイズで、サンプルで使用する観測値のおおよその数を選択します。

6.

にとってStratify 列で、階層化する列の名前を指定します。

7.

(オプション) 次の整数を指定ランダムseed再現可能なサンプルを作成します。

検索および編集
このセクションでは、文字列内の特定のパターンを検索および編集する方法について説明します。例え
ば、文やドキュメント内の文字列を検索して更新したり、区切り文字で文字列を分割したり、特定の文字
列の出現を検索したりできます。
次の変換は、[Search and edit] (検索および編集) でサポートされています。すべての変換は、[Input
column] (入力列) で文字列のコピーを返し、結果を新しい出力列に追加します。
名前

関数

Find substring (部分文字列を検索)

が最初に出現した位置のインデックスを返しま
すSubstring検索した対象については、次の場所
で検索を開始および終了できますスタートそし
てEndそれぞれ。

Find substring (from right) (部分文字列を右から検
索)

最後に出現した位置のインデックスを返しま
すSubstringお前が探したんだ 次の場所で検索を開
始および終了できますスタートそしてEndそれぞ
れ。

Matches prefix (プレフィックスに一致)

文字列に指定された [] (入力された) が含まれてい
る場合にブール値を返します。Pattern。パターン
には、文字シーケンスまたは正規表現のいずれか
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名前

関数
を指定できます。オプションで、パターンの大文
字と小文字を区別できます。

Find all occurrences (すべての出現を検索)

指定されたパターンのすべての出現を含む配列を
返します。パターンには、文字シーケンスまたは
正規表現のいずれかを指定できます。

Extract using regex (正規表現を使用して抽出)

指定された正規表現パターンに一致する文字列を
返します。

Extract between delimiters (区切り文字間を抽出)

[Left delimiter] (左区切り文字) と [Right delimiter]
(右区切り文字) の間に見つかったすべての文字を
含む文字列を返します。

Extract from position (位置から抽出)

入力文字列の [Start position] (開始位置) から開始
し、開始位置に [Length] (長さ) を足した位置まで
のすべての文字が含まれる文字列を返します。

Find and replace substring (部分文字列を検索して
置換)

指定された [Pattern] (パターン) (正規表現) のすべ
ての一致が [Replacement string] (置換文字列) で置
き換えられた文字列を返します。

Replace between delimiters (区切り文字を置き換
え)

[Left delimiter] (左区切り記号) の最初の出現と
[Right delimiter] (右の区切り記号) の最後の出現
との間に見つかった部分文字列が [Replacement
string] (置換文字列) に置き換えられた文字列を返
します。一致が見つからない場合、何も置き換え
られません。

Replace from position (位置から置き換え)

[Start position] (開始位置)と [Start position] (開始位
置)に [Length] (長さ) を足した位置との間の部分文
字列が [Replacement string] (置換文字列) に置き換
えられた文字列を返します。[Start position] (開始
位置) に [length] (長さ) を足すと、置換文字列の長
さよりも長くなる場合、出力に … が含まれます。

Convert regex to missing (正規表現を欠落値に変
換)

文字列が無効な場合は None に変換して結果を返
します。有効性は Pattern (パターン) の正規表現で
定義されます。

Split string by delimiter (区切り文字で文字列を分
割)

[Delimiter] (区切り記号) で [Max number of splits]
(最大分割数) (オプション) まで分割された入力文
字列から文字列の配列を返します。区切り文字は
デフォルトで空白に設定されます。

分割単位
を使用する分割単位変換してデータセットを 2 つまたは 3 つのデータセットに分割します。たとえば、
データセットをモデルのトレーニングに使用するデータセットと、モデルのテストに使用するデータセッ
トに分割できます。各分割に含まれるデータセットの割合を決定できます。たとえば、1 つのデータセッ
トを 2 つのデータセットに分割する場合、トレーニングデータセットにはデータの 80% が含まれるのに
対し、テストデータセットには 20% が含まれる可能性があります。
データを 3 つのデータセットに分割すると、トレーニング、検証、およびテストのデータセットを作成で
きます。ターゲット列を削除することで、モデルがテストデータセットでどの程度うまく機能するかを確
認できます。
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ユースケースによって、各データセットが取得する元のデータセットの量と、データを分割する方法が決
まります。たとえば、層別分割を使用して、ターゲット列の観測値の分布がデータセット全体で同じにな
るようにしたい場合があります。以下のスプリットトランスフォームを使用できます。
• ランダム分割 — 各分割は、元のデータセットのランダムで重複しないサンプルです。大規模なデータ
セットでは、ランダム分割を使用すると計算負荷が高くなり、順序付けされた分割よりも時間がかかる
ことがあります。
• 順序付き分割 — 観測値の順序に基づいてデータセットを分割します。たとえば、80/20のトレインテス
ト分割では、データセットの 80% を占める最初の観測値がトレーニングデータセットに送られます。観
測値の最後の 20% はテストデータセットに送られます。順序付き分割は、分割間のデータの既存の順序
を維持するのに効果的です。
• 層別分割 — 入力列の観測値の数が比例して表現されるように、データセットを分割します。観測値
1、1、1、1、1、2、2、2、2、2、2、2、2、2、3、3、3、3、3、3を含む入力列の場合、列を80/20に
分割すると、1の約80％、2の80％、および3の80％がトレーニングセットになります。各タイプの観測
値の約 20% がテストセットに送られます。
• Split by key — 同じキーを持つデータが複数スプリットで発生するのを防ぎます。たとえ
ば、'customer_id' 列のデータセットがあり、それをキーとして使用している場合、顧客 ID は複数に分割
されません。
データを分割したら、各データセットに追加の変換を適用できます。ほとんどのユースケースでは、必要
ありません。
Data Wrangler は、パフォーマンスを考慮してスプリットの割合を計算します。誤差の閾値を選択して、
分割の精度を設定できます。誤差閾値が低いほど、分割に指定した比率がより正確に反映されます。エ
ラーしきい値を高く設定すると、パフォーマンスは向上しますが、精度は低下します。
データを完全に分割するには、誤差閾値を0に設定します。しきい値を 0 ～ 1 の範囲で指定すると、パ
フォーマンスが向上します。1 より大きい値を指定する場合、Data Wrangler はその値を 1 と解釈しま
す。
データセットに 10000 行あり、誤差 0.001 で 80/20 の分割を指定すると、次の結果のいずれかに近似した
観測値が得られます。
• トレーニングセットには8010個の観測値、テストセットでは1990個の観測値
• トレーニングセットには7,990の観測値、テストセットには2010年の観測値
前の例で設定された検定の観測数は、8010から7990の間の区間にあります。
デフォルトでは、Data Wrangler はランダムなシードを使用して分割を再現可能にします。シードに別の
値を指定して、再現可能な別のスプリットを作成できます。
Randomized split
以下の手順に従って、データセットをランダムに分割します。
データセットをランダムに分割するには、次の手順を実行します。
1.

選択してください+分割するデータセットを含むノードの隣。

2.

選択トランスフォーム。

3.

選択分割単位。

4.

(オプション) 用splitで、各スプリットの名前と比率を指定します。比率の合計は1でなければなり
ません。

5.

(オプション) を選択します。+追加のスプリットを作成します。
•

すべてのスプリットの名前と比率を指定します。比率の合計は1でなければなりません。
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6.

(オプション)エラーのしきい値デフォルト値以外。

7.

(オプション)ランダムseed。

8.

選択プレビュー。

9.

[Add] (追加) を選択します。

Ordered split
以下の手順に従って、データセットで順序付き分割を実行します。
データセットを順序付きで分割するには、次の手順を実行します。
1.

選択してください+分割するデータセットを含むノードの隣。

2.

選択トランスフォーム。

3.

にとってTransform、選択してください注文分割。

4.

選択分割単位。

5.

(オプション) 用splitで、各スプリットの名前と比率を指定します。比率の合計は1でなければなり
ません。

6.

(オプション) を選択します。+追加のスプリットを作成します。
•

すべてのスプリットの名前と比率を指定します。比率の合計は1でなければなりません。

7.

(オプション)エラーのしきい値デフォルト値以外。

8.

(オプション) 用入力列で、数値を含む列を指定します。列の値を使用して、各分割に含まれるレ
コードを推測します。小さい値は1つの分割にあり、大きい値は他の分割にあります。

9.

(オプション) 選択する重複排除重複する値にノイズを加え、完全にユニークな値のデータセット
を作成します。

10. (オプション)ランダムseed。
11. 選択プレビュー。
12. [Add] (追加) を選択します。
Stratified split
以下の手順に従って、データセットを階層分割します。
データセットを階層分割するには、次の手順を実行します。
1.

選択してください+分割するデータセットを含むノードの隣。

2.

選択トランスフォーム。

3.

選択分割データ。

4.

にとってTransform、選択してください階層別分割。

5.

(オプション) 用splitで、各スプリットの名前と比率を指定します。比率の合計は1でなければなり
ません。

6.

(オプション) を選択します。+追加のスプリットを作成します。
•

すべてのスプリットの名前と比率を指定します。比率の合計は1でなければなりません。

7.

にとって入力列で、最大 100 個の一意の値を含む列を指定します。データラングラーは、100 個
を超える一意の値を持つ列を階層化することはできません。

8.

(オプション)エラーのしきい値デフォルト値以外。

9.

(オプション)ランダムseed別のシードを指定してください。
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10. 選択プレビュー。
11. [Add] (追加) を選択します。
Split by column keys
以下の手順に従って、データセット内の列キーで分割します。
データセット内の列キーで分割するには、次の手順を実行します。
1.

選択してください+分割するデータセットを含むノードの隣。

2.

選択トランスフォーム。

3.

選択分割データ。

4.

にとってTransform、選択してください分割単位。

5.

(オプション) 用splitで、各スプリットの名前と比率を指定します。比率の合計は1でなければなり
ません。

6.

(オプション) を選択します。+追加のスプリットを作成します。
•

すべてのスプリットの名前と比率を指定します。比率の合計は1でなければなりません。

7.

にとってキー列で、両方のデータセットに表示したくない値を含む列を指定します。

8.

(オプション)エラーのしきい値デフォルト値以外。

9.

選択プレビュー。

10. [Add] (追加) を選択します。

Parse Value as Type (値を型として解析)
この変換を使用して、列を新しい型にキャストします。サポートされている Data Wrangler のデータ型は
次のとおりです。
• Long
• 浮動小数点
• ブール値
• 日付 (日、月、年をそれぞれ表す dd-MM-yyyy 形式)
• 文字列

文字列を検証する
[Validate string] (文字列を検証) 変換で、テキストデータの行が指定された条件を満たしていることを示す
新しい列を作成します。例えば、[Validate string] (文字列を検証) 変換を使用して、文字列に小文字のみが
含まれていることを確認します。次の変換は、[Validate string] (文字列を検証) でサポートされています。
この変換グループには、次の変換が含まれています。変換がブール値を出力する場合、True は 1
で、False は 0 で表されます。
名前

関数

文字列の長さ

文字列の長さが指定された長さに等しい場
合、True を返します。それ以外の場合は False
を返します。
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名前

関数

[Starts with] (次で開始)

文字列が指定されたプレフィックスで始まる場
合、True を返します。それ以外の場合は False
を返します。

[Ends with] (次で終了)

文字列の長さが指定された長さに等しい場
合、True を返します。それ以外の場合は False
を返します。

Is alphanumeric (英数字)

文字列に数字と文字のみが含まれている場合,True
を返します。それ以外の場合は False を返しま
す。

Is alpha (letters) (英字)

文字列に文字のみが含まれている場合、True を返
します。それ以外の場合は False を返します。

Is digit (数字)

文字列に数字のみが含まれている場合、True を返
します。それ以外の場合は False を返します。

Is space (スペース)

文字列に数字と文字のみが含まれている場合,True
を返します。それ以外の場合は False を返しま
す。

Is title (タイトル)

文字列に空白が含まれている場合、True を返しま
す。それ以外の場合は False を返します。

Is lowercase (小文字)

文字列に小文字のみが含まれている場合、True を
返します。それ以外の場合は False を返します。

Is uppercase (大文字)

文字列に大文字のみが含まれている場合、True を
返します。それ以外の場合は False を返します。

Is numeric (数値)

文字列に数値のみが含まれている場合,True を返
します。それ以外の場合は False を返します。

Is decimal (小数)

文字列に小数のみが含まれている場合,True を返
します。それ以外の場合は False を返します。

JSON データアンネスト
.csv ファイルがある場合は、データセットの値が JSON 文字列である可能性があります。同様
に、Parquet ファイルまたは JSON ドキュメントの列にデータをネストしている場合もあります。
を使用する構造化する第1レベルのキーを別々の列に分割する演算子。第1レベルのキーは、値の中にネス
トされていないキーです。
例えば、次のようなデータセットがあるとします。人各人の人口統計情報が JSON 文字列として保存され
ている列。JSON 文字列は次のようになります。

"{"seq": 1,"name": {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"},"age": 59,"city":
"Posbotno","state": "WV"}"

-構造化する演算子は、次の第1レベルのキーをデータセットの追加列に変換します。
• seq
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• name
• 年齢
• city
• state
Data Wrangler はキーの値を値として列の下に配置します。以下に、JSON の列名と値を示します。
seq, name,
age, city, state
1, {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"}, 59, Posbotno, WV

JSON を含むデータセットの各値について、構造化するオペレータは第1レベルのキーの列を作成します。
ネストされたキーの列を作成するには、オペレータを再度呼び出します。前述の例では、演算子を呼び出
すと列が作成されます。
• name_first
• name_last
次の例は、オペレーションを再度呼び出した結果得られるデータセットを示しています。
seq, name,
age, city, state, name_first, name_last
1, {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"}, 59, Posbotno, WV, Nathaniel, Ferguson

選択平らにする鍵個別の列として抽出したい第1レベルのキーを指定します。キーを指定しない場
合、Data Wrangler がデフォルトですべてのキーを抽出します。

配列
使用アイテム配列配列の値を別々の出力行に展開します。たとえば、このオペレーションでは配列 [[1, 2,
3,], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] の各値を受け取り、次の行を含む新しい列を作成できます。
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]

データラングラーは、新しいカラムに input_column_name_flatten という名前を付けます。
電話できます配列操作を複数回行って、配列の入れ子になった値を別々の出力列に入れます。次の例は、
入れ子配列を含むデータセットに対して操作を複数回呼び出した結果を示しています。

入れ子になった配列の値を別々の列に入れる
id

array

id

array_items

id

array_items_items

1

[[猫、犬]、[コ
ウモリ、カエ
ル]]

1

[猫、犬]

1

cat

2

[[バラ、ペチュ
ニア]、[ユリ、
デイジー]]

1

[コウモリ、カ
エル]

1

犬
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id

array

id

array_items

id

array_items_items

2

[バラ、ペチュ
ニア]

1

bat

2

[リリー、デイ
ジー]

1

カエル

2

2

バラ

2

2

ペチュニア

2

2

ユリ

2

2

デイジー

分析および視覚化
アマゾン SageMaker Data Wrangler には、数回のクリックでビジュアライゼーションとデータ分析を生成
できる組み込みの分析が含まれています。独自のコードを使用してカスタム分析を作成することもできま
す。
データフレームに分析を追加するには、データフローでステップを選択し、[Add analysis] (分析を追加) を
選択します。作成した分析にアクセスするには、分析を含むステップを選択し、分析を選択します。
すべての分析はデータセットの 100,000 行を使用して生成されます。
次の分析をデータフレームに追加できます。
• ヒストグラムや散布図などのデータビジュアライゼーション。
• エントリ数、最小値と最大値 (数値データの場合)、最も頻度の高いカテゴリ (カテゴリ別データの場合)
など、データセットの簡単な要約。
• 各特徴の重要度スコアを生成するために使用できるデータセットの簡単なモデル。
• 1 つ以上の特徴がターゲットの特徴と強い相関性があるかどうかを判断するために使用できるターゲッ
トの漏洩レポート。
• 独自のコードを使用したカスタムビジュアライゼーション。
これらのオプションの詳細については、次のセクションを参照してください。

ヒストグラム
ヒストグラムを使用して、特定の特徴の特徴値の数を確認します。[Color by] (色分け) オプションを使用し
て特徴間の関係を確認できます。例えば、次のヒストグラムは、2009 年から 2019 年までに Amazon で最
も売れた本のユーザー評価のディストリビューションをジャンル別に色分けしてグラフ化したものです。
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[Facet by] (ファセット別) 機能を使用して別の列の値ごとに、1 列のヒストグラムを作成できます。例え
ば、次の図は、Amazon で最も売れている本のユーザーレビューのヒストグラムを示しています。

散布図
[Scatter Plot] (散布図) 機能を使用して特徴間の関係を確認します。散布図を作成するには、[X axis] (X 軸)
と [Y axis] (Y 軸) でプロットする特徴を選択します。これらの列は両方とも数値型列でなければなりませ
ん。
散布図は追加の列で色分けできます。例えば、次の例は、2009 年から 2019 年まで Amazon で最も売れた
本のユーザー評価に対するレビュー数を比較した散布図を示しています。散布図は本のジャンル別に色付
けされています。
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さらに、特徴別に散布図をファセット化することもできます。たとえば、次の画像は、同じレビューと
ユーザー評価の散布図を、年別にファセット化した例を示しています。

テーブルの概要
[Table Summary] (テーブルの概要) 分析を使用してデータをすばやく要約します。
ログデータや浮動小数点データなどの数値データを含む列の場合、テーブルの概要は各列のエントリ数
(count)、最小値 (min)、最大 (max)、平均値、標準偏差 (stddev) を報告します。
文字列、ブール値、日付/時刻データなどの数値以外のデータを含む列の場合、テーブルの概要はエントリ
数 (count)、最小頻度値 (min)、最大頻度値 (max) をレポートします。

クイックモデル
[Quick Model] (クイックモデル) ビジュアライゼーションを使用して、データをすばやく評価し、各特徴の
重要度スコアを生成します。特徴の重要度スコアは、特徴がターゲットラベルの予測にどの程度有用であ
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るかを示します。特徴の重要度スコアは 0 と 1 の間にあり、数値が大きいほど、その特徴がデータセット
全体に対してより重要であることを示します。クイックモデルチャートの上部にはモデルスコアが表示さ
れます。分類問題は F1 スコアを示しています。回帰問題には平均二乗誤差 (MSE) スコアがあります。
クイックモデルチャートを作成する場合は、評価するデータセットと、特徴の重要度を比較するターゲッ
トラベルを選択します。Data Wrangler は次を行います。
• 選択したデータセット内のターゲットラベルと各特徴に対するデータ型を推論します。
• 問題のタイプを決定します。Data Wrangler は、ラベル列内の個別の値の数に基づいて、その問題のタ
イプが回帰または分類のどちらであるかを判断します。Data Wrangler は、カテゴリ別しきい値を 100
に設定します。ラベル列に 100 を超える個別の値がある場合、Data Wrangler はそれを回帰問題として
分類します。それ以外の場合、分類問題として分類されます。
• トレーニング用に機能とラベルデータを前処理します。使用されるアルゴリズムでは、ベクトルタイプ
に対するエンコーディング機能と double 型に対するエンコーディングラベルが必要です。
• 70% のデータでランダムフォレストアルゴリズムをトレーニングしま
す。SparkRandomForestRegressor回帰問題のモデルのトレーニングに使用されま
す。-RandomForestClassifier分類問題のモデルのトレーニングに使用されます。
• 残りの 30% のデータでランダムフォレストモデルを評価します。Data Wrangler は F1 スコアを使用し
て分類モデルを評価し、MSE スコアを使用して回帰モデルを評価します。
• Gini 重要度メソッドを使用して、各特徴の重要度を計算します。
次の図は、クイックモデル機能のユーザーインターフェイスを示しています。

ターゲット漏洩
ターゲット漏洩は、機械学習のトレーニングデータセットにターゲットラベルと強い相関性があっても、
実際のデータでは利用できないデータがある場合に発生します。例えば、モデルで予測する列のプロキシ
として使われる列がデータセット内に存在するとします。
[Target Leakage] (ターゲット漏洩) 分析を使用する場合、次を指定します。
• ターゲット: ML モデルで予測を行う対象の特徴です。
• 問題タイプ: 作業している ML 問題のタイプです。問題のタイプは [classification] (分類) または
[regression] (回帰) のいずれかになります。
• (オプション)最大数数: ビジュアライゼーション内に存在する特徴最大数であり、ターゲット漏洩のリス
クによってランク付けして特徴を表示しています。
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分類の場合、ターゲット漏洩分析は、受信者動作特性の下にある領域、または各列の AUC-ROC 曲線を []
(最大数数) まで使用します。最大数数。回帰の場合、決定の係数、または R2 メトリクスを使用します。
AUC-ROC 曲線は、最大約 1000 行のサンプルで、交差検証を使用して列ごとに個別に計算される予測メ
トリクスを提供します。スコア 1 は完璧な予測能力を示し、多くの場合はターゲット漏洩を示します。0.5
以下のスコアは、列の情報が、ターゲットの予測に有用な情報を単独で提供できなかったことを示しま
す。列から単独で情報が得られないものの、他の特徴と併用するとターゲットの予測に役立つことがあ
り、低いスコアは特徴が冗長であることを示す場合があります。
例えば次の図は、糖尿病の分類問題、つまり、糖尿病にかかっているかどうかを予測するターゲット漏洩
レポートを示しています。AUC - ROC 曲線は 5 つの特徴の予測能力を計算するために使用され、すべてが
ターゲット漏洩から保護されると判断されます。

多重共線性
多重共線性は、2 つ以上の予測変数が互いに関連している状況です。予測変数は、ターゲット変数を予測
するために使用しているデータセット内のフィーチャです。多重共線性がある場合、予測子変数はター
ゲット変数を予測するだけでなく、相互の予測にもなります。
「」を使用できます。分散インフレ係数 (VIF),主成分分析法 (PCA), または投げ縄機能の選択データの多重
共線性の尺度として。詳細については、以下を参照してください。
Variance Inflation Factor (VIF)
分散膨張係数 (VIF) は、変数ペア間の共線性の尺度です。Data Wrangler は、変数が互いにどの程度
密接に関連しているかを示す尺度として VIF スコアを返します。VIF スコアは、1 以上の正の数であ
り、
スコア1は、その変数が他の変数と無相関であることを意味します。スコアが1より大きいほど、相関
が高いことを示します。
理論的には、無限大のVIFスコアを持つことができます。データラングラーはハイスコアを50にク
リップします。VIFスコアが50より大きい場合、Data Wranglerはスコアを50に設定します。
次のガイドラインを使用してVIFスコアを解釈できます。
• VIFスコアが5以下の場合は、変数が他の変数と中程度の相関があることを示します。
• VIFスコアが5以上の場合は、変数が他の変数と高い相関関係があることを示します。
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Principle Component Analysis (PCA)
主成分分析 (PCA) は、特徴空間のさまざまな方向に沿ったデータの分散を測定します。特徴空間は、
データセット内のターゲット変数を予測するために使用するすべての予測変数で構成されます。
たとえば、誰が生き残ったかを予測しようとしている場合Titanic氷山に達した後、フィーチャース
ペースには乗客の年齢、性別、支払った運賃を含めることができます。
特徴空間から、PCA は分散の順序付きリストを生成します。これらの分散は、特異値とも呼ばれま
す。分散リスト内の値は、0 以上です。それらを使用して、データにどれだけの多重共線性があるか
を判断できます。
数値がほぼ一様である場合、データには多重共線性のインスタンスがほとんどありません。値のば
らつきが大きい場合、多重共線性のインスタンスが多数存在します。PCA を実行する前に、Data
Wrangler は、0 の平均と標準偏差を 1 の平均を持つように各特徴を表示しています。

Note
この状況でのPCAは、特異値分解 (SVD) とも呼ばれます。
Lasso feature selection
なげなわ特徴選択では、L1 正則化手法を使用して、最も予測性の高い特徴のみをデータセットに含め
ます。
分類と回帰の両方について、正則化手法は各特徴の係数を生成します。係数の絶対値は、フィーチャ
の重要度スコアを提供します。重要度スコアが高いほど、ターゲット変数の予測性が高いことを示し
ます。一般的な特徴選択方法は、ゼロ以外の投げ縄係数を持つすべての特徴を使用することです。

時系列データの異常を検出する
異常検出ビジュアライゼーションを使用して、時系列データの外れ値を確認できます。異常と判断される
基準を理解するには、時系列が予測項と誤差項に分解されることを理解しておく必要があります。時系列
の季節性と傾向を予測項として処理します。残差を誤差項として処理します。
誤差項では、残差が異常と見なされるしきい値を、平均値から離れる偏差の標準の数として指定します。
例えば、しきい値を 3 標準偏差として指定できます。平均値から 3 標準偏差を超える残差は異常値です。
次の手順に従って [Anomaly detection] (異常検出) 分析を実行できます。
1.
2.

Data Wrangler のデータフローを開きます。
データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add analysis] (分析を追加) を選択します。

3.
4.

[Analysis type] (分析タイプ) で、[Time Series] (時系列) を選択します。
[Visualization] (ビジュアライゼーション) で、[Anomaly detection] (異常検出) を選択します。

5.
6.
7.

[Anomaly threshold] (異常しきい値) で、値が異常と見なされるしきい値を選択します。
[Preview] (プレビュー) を選択して、分析のプレビューを生成します。
[Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

時系列データにおける季節的な傾向の分解
季節的な傾向分解ビジュアライゼーションを使用して、時系列データに季節性があるかどうかを判断で
きます。STL (LOESS を使用した季節的な傾向分解) メソッド使用して分解を実行します。時系列を季節
性、傾向、残差コンポーネントに分解します。この傾向は、時系列の長期的な進行を反映しています。季
節性は、ある期間内に再発する信号です。時系列から傾向と季節性を削除すると、残差が得られます。
次の手順に従って [Seasonal-Trend decomposition] (季節性傾向分解) 分析を実行できます。
1.

Data Wrangler のデータフローを開きます。
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2.

データフローの [Data types] (データ型) で [+] を選択し、[Add analysis] (分析を追加) を選択します。

3.

[Analysis type] (分析タイプ) で、[Time Series] (時系列) を選択します。

4.

[Visualization] (ビジュアライゼーション) で、[Seasonal-Trend decomposition] (季節性傾向分解) を選
択します。

5.

[Anomaly threshold] (異常しきい値) で、値が異常と見なされるしきい値を選択します。

6.

[Preview] (プレビュー) を選択して、分析のプレビューを生成します。

7.

[Add] (追加) を選択して、Data Wrangler データフローに変換を追加します。

バイアスレポート
Data Wrangler のバイアスレポートを使用して、データ内の潜在的なバイアスを検出できます。バイアス
レポートを生成するには、予測するターゲット列または [Label] (ラベル) を指定し、それに加えてバイアス
について確認する [Facet] (ファセット) または列を指定する必要があります。
ラベル: モデルで予測を行う特徴。例えば、顧客コンバージョンを予測する場合、顧客が注文したかどうか
に関するデータを含む列を選択できます。また、この特徴がラベルかしきい値かを指定する必要がありま
す。ラベルを指定する場合、データの正の結果の出力を指定する必要があります。顧客コンバージョンの
例では、1 が注文列の正の結果であり、過去 3 か月以内に注文した顧客の正の結果を表します。しきい値
を指定する場合、正の結果を定義する下限を指定する必要があります。例えば、顧客の注文列に昨年の注
文数が含まれている場合、1 を指定します。
ファセット: バイアスについて確認する列。例えば、顧客コンバージョンを予測しようとする場合、ファ
セットが顧客の年齢である可能性があります。データが特定の年齢グループに偏っていると考えられるた
め、このファセットを選択できます。ファセットが値またはしきい値のどちらとして測定されるのかを特
定する必要があります。例えば、1 つ以上の特定の年齢を調べる場合、[Value] (値) を選択し、年齢を指定
します。年齢グループを調べる場合は、[Threshold] (しきい値) を選択し、調べる年齢のしきい値を指定し
ます。
特徴とラベルを選択した後、計算するバイアスメトリクスのタイプを選択します。
詳細については、「事前トレーニングデータのバイアスのレポートを生成する」を参照してください。

カスタムビジュアライゼーションを作成する
データラングラーフローに分析を追加して、カスタムビジュアライゼーションを作成できます。適用した
すべての変換を含むデータセットは、pandas DataFrame。Data Wrangler はdfデータフレームを格納する
変数。データフレームにアクセスするには、変数を呼び出します。
出力変数を指定する必要があります。chart、を格納するAltair出力グラフ たとえば、次のコードブロック
を使用して、叙事詩的なデータセットを使用してカスタムヒストグラムを作成できます。
import altair as alt
df = df.iloc[:30]
df = df.rename(columns={"Age": "value"})
df = df.assign(count=df.groupby('value').value.transform('count'))
df = df[["value", "count"]]
base = alt.Chart(df)
bar = base.mark_bar().encode(x=alt.X('value', bin=True, axis=None), y=alt.Y('count'))
rule = base.mark_rule(color='red').encode(
x='mean(value):Q',
size=alt.value(5))
chart = bar + rule

カスタムビジュアライゼーションを作成するには、次の手順を実行します。
1.

視覚化する変換を含むノードの横で、+。
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2.

選択分析を追加。

3.

を使用する場合分析タイプ、選択カスタムビジュアライゼーション。

4.

を使用する場合分析名で名前を指定します。

5.

コードボックスにコードを入力します。

6.

[Preview] (プレビュー) を選択して、ビジュアライゼーションをプレビューします。

7.

選択保存ビジュアライゼーションを追加します。

PythonでAltairビジュアライゼーションパッケージを使用する方法がわからない場合は、カスタムコードス
ニペットを使用して開始することができます。
Data Wrangler には、検索可能なビジュアライゼーションスニペットのコレクションがあります。ビジュ
アライゼーションスニペットを使用するには、サンプルスニペット検索検索バー内にクエリを指定しま
す。
次の例ではを使用していますビン化散布図コードスニペット。2 次元のヒストグラムをプロットします。
スニペットには、コードに加える必要のある変更を理解するのに役立つコメントがあります。通常、コー
ドでデータセットの列名を指定する必要があります。

import altair as alt
# Specify the number of top rows for plotting
rows_number = 1000
df = df.head(rows_number)
# You can also choose bottom rows or randomly sampled rows
# df = df.tail(rows_number)
# df = df.sample(rows_number)
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chart = (
alt.Chart(df)
.mark_circle()
.encode(
# Specify the column names for binning and number of bins for X and Y axis
x=alt.X("col1:Q", bin=alt.Bin(maxbins=20)),
y=alt.Y("col2:Q", bin=alt.Bin(maxbins=20)),
size="count()",
)
)
# :Q specifies that label column has quantitative type.
# For more details on Altair typing refer to
# https://altair-viz.github.io/user_guide/encoding.html#encoding-data-types

異なるデータセットのデータフローの再利用
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データソースでは、パラメータを作成して使用できます。
パラメータは、Data Wrangler フローに保存した変数です。その値は、データソースの Amazon S3 パスの
どの部分でもかまいません。パラメータを使用して、Data Wrangler フローにインポートするデータや処
理ジョブにエクスポートするデータをすばやく変更できます。
Data Wrangler フローを作成したら、変換したデータに基づいてモデルをトレーニングした可能性があり
ます。スキーマが同じデータセットの場合、パラメーターを使用して同じ変換を別のデータセットに適用
し、別のモデルにトレーニングを行うことができます。新しいデータセットを使用してモデルで推論を実
行することも、モデルを再トレーニングするために使用することもできます。
一般に、パラメータには次の属性があります。
• 名前 — パラメータに指定する名前
• タイプ — パラメーターが表す値のタイプ
• デフォルト値 — 新しい値を指定しない場合のパラメータ値

Note
Datetime パラメータには、デフォルト値として使用する時間範囲属性があります。
データラングラーは中括弧を使います{{}}、パラメータが Amazon S3 パスで使用されてい
ることを示します。例えば、次のような URL を持つことができます。s3://DOC-EXAMPLEBUCKET1/{{example_parameter_name}}/example-dataset.csv。
パラメータは、インポートした Amazon S3 データソースを編集するときに作成します。ファイルパスの
任意の部分をパラメータ値に設定できます。パラメータ値は、値またはパターンのいずれかに設定できま
す。Data Wrangler フローで使用できるパラメータ値のタイプは次のとおりです。
• 数値
• 文字列
• パターン:
• Datetime

Note
Amazon S3 パス内のバケット名のパターンパラメータまたは日時パラメータを作成することはで
きません。
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数値パラメータのデフォルト値として数値を設定する必要があります。パラメーターの編集中または処理
ジョブの起動時に、パラメーターの値を別の数値に変更できます。たとえば、S3 パスでは、s3://DOCEXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-1.csv、という名前の数値パラメータを作成
できますnumber_parameterの代わりに1。これで S3 パスは次のように表示されます。s3://DOCEXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-{{number_parameter}}.csv。パスは引き続
きのexample-file-1.csvパラメータの値を変更するまではデータセットを使用します。の値を変更す
るとnumber_parameterに2その道は今s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/examplefile-2.csv。インポートできますexample-file-2.csvその Amazon S3 ロケーションにファイルを
アップロードした場合は、データラングラーに移動します。
文字列パラメータには、文字列がデフォルト値として格納されます。たとえば、S3 パスで
は、s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-1.csv、という名前の文字
列パラメータを作成できますstring_parameterファイル名の代わりに、example-file-1.csv。
これで、パスは次のように表示されます。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/
{{string_parameter}}。マッチし続けますs3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/
example-file-1.csv、パラメータの値を変更するまで。
ファイル名を文字列パラメータとして指定する代わりに、Amazon S3 パス全体を使用して文字列パラメー
タを作成できます。文字列パラメータには、任意の Amazon S3 ロケーションのデータセットを指定でき
ます。
パターンパラメータには、正規表現 (Python REGEX) 文字列がデフォルト値として格納されます。パター
ンパラメータを使用して、複数のデータファイルを同時にインポートできます。一度に複数のオブジェク
トをインポートするには、インポートする Amazon S3 オブジェクトと一致するパラメータ値を指定しま
す。
次のデータセットのパターンパラメータを作成することもできます。
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-file-1.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-file-2.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-file-10.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-0123.csv
にとってs3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-file-1.csv、次の場所に
パターンパラメータを作成できます1を選択し、パラメータのデフォルト値を次のように設定します\d
+。-\d+REGEX 文字列は、任意の 1 つまたは複数の十進数に一致します。という名前のパターンパラ
メータを作成した場合pattern_parameter、S3 パスは次のように表示されますs3://DOC-EXAMPLEBUCKET1/example-prefix/example-file-{{pattern_parameter}}.csv。
パターンパラメータを使用して、バケット内のすべての CSV オブジェクトを照合することも
できます。バケット内のすべてのオブジェクトを一致させるには、デフォルト値のパターンパ
ラメータを作成します。.*そしてパスを次のように設定しますs3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
{{pattern_parameter}}.csv。-.*文字はパス内の任意の文字列文字と一致します。
-s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/{{pattern_parameter}}.csvpath は次のデータセットと一致できま
す。
• example-file-1.csv
• other-example-file.csv
• example-file-a.csv
datetime パラメータには、次の情報を含む形式が格納されます。
• Amazon S3 パス内の文字列を解析するためのフォーマット。
• 一致する日時値を制限する相対的な時間範囲
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例えば、Amazon S3 ファイルパスでは、s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/2020/01/01/exampledataset.csv、2020/01/01 は次の形式の日時を表しますyear/month/day。パラメーターの時間範囲を
次のような間隔に設定できます。1 yearsまたは24 hours。の間隔1 yearsは、現在の時刻と現在時刻
のちょうど1年前の時刻の間にあるすべてのS3パスと一致します。現在の時刻は、データに対して行った
変換のエクスポートを開始する時刻です。データのエクスポートの詳細については、「」を参照してくだ
さい。[Export] (エクスポート) (p. 835)。現在の日付が 2022/01/01 で、時間範囲が1 years、S3 パスは
次のようなデータセットと一致します。
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/2021/01/01/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/2021/06/30/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/2021/12/31/example-dataset.csv
相対的な時間範囲内の日時の値は、時間の経過とともに変化します。相対的な時間範囲内にある S3 パス
も異なる場合があります。
Amazon S3 ファイルパスでは、s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/20200101/exampledataset.csv,20220101は、datetime パラメータになり得るパスの例です。
Data Wrangler フローで作成したすべてのパラメータの表を表示するには、Amazon S3 パスを含むテキス
トボックスの右にある `{{}}` を選択します。作成したパラメータが不要になった場合には、編集や削除がで
きます。パラメータを編集または削除するには、パラメータの右側にあるアイコンを選択します。

Important
パラメータを削除する前に、Data Wrangler フローのどこにも使用していないことを確認してく
ださい。フロー内にまだ残っているパラメータを削除すると、エラーが発生します。
Data Wrangler フローのどのステップでもパラメータを作成できます。作成したパラメータは、すべて編
集や削除ができます。パラメーターの変換がユースケースに関連しなくなった場合は、変更することがで
きます。
次のセクションで、パラメータの使用例と一般的なガイダンスを示します。セクションを参考にして、自
分にとって最適なパラメータを理解してください。

Note
以下のセクションでは、Data Wrangler インターフェイスを使用してパラメータをオーバーライ
ドし、処理ジョブを作成する手順について説明します。
パラメータは、次の手順を使用して上書きすることもできます。
Data Wrangler フローをエクスポートしてパラメータの値をオーバーライドするには、次の操作
を行います。
1.

選択してください+エクスポートするノードの横にあります。

2.

選択してくださいエクスポート先。

3.

データをエクスポートする場所を選択します。

4.

[]parameter_overridesで、作成したパラメータに異なる値を指定します。

5.

Jupyter ノートブックを起動します。

パターンを使用してデータラングラーフローをファイルに適用する
パラメータを使用して、Amazon S3 URI パスのパターンに一致するさまざまなファイルに Data Wrangler
フローの変換を適用できます。これにより、高度に変換したい S3 バケット内のファイルを指定できま
す。例えば、次のパスを含むデータセットがあるとします。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-
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prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv。名前が付けられたさ
まざまなデータセットexample-dataset.csvさまざまなサンプルプレフィックスで保存されています。
プレフィックスには順番に番号を付けることもできます。Amazon S3 URI の数値のパターンを作成できま
す。パターンパラメータは REGEX を使用して、式のパターンに一致する任意の数のファイルを選択しま
す。役に立つかもしれない正規表現のパターンを以下に示します。
• .*— 改行文字を除く任意の文字の 0 個以上と一致します
• .+— 改行文字を除く任意の文字の 1 つまたは複数に一致します
• \d+— 任意の 10 進数の 1 桁以上の数字にマッチングします
• \w+— 任意の英数字の 1 つまたは複数に一致します
• [abc-_]{2,4}— 括弧で囲まれた一連の文字で構成される 2 文字、3 文字、または 4 文字の文字列と一
致します。
• abc|def— 1 つの文字列または別の文字列に一致します。たとえば、オペレーションはどちらかに一致
しますabcまたはdef
次のパスの各数値を次の値を持つ 1 つのパラメータに置き換えることができます。\d+。
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-3/example-prefix-4/example-prefix-5/
example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-8/example-prefix-12/exampleprefix-13/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-4/example-prefix-9/exampleprefix-137/example-dataset.csv
以下の手順では、パスを含むデータセットのパターンパラメータを作成します。s3://DOCEXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/exampledataset.csv。
パターンパラメータを作成するには、次の操作を行います。
1.

インポートしたデータセットの横で、「」を選択しますデータセットの編集。

2.

強調表示0にexample-prefix-0。

3.

以下のフィールドに値を入力します。
• [Name] (名前)— パラメータの名前
• タイプ–Pattern
• Value–\ d+1 つ以上の数字に対応する正規表現

4.

[作成] を選択します。

5.

交換してください1そして2S3 URI パスにパラメータを付けて入力します。パスは次
の形式にする必要があります。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix{{example_parameter_name}}/example-prefix-{{example_parameter_name}}/
example-prefix-{{example_parameter_name}}/example-dataset.csv

以下は、パターンパラメータを作成する一般的な手順です。
1.

Data Wrangler フローに移動します。

2.

インポートしたデータセットの横で、「」を選択しますデータセットの編集。

3.

パターンパラメータの値として使用している URI の部分を強調表示します。

4.

選択してくださいカスタムパラメータの作成。

5.

以下のフィールドに値を入力します。
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• [Name] (名前)— パラメータの名前
• タイプ–Pattern
• Value— 保存したいパターンを含む正規表現。
6.

[作成] を選択します。

数値を使用するファイルへのデータラングラーフローの適用
パラメータを使用して、Data Wrangler フロー内の変換を、類似したパスを持つさまざまなファイルに適
用できます。例えば、次のパスを含むデータセットがあるとします。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/
example-prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv。
Data Wrangler フローの変換が、以下のデータセットに適用されているかもしれません。exampleprefix-1。同じ変換をにも適用するとよいとします。example-dataset.csvあれは該当す
るexample-prefix-10またはexample-prefix-20。
値を保存するパラメータを作成できます1。変換をさまざまなデータセットに適用する場合は、パラメー
ターの値を別の値に置き換える処理ジョブを作成できます。このパラメーターは、Data Wrangler フロー
からの変換を新しいデータに適用する場合に変更するプレースホルダーとして機能します。Data Wrangler
処理ジョブを作成するときにパラメータの値をオーバーライドして、Data Wrangler フロー内の変換を別
のデータセットに適用できます。
の数値パラメータを作成するには、次の手順を使用します。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/exampleprefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv。
前述の S3 URI パスのパラメータを作成するには、次の操作を行います。
1.

Data Wrangler フローに移動します。

2.

インポートしたデータセットの横で、「」を選択しますデータセットの編集。

3.

接頭辞の例の数字を強調表示してくださいexample-prefix-number。

4.

選択してくださいカスタムパラメータの作成。

5.

にとって[Name] (名前)で、パラメータの名前を指定します。

6.

にとってタイプ、選択してください整数。

7.

にとってValue、番号を指定します。

8.

手順を繰り返して、残りの数値のパラメータを作成します。

パラメータを作成したら、データセットに変換を適用し、それらのターゲットノードを作成します。宛先
ノードの詳細については、「」を参照してください。[Export] (エクスポート) (p. 835)。
以下の手順を使用して、Data Wrangler フローからの変換を別の時間範囲に適用します。フロー内の変換
の宛先ノードが作成されていることを前提としています。
Data Wrangler 処理ジョブの数値パラメータの値を変更するには、次の操作を行います。
1.

Data Wrangler フローから、「」を選択します。ジョブの作成

2.

datetime パラメータを含むデータセットへの変換を含む宛先ノードのみを選択します。

3.

選択してくださいジョブの設定。

4.

[Parameters] (パラメータ) を選択します。

5.

作成したパラメータの名前を選択します。

6.

パラメータの値を変更します。

7.

他のパラメータでも手順を繰り返します。

832

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
異なるデータセットのデータフローの再利用

8.

[実行する] を選択します。

文字列を使用するファイルへのデータラングラーフローの適用
パラメータを使用して、Data Wrangler フロー内の変換を、類似したパスを持つさまざまなファイルに
適用できます。例えば、次のパスのデータセットがあるとします。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/
example-prefix/example-dataset.csv。
Data Wrangler フローから、以下のデータセットに適用した変換があるかもしれませ
ん。example-prefix。次の条件に応じて、同じ変換を適用することもできます。exampledataset.csv下another-example-prefixまたはexample-prefix-20。
値を保存するパラメータを作成できますexample-prefix。変換をさまざまなデータセットに適用する
場合は、パラメーターの値を別の値に置き換える処理ジョブを作成できます。このパラメーターは、Data
Wrangler フローからの変換を新しいデータに適用する場合に変更するプレースホルダーとして機能しま
す。Data Wrangler 処理ジョブを作成するときにパラメータの値をオーバーライドして、Data Wrangler フ
ロー内の変換を別のデータセットに適用できます。
以下の手順に従って、の文字列パラメータを作成します。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/exampleprefix/example-dataset.csv。
前述の S3 URI パスのパラメータを作成するには、次の操作を行います。
1.

Data Wrangler フローに移動します。

2.

インポートしたデータセットの横で、「」を選択しますデータセットの編集。

3.

例のプレフィックスを強調表示し、example-prefix。

4.

選択してくださいカスタムパラメータの作成。

5.

にとって[Name] (名前)で、パラメータの名前を指定します。

6.

[Type] で、[String] を選択します。

7.

にとってValueで、プレフィックスを指定します。

パラメータを作成したら、データセットに変換を適用し、その変換先ノードを作成します。宛先ノードの
詳細については、「」を参照してください。[Export] (エクスポート) (p. 835)。
以下の手順を使用して、Data Wrangler フローからの変換を別の時間範囲に適用します。フロー内の変換
の宛先ノードが作成されていることを前提としています。
Data Wrangler 処理ジョブの数値パラメータの値を変更するには、次の操作を行います。
1.

Data Wrangler フローから、「」を選択します。ジョブの作成

2.

datetime パラメータを含むデータセットへの変換を含む宛先ノードのみを選択します。

3.

選択してくださいジョブの設定。

4.

[Parameters] (パラメータ) を選択します。

5.

作成したパラメータの名前を選択します。

6.

パラメータの値を変更します。

7.

他のパラメータでも手順を繰り返します。

8.

[実行する] を選択します。

データラングラーフローをさまざまな日時範囲に適用する
日時パラメータを使用して、Data Wrangler フローの変換をさまざまな時間範囲に適用します。Amazon
S3 URI のタイムスタンプのある部分を強調表示し、そのためのパラメータを作成します。パラメータを

833

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
異なるデータセットのデータフローの再利用

作成するときは、現在の時刻から過去の時刻までの時間範囲を指定します。例えば、次のような Amazon
S3 URI があるとします。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/05/15/exampledataset.csv。 保存できます2022/05/15日付/時刻パラメータとして。時間範囲として年を指定した場
合、時間範囲には datetime パラメータを含む処理ジョブを実行した瞬間と、ちょうど 1 年前の時刻が含ま
れます。処理ジョブを実行している瞬間が 2022 年 9 月 6 日だった場合、または2022/09/06では、時間
範囲には次のものが含まれます。
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/03/15/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/01/08/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/07/31/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2021/09/07/example-dataset.csv
Data Wrangler フローの変換は、前述のすべてのプレフィックスに適用されます。処理ジョブのパラメー
タの値を変更しても、Data Wrangler フローのパラメータ値は変更されません。異なる時間範囲のデータ
セットに変換を適用するには、次の操作を行います。
1. 使用したいすべてのトランスフォームを含むデスティネーションノードを作成します。
2. Data Wrangジョブを作成します。
3. パラメータに別の時間範囲を使用するようにジョブを設定します。処理ジョブのパラメータの値を変更
しても、Data Wrangler フローのパラメータ値は変更されません。
宛先ノードと Data Wrangler ジョブの詳細については、「」をご参照ください。[Export] (エクスポー
ト) (p. 835)。
以下の手順では、Amazon S3 パスの日時パラメータを作成します。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/
example-prefix/2022/05/15/example-dataset.csv。
前述の S3 URI パスの datetime パラメータを作成するには、次の操作を行います。
1.

Data Wrangler フローに移動します。

2.

インポートしたデータセットの横で、「」を選択しますデータセットの編集。

3.

datetime パラメータの値として使用している URI の部分を強調表示します。

4.

選択してくださいカスタムパラメータの作成。

5.

にとって[Name] (名前)で、パラメータの名前を指定します。

6.

にとってタイプ、選択してくださいDatetime。

Note
デフォルトでは、データラングラーは以下を選択します事前設定には、日付形式を選択する
ためのドロップダウンメニューがあります。ただし、使用しているタイムスタンプ形式が使
用できない場合があります。使う代わりに事前設定デフォルトのオプションとして、「」を
選択しますCustomそして、タイムスタンプの形式を手動で指定します。
7.

にとって日付書式、次のドロップダウンメニューを開きます事前設定そして選んでくださいyyyy/MM/
dd。形式は、yyyy/MM/dd、タイムスタンプの年、日に対応します。

8.

[タイムゾーン] でタイムゾーンを選択します。

Note
分析しているデータには、現在のタイムゾーンとは異なるタイムゾーンでタイムスタンプが
取られている場合があります。選択したタイムゾーンがデータのタイムゾーンと一致してい
ることを確認してください。
9.

にとって[Time range] (時間範囲)で、パラメータの時間範囲を指定します。

10. (オプション) パラメータの使用方法を説明する説明を入力します。
11. [作成] を選択します。
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datetime パラメータを作成したら、データセットに変換を適用し、その変換先ノードを作成します。宛先
ノードの詳細については、「」を参照してください。[Export] (エクスポート) (p. 835)。
以下の手順を使用して、Data Wrangler フローからの変換を別の時間範囲に適用します。フロー内の変換
の宛先ノードが作成されていることを前提としています。
Data Wrangler 処理ジョブの datetime パラメータの値を変更するには、次の操作を行います。
1.

Data Wrangler フローから、「」を選択します。ジョブの作成

2.

datetime パラメータを含むデータセットへの変換を含む宛先ノードのみを選択します。

3.

選択してくださいジョブの設定。

4.

[Parameters] (パラメータ) を選択します。

5.

作成した datetime パラメータの名前を選択します。

6.

にとって[Time range] (時間範囲)データセットの時間範囲を変更します。

7.

[実行する] を選択します。

[Export] (エクスポート)
Data Wrangler フローでは、データ処理パイプラインに対して行った変換の一部またはすべてをエクス
ポートできます。
あるData Wrangler フローデータに対して実行した一連のデータ準備ステップです。データ準備では、
データに 1 つ以上の変換を行います。各変換は変換ステップを使用して行われます。フローには、データ
のインポートと実行した変換を表す一連のノードがあります。ノードの例については、次の画像を参照し
てください。

上の画像は、2 つのノードで構成される Data Wrangler フローを示しています。-ソース-サンプリング済
みノードには、データのインポート元であるデータソースが表示されます。-データタイプノードは、Data
Wrangler がデータセットを使用可能な形式に変換するための変換を実行したことを示します。
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Data Wrangler フローに追加する各変換は、追加ノードとして表示されます。追加できるトランスフォー
ムの詳細については、「」を参照してください。データを変換する (p. 780)。次の画像は、次のような
データラングラーフローを示しています。列の名前変更ノードを使用して、データセット内の列の名前を
変更します。
データ変換を次の場所にエクスポートできます。
• Amazon S3
• SageMaker パイプライン
• アマゾン SageMaker Feature Store
• Python コード

Important
IAM を使用することをお勧めします。AmazonSageMakerFullAccess付与する管理ポリシー
AWSData Wrangler を使用する許可。管理ポリシーを使用しない場合は、Data Wrangler に
Amazon S3 バケットへのアクセス権を付与する IAM ポリシーを使用できます。ポリシーの詳細
については、「」を参照してください。セキュリティおよびアクセス許可 (p. 850)。
データフローをエクスポートすると、AWS使用するリソース。コスト配分タグを使用して、それらのリ
ソースのコストを整理および管理できます。ユーザープロファイル用にこれらのタグを作成すると、デー
タフローのエクスポートに使用されるリソースに Data Wrangler が自動的にタグを適用します。詳細につ
いては、「コスト配分タグの使用」を参照してください。

Amazon S3 へのエクスポート
Data Wrangler を使用して、データを Amazon S3 バケット内の場所にエクスポートできます。場所は、次
のいずれかの方法を使用して指定できます。
• 宛先ノード — データラングラーが処理後にデータを保存する場所。
• エクスポート先 — 変換の結果データを Amazon S3 にエクスポートします。
• データのエクスポート — 小さなデータセットの場合、変換したデータをすばやくエクスポートできま
す。
これらの各方法の詳細については、次のセクションを参照してください。
Destination Node
実行した一連のデータ処理ステップを Amazon S3 に出力する場合は、宛先ノードを作成します。
デスティネーションノードは、処理後にデータを保存する場所を Data Wrangler に指示します。
宛先ノードを作成したら、データを出力する処理ジョブを作成します。処理ジョブはAmazonです
SageMaker ジョブの処理中 デスティネーションノードを使用すると、Amazon S3 に変換したデータ
を出力するのに必要なコンピューティングリソースが実行されます。
宛先ノードを使用して、Data Wrangler フローで行った変換の一部またはすべてをエクスポートでき
ます。
複数のデスティネーションノードを使用して、異なるトランスフォーメーションまたはトランス
フォーメーションセットをエクスポートできます。次の例は、1 つの Data Wrangler フロー内の 2 つ
の宛先ノードを示しています。
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以下の手順に従って宛先ノードを作成し、Amazon S3 バケットにエクスポートできます。
データフローをエクスポートするには、宛先ノードと Data Wrangler ジョブを作成してデータをエク
スポートします。データラングラーのジョブを作成すると、 SageMaker フローをエクスポートする
ジョブを処理しています。エクスポートする宛先ノードは、作成後に選択できます。
以下の手順を使用して、宛先ノードを作成します。
1.

選択してください+エクスポートする変換を表すノードの横にあります。

2.

送信先の追加を選択します。
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3.

[Amazon S3] を選択します。

4.

以下の図に示すフィールドを指定します。
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5.

送信先の追加を選択します。

Data Wrangler ジョブを作成するには、次の手順を実行します。
からジョブを作成するデータフローページを開き、エクスポートする宛先ノードを選択します。
1.

[Create job (ジョブの作成)] を選択します。次の図は、を選択した後に表示されるペインを示して
いますジョブの作成。
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2.

にとってJob 名前で、エクスポートジョブの名前を指定します。

3.

エクスポートする宛先ノードを選択します。

4.

(オプション) a を指定します。AWS KMSキー ARN。あるAWS KMSkey は、データを保護する
ために使用できる暗号化キーです。の詳細についてはAWS KMSキー、を参照してくださいAWS
Key Management Service。

5.

(オプション) 下トレーニングパラメータ. 選ぶリフィット次の操作を行っている場合:
• データセットをサンプリングしました
• データを使用してデータセットに新しい列を作成する変換を適用しました
データセット全体に対して行った変換の再調整の詳細については、以下を参照してくださ
い。データセット全体に変換を再フィットしてエクスポートする (p. 849)。

6.

選択してくださいジョブの設定。以下の図ではジョブの設定ページ。

7.

(オプション) データラングラーのジョブを設定します。

8.

[実行する] を選択します。
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Export to
宛先ノードを使用する代わりに、エクスポートイベントJupyter ノートブックを使用して、データラン
グラーフローを Amazon S3 にエクスポートするオプション。Data Wrangler フロー内の任意のデータ
ノードを選択してエクスポートできます。データノードをエクスポートすると、そのノードが表す変
換とそれ以前の変換がエクスポートされます。
以下の手順を使用して Jupyter ノートブックを生成して実行し、データラングラーフローを Amazon
S3 にエクスポートします。
1.

選択してください+エクスポートするノードの横にあります。

2.

選択してくださいエクスポートイベント。

3.

選択してくださいAmazon S3 (ジュピターノートブック経由)。

4.

Jupyter ノートブックを実行します。

ノートブックを実行すると、データフロー (.flow ファイル) が同じノートブックにエクスポートされま
すAWSData Wrangler フローとしてのリージョン。
Export data
小さなデータセットの変換をすばやくエクスポートしたい場合は、データのエクスポート方法。ス
タート時データのエクスポート、Data Wrangler は同期的に動作し、変換したデータを Amazon S3 に
エクスポートします。Data Wrangler は、データのエクスポートが完了するか、操作をキャンセルす
るまで使用できません。
使用方法についてはデータのエクスポートData Wrangler フロー内のメソッドについては、次の手順
を参照してください。
の使用データのエクスポート方法。
1.

Data Wrangler フロー内のノードをダブルクリックして選択します。
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2.

データのエクスポート方法を設定します。

3.

選択してくださいデータのエクスポート。

データフローを Amazon S3 バケットにエクスポートすると、Data Wrangler はフローファイルのコピー
を S3 バケットに保存します。フローファイルは次の場所に格納されますdata_wrangler_flowsprefix.
フローファイルの保存にデフォルトの Amazon S3 バケットを使用する場合、次の命名規
則に従います。sagemaker-region-account number。 例えば、アカウント番号が
11112121212121222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222sagemak
us-east-1-111122223333。この例では、us-east-1に作成された .flow ファイルはs3://
sagemaker-region-account number/data_wrangler_flows/。

エクスポートイベント SageMaker パイプライン
大規模な機械学習 (ML) ワークフローを構築してデプロイする場合、 SageMaker 作成するパイプライン
end-to-end 管理と展開を行うワークフロー SageMaker ジョブ。 SageMaker Pipelines を使用すると、
自分を管理するワークフローを構築できます SageMaker データ準備、モデルトレーニング、モデルの
デプロイジョブ 次のようなファーストパーティのアルゴリズムを使用できます SageMaker 使用による
オファー SageMaker パイプライン。の詳細については SageMaker パイプライン、を参照してくださ
いSageMakerパイプライン。
データフローから 1 つまたは複数のステップをにエクスポートする場合 SageMaker パイプラインで
は、Data Wrangler によって、パイプラインの定義、実行、管理に使用できる Jupyter ノートブックが作成
されます。

Jupyter ノートブックを使用してパイプラインを作成する
Data Wrangler フローをにエクスポートするための Jupyter ノートブックを作成して SageMaker パイプラ
イン。
以下の手順を使用して Jupyter ノートブックを生成して実行し、Data Wrangler フローをにエクスポートし
ます。 SageMaker パイプライン。
1.

選択してください+エクスポートするノードの横にあります。

2.

選択してくださいエクスポートイベント。

3.

選択してくださいSageMaker パイプライン (Jupyter ノートブック経由)。

4.

Jupyter ノートブックを実行してください。
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Data Wrangler が生成する Jupyter Notebook を使用して、パイプラインを定義できます。パイプラインに
は、Data Wrangler フローで定義されるデータ処理ステップが含まれます。
ノートブックの次のコードで steps リストにステップを追加すると、パイプラインにステップを追加でき
ます。
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[instance_type, instance_count],
steps=[step_process], #Add more steps to this list to run in your Pipeline
)

パイプラインの定義の詳細については、「」を参照してください。定義する SageMakerパイプライン。

Python コードにエクスポートする
データフローのすべてのステップを任意のデータ処理ワークフローに手動で統合できる Python ファイル
にエクスポートするには、次の手順に従います。
以下の手順を使用して Jupyter ノートブックを生成して実行し、Data Wrangler フローを Python Code に
エクスポートします。
1.

選択してください+エクスポートするノードの横にあります。

2.

選択してくださいエクスポートイベント。

3.

選択してくださいPython コード。

4.

Jupyter ノートブックを実行します。
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パイプラインで実行できるように Python スクリプトを設定する必要がある場合があります。例え
ば、Spark 環境を実行している場合、アクセス権限がある環境からスクリプトを実行していることを確認
します。AWSリソースの料金を見積もることができます。

アマゾンにエクスポートイベント SageMaker Feature Store
Data Wrangler を使用して、作成したフィーチャを Amazon にエクスポートできます SageMaker Feature
Store 特徴は、データセット内の列です。Feature Store は、特徴と関連メタデータの一元ストアで
す。Feature Store を使用して、機械学習 (ML) 開発用にキュレートされたデータを作成、共有、管理でき
ます。一元化されたストアにより、データの発見と再利用がより簡単になります。特徴ストアの詳細につ
いては、「」を参照してください。アマゾン SageMaker Feature Store。
フィーチャーストアの核となるコンセプトは機能グループです。フィーチャグループは、フィーチャ、そ
のレコード (観測データ)、および関連するメタデータのコレクションです。データベース内のテーブルに
似ています。
Data Wrangler を使用すると、次のいずれかを実行できます。
• 既存の機能グループを新しいレコードで更新します。レコードはデータセット内の観測値です。
• Data Wrangler フロー内のノードから新しい特徴グループを作成します。Data Wrangler は、データセッ
トの観測データをフィーチャグループのレコードとして追加します。
既存のフィーチャグループを更新する場合、データセットのスキーマはフィーチャグループのスキーマと
一致する必要があります。特徴グループのすべてのレコードは、データセット内の観測値に置き換えられ
ます。
Jupyter Notebook またはターゲットノードのいずれかを使用して、データセット内の観測値でフィーチャ
グループを更新できます。
Destination Node
実行した一連のデータ処理ステップを機能グループに出力する場合は、宛先ノードを作成できます。
宛先ノードを作成して実行すると、Data Wrangler はデータで機能グループを更新します。宛先ノー
ド UI から新しい特徴グループを作成することもできます。宛先ノードを作成したら、データを出力す
る処理ジョブを作成します。処理ジョブはAmazonです SageMaker ジョブの処理中 宛先ノードを使用
している場合、変換したデータを機能グループに出力するのに必要な計算リソースが実行されます。
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宛先ノードを使用して、Data Wrangler フローで行った変換の一部またはすべてをエクスポートでき
ます。
データセットからの観測値で特徴グループを更新する宛先ノードを作成するには、次の手順に従いま
す。
宛先ノードを使用して特徴グループを更新するには、次の手順を実行します。
1.

選択してください+エクスポートするデータセットを含むノードの横にある記号。

2.

[]Add destination を追加、選択してくださいSageMaker Feature Store。

3.

機能グループをダブルクリックします。Data Wrangler は、機能グループのスキーマが機能グ
ループの更新に使用しているデータのスキーマと一致するかどうかをチェックします。

4.

(オプション)オフラインストアにのみエクスポートオンラインストアとオフラインストアの両方
を持つ機能グループ向けです。このオプションは、データセットの観測情報でオフラインストア
を更新するだけです。

5.

Data Wrangler がデータセットのスキーマを検証したら、Add。

データセットからのデータで新しい特徴グループを作成するには、次の手順に従います。
機能グループの保存方法には次のオプションがあります。
• オンライン-特徴グループの低レイテンシー、高可用性のキャッシュで、レコードのリアルタイム検
索を可能にします。オンラインストアでは、特徴グループの最新の Record の値にすばやくアクセ
スできます。
• オフライン-Amazon S3 バケットに特徴グループのデータを保存します。低レイテンシー (1 秒未満)
の読み取りが必要ない場合は、データをオフラインで保存できます。データ探索、モデルトレーニ
ング、バッチ推論に使用される機能については、オフラインストアを使用できます。
• オンラインとオフラインの両方 — オンラインストアとオフラインストアの両方にデータを保存しま
す。
宛先ノードを使用して機能グループを作成するには、次の操作を行います。
1.

選択してください+エクスポートするデータセットを含むノードの横にある記号。

2.

[]Add destination を追加、選択してくださいSageMaker Feature Store。

3.

選択してください特徴グループを作成する。

4.

次のダイアログボックスで、データセットにイベント時間列がない場合は、の作
成」EventTime「コラム。
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5.

[Next] (次へ) を選択します。

6.

選択してくださいジョンスキーマのエクスポート。機能グループを作成するときに、スキーマを
機能定義に貼り付けます。

7.

[作成] を選択します。

8.

にとって特徴グループ名で、特徴グループの名前を指定します。

9.

にとってDescription (オプション)で、機能グループを見つけやすくするための説明を指定しま
す。

10. オンラインストアの特徴グループを作成するには、次の手順を実行します。
a.

選択ストレージをオンラインで有効にする。

b.

にとってオンラインストア暗号化キーで、を指定します。AWSマネージド暗号化キーまたは
独自の暗号化キー。

11. オフラインストア用の特徴グループを作成するには、次の手順を実行します。
a.

選択ストレージをオフライン有効にする。

b.

以下のフィールドに値を指定します。
• S3 バケット名— 特徴グループを格納するバケットの名前。
• (オプション) データセットのディレクトリ名— 機能グループの保存に使用している
Amazon S3 プレフィックス。
• IAM ロール ARN— feature store へのアクセス権を持つ IAM ロール。
• オフラインストア暗号化キー— デフォルトでは、フィーチャーストアはAWSマネージド
キーですが、フィールドを使用して独自のキーを指定できます。

12. [続行] を選択します。
13. [JSON] を選択します。
14. ウィンドウ内のプレースホルダーブラケットを取り外します。
15. ステップ 6 の JSON テキストを貼り付けます。
16. [続行] を選択します。
17. にとってレコード識別子の機能名で、データセットの各レコードに一意の識別子があるデータ
セットの列を選択します。
18. にとってイベント時間機能名で、タイムスタンプ値の列を選択します。
19. [続行] を選択します。
20. (オプション) 特徴グループを見つけやすくするためにタグを追加します。
21. [続行] を選択します。
22. [Create feature group] (特徴グループを作成) を選択します。
23. Data Wrangler フローに戻り、横にある更新アイコンをクリックします。特徴グループ検索
バー。

Note
フロー内の機能グループの宛先ノードをすでに作成している場合、同じ機能グループに別の
宛先ノードを作成することはできません。同じ機能グループに別の宛先ノードを作成する場
合は、別のフローファイルを作成する必要があります。
Data Wrangler ジョブを作成するには、次の手順を実行します。
からジョブを作成するデータフローページを開き、エクスポートする宛先ノードを選択します。
1.

[Create job (ジョブの作成)] を選択します。次の図は、を選択した後に表示されるペインを示して
いますジョブの作成。
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2.

にとってJob 名前で、エクスポートジョブの名前を指定します。

3.

エクスポートする宛先ノードを選択します。

4.

(オプション) 用KMS キーのエクスポート、ARN、ID、またはエイリアスを指定しますAWS KMS
キー。KMS キーは、暗号化キーです。このキーを使用して、ジョブの出力データを暗号化できま
す。の詳細についてはAWS KMSキー、を参照してくださいAWS Key Management Service。

5.

以下の図ではジョブの設定のページJob 設定タブが開きます。

(オプション) 下トレーニングパラメータ. 選ぶリフィット次の操作を行っている場合:
• データセットをサンプリングしました
• データを使用してデータセットに新しい列を作成する変換を適用しました
データセット全体に対して行った変換の再調整の詳細については、以下を参照してくださ
い。データセット全体に変換を再フィットしてエクスポートする (p. 849)。
6.

選択してくださいジョブの設定。以下の図ではジョブの設定ページ。

7.

(オプション) データラングラーのジョブを設定します。オプションの設定の例を以下に示しま
す。
a.

にとってフローファイル S3 の場所で、フローファイルを保存する Amazon S3 の場所を指定
します。
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b.
8.

にとってフローファイル KMS キーで、を指定します。AWS KMSフローファイルの暗号化に
使用しているキー、ARN、またはエイリアス。

[実行する] を選択します。

Jupyter Notebook
Jupyter ノートブックで Amazon にエクスポートするには、次の手順に従います。 SageMaker
Feature Store
以下の手順を使用して Jupyter ノートブックを生成して実行し、Data Wrangler フローを Feature
Store にエクスポートします。
1.

選択してください+エクスポートするノードの横にあります。

2.

選択してくださいエクスポートイベント。

3.

選択してくださいアマゾン SageMaker フィーチャーストア (Jupyter ノートブック経由)。

4.

Jupyter ノートブックを実行します。

Jupyter ノートブックを実行すると、Data Wrangler ジョブを実行します。データラングラーのジョブ
を実行すると SageMaker ジョブの処理中 処理ジョブは、フローをオンラインとオフラインのfeature
store に取り込みます。

Important
このノートブックの実行に使われる IAM ロールには、アタッチされた AWS 管理ポリシーの
AmazonSageMakerFullAccess と AmazonSageMakerFeatureStoreAccess が必要で
す。
特徴グループの作成時にオンラインまたはオフラインの Feature Store を 1 つのみ有効にする
必要があります。両方を有効にすることもできます。オンラインストアの作成を無効にするに
は、EnableOnlineStore を False に設定します。
# Online Store Configuration
online_store_config = {
"EnableOnlineStore": False
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}

ノートブックは、エクスポートするデータフレームの列名とタイプを使用して、特徴グループの作
成に使用される特徴グループスキーマを作成します。特徴グループは、レコードを記述するために
Feature Store で定義される特徴のグループです。特徴グループは、特徴グループに含まれるスキーマ
と特徴を定義します。特徴グループ定義は、特徴のリスト、レコード識別子の特徴名、イベント時間
特徴名、オンラインストア、オフラインストアの設定で構成されます。
特徴グループ内の各特徴には、次のいずれかの型を使用できます。文字列,分数、または積分。エクス
ポートされたデータフレーム内の列がこれらのいずれかの型でない場合、デフォルトはString。
以下は、特徴グループスキーマの例です。
column_schema =
{
"name":
"type":
},
{
"name":
"type":
},
{
"name":
"type":
},
{
"name":
"type":
},
{
"name":
"type":
}
]

[
"Height",
"long"
"Input",
"string"
"Output",
"string"
"Sum",
"string"
"Time",
"string"

さらに、レコード識別子名とイベント時間特徴名を指定する必要があります。
• -レコード識別子名は、Feature Store で定義されているレコードを一意に識別する値を持つ特徴の
名前です。識別子ごとに最新のレコードのみがオンラインストアに保存されます。レコード識別子
の特徴名は、特徴定義の名前の 1 つである必要があります。
• -イベント時間機能名を保存する機能の名前ですEventTime特徴グループのレコードの EventTime
は、特徴でのレコードの作成または更新に対応する新しいイベントが発生した時点です。特徴グ
ループのすべてのレコードに、対応する EventTime が必要です。
ノートブックはこれらの設定を使用して特徴グループを作成し、データを大規模に処理して、処理
されたデータをオンラインおよびオフラインの Feature Store に取り込みます。詳細については、
「データソースと取り込み」を参照してください。
ノートブックはこれらの設定を使用して特徴グループを作成し、データを大規模に処理して、処理された
データをオンラインおよびオフラインの Feature Store に取り込みます。詳細については、「データソー
スと取り込み」を参照してください。

データセット全体に変換を再フィットしてエクスポートする
データをインポートすると、Data Wrangler はデータのサンプルを使用してエンコーディングを適用し
ます。デフォルトでは、Data Wrangler は最初の 50,000 行をサンプルとして使用しますが、データセッ
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ト全体をインポートすることも、別のサンプリング方法を使用することもできます。詳細については、
「[Import] (インポート) (p. 718)」を参照してください。
次の変換では、データを使用してデータセットに列を作成します。
• カテゴリ別にエンコードする (p. 793)
• テキストを特徴化する (p. 796)
• 外れ値を処理する (p. 809)
• 欠落した値を処理する (p. 811)
サンプリングを使用してデータをインポートした場合、前述の変換ではサンプルのデータのみを使用して
列を作成します。変換ですべての関連データが使用されていなかった可能性があります。たとえば、を使
用するとカテゴリ別にエンコードする変換すると、サンプルには存在しないカテゴリがデータセット全体
にあった可能性があります。
宛先ノードまたは Jupyter ノートブックを使用して、データセット全体に変換を再適合させることができ
ます。Data Wrangler がフロー内の変換をエクスポートすると、 SageMaker ジョブの処理中 処理ジョブ
が終了すると、Data Wrangler は次のファイルをデフォルトの Amazon S3 ロケーションまたは指定した
S3 ロケーションに保存します。
• データセットに再適合される変換を指定する Data Wrangler フローファイル
• 再フィット変換が適用されたデータセット
Data Wrangler 内でデータラングラーフローファイルを開き、変換を別のデータセットに適用できます。
たとえば、トレーニングデータセットに変換を適用した場合、Data Wrangler フローファイルを開いて使
用して、推論に使用されるデータセットに変換を適用できます。
宛先ノードを使用してトランスフォームを再フィットさせてエクスポートする方法については、次のペー
ジを参照してください。
• Amazon S3 へのエクスポート (p. 836)
• アマゾンにエクスポートイベント SageMaker Feature Store (p. 844)
以下の手順を使用して Jupyter ノートブックを実行して変換を再フィットし、データをエクスポートしま
す。
Jupyter Notebook を実行し、変換を再調整して Data Wrangler フローをエクスポートするには、次の操作
を行います。
1.

選択してください+エクスポートするノードの横にあります。

2.

選択してくださいエクスポートイベント。

3.

データをエクスポートする場所を選択します。

4.

refit_trained_params オブジェクトの場合、refit を True に設定します。

5.

向けのoutput_flowフィールドで、再フィット変換を含む出力フローファイルの名前を指定します。

6.

Jupyter ノートブックを実行します。

セキュリティおよびアクセス許可
Athena または Amazon Redshift からデータをクエリすると、クエリされたデータセットはデフォルトの
SageMaker S3 バケットAWSStudio を使用しているリージョン。さらに、Amazon から Jupyter ノート
ブックをエクスポートする場合 SageMaker Data Wrangler と実行すると、データフローまたは .flow ファ
イルは同じデフォルトバケットのプレフィックスの下に保存されますwrangler_flows。
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高いセキュリティニーズに対して、AWSこのデフォルトにアクセスできるロール SageMaker S3 バ
ケット。次のセクションでは、このタイプのポリシーを S3 バケットに追加します。このページの手順
は、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して実行します。この方法については、IAM ユー
ザーガイドの「AWS CLI を設定する」を参照してください。
また、必要なリソースにアクセスするために Data Wrangler アクセス許可を使用する各 IAM ロールを付与
する必要があります。Data Wrangler へのアクセスに使用する IAM ロールに詳細なアクセス許可が必要な
い場合は、IAM 管理ポリシー AmazonSageMakerFullAccess を Studio ユーザーの作成に使用する IAM
ロールに追加できます。このポリシーは、Data Wrangler を使用する完全なアクセス許可を付与します。
より詳細なアクセス許可が必要な場合は、「IAM ロールにData Wrangler を使用するアクセス許可を付与
する (p. 852)」のセクションを参照してください。

バケットポリシーを追加して Data Wrangler にインポートされた
データセットへのアクセスを制限する
Amazon S3 バケットポリシーを使用して、Data Wrangler リソースを含む S3 バケットにポリシーを追加
できます。Data Wrangler がデフォルトにアップロードするリソース SageMaker S3 バケットAWSStudio
を使用している地域には、次のものがあります。
• クエリされた Amazon Redshift の結果。これらは redshift/ プレフィックスで保存されます。
• クエリされた Athena の結果。これらは athena/ プレフィックスで保存されます。
• Data Wrangler が作成してエクスポートされた Jupyter ノートブックの実行時に Amazon S3 にアップ
ロードされる .flow ファイル。これらは data_wrangler_flows/ プレフィックスに保存されます。
次の手順に従って、そのバケットへの IAM ロールのアクセスを制限するために追加できる S3 バケットポ
リシーを作成します。S3 バケットにポリシーを追加する方法については、「S3 バケットポリシーを追加
する方法」を参照してください。

Data Wrangler リソースを保存する S3 バケットにバケットポリシーを設定するには、次の手順を
実行します。
1.

Data Wrangler にアクセスできる IAM ロールを 1 つ以上設定します。

2.

コマンドプロントまたはシェルを開きます。作成したロールごとに、role-name をロールの名前と
置き換えて、以下を実行します。
$ aws iam get-role --role-name role-name

レスポンスには、RoleIdで始まる文字列AROA。この文字列をコピーします。
3.

次のポリシーを SageMaker のデフォルトバケットAWSData Wrangler を使用しているリージョ
ン。region をバケットがある AWS リージョンに置き換え、account-id を AWS アカウント ID に
置き換えます。AROAEXAMPLEID で始まる userId を Data Wrangler を使用するためのアクセス許可
を付与する AWS ロールの ID に置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena/*",
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"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift/*"

}

]

}

],
"Condition": {
"StringNotLike": {
"aws:userId": [
"AROAEXAMPLEID_1:*",
"AROAEXAMPLEID_2:*"
]
}
}

IAM ロールにData Wrangler を使用するアクセス許可を付与する
一般的な IAM 管理ポリシー AmazonSageMakerFullAccess で Data Wrangler を使用するアクセス
許可を IAM ロールに付与できます。これは以下を含む一般的なポリシーです許可すべて使うには必須
SageMaker のサービス。このポリシーにより、IAM ロールに Data Wrangler へのフルアクセスが付与され
ます。AmazonSageMakerFullAccess を使用して Data Wrangler へのアクセス許可を付与する場合は、
次の点に注意してください。
• Amazon Redshift からデータをインポートする場合、データベースユーザー名にプレフィックス
sagemaker_access を付ける必要があります。
• この管理ポリシーは、名前に SageMaker、SageMaker、sagemaker、aws-glue のいずれかが含まれ
るバケットへのアクセス許可のみを付与します。Data Wrangler を使用して、名前にこれらのフレーズ
が含まれない S3 バケットからインポートする場合は、このページの最後のセクションで、S3 バケット
にアクセスするためのアクセス許可を IAM エンティティに付与する方法を参照してください。
高いセキュリティニーズがある場合、このセクションのポリシーを IAM エンティティにアタッチし
て、Data Wrangler の使用に必要なアクセス許可を付与できます。
Amazon Redshift または Athena に IAM ロールが Data Wrangler からインポートする必要があるデータ
セットがある場合、そのエンティティにポリシーを追加してこれらのリソースにアクセスする必要があり
ます。次のポリシーは、Amazon Redshift および Athena からデータをインポートするためのアクセス許可
を IAM ロールに付与する場合に使用できる最も制限の厳しいポリシーです。
IAM ロールにカスタムポリシーを添付する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーを管理
する」を参照してください。
Athena データセットをインポートするためのアクセス許可を付与するポリシーの例
次のポリシーでは、個別の IAM ポリシーを介してデータが保存される基盤となる S3 バケットへのアクセ
ス許可がIAM ロールにあることを前提としています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:ListDataCatalogs",
"athena:ListDatabases",
"athena:ListTableMetadata",
"athena:GetQueryExecution",
"athena:GetQueryResults",
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"athena:StartQueryExecution",
"athena:StopQueryExecution"

},
{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"*"
]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
"arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:DeleteTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetDatabases",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
"arn:aws:glue:*:*:database/default",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
]

Amazon Redshift データセットをインポートするためのアクセス許可を付与するポリシーの例
次のポリシーは、名前にプレフィックス sagemaker_access が含まれるデータベースユーザーを使用し
て Data Wrangler への Amazon Redshift 接続を設定するアクセス許可を付与します。追加のデータベース
ユーザーを使用して接続するアクセス許可を付与するには、次のポリシーの "Resources" にその他のエ
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ントリを追加します。次のポリシーでは、該当する場合、個別の IAM ポリシーを介してデータが保存され
る基盤となる S3 バケットへのアクセス許可がIAM ロールにあることを前提としています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift-data:CancelStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:ListSchemas",
"redshift-data:ListTables"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:GetClusterCredentials"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
"arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
]
}
]

S3 バケットへのアクセス権を付与するポリシー
データセットが Amazon S3 に保存されている場合、次のようなポリシーを使用して、IAM ロールにこの
バケットへのアクセス許可を付与できます。この例では、という名前のバケットへのプログラムによる読
み取り/書き込みアクセス権を付与します。###。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::test"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::test/*"]
}
]

Athena と Amazon Redshift からデータをインポートするには、AWSが使用されている地域データラング
ラー: athena/,redshift/。 デフォルトの Amazon S3 バケットがAWSリージョンでは、このリージョ
ンでバケットを作成するアクセス許可も IAM ロールに付与する必要があります。
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さらに、IAM ロールが Amazon を使用できるようにする場合 SageMaker Feature Store SageMaker パイ
プライン、および Data Wrangler ジョブのエクスポートオプションでは、プレフィックスへのアクセス権
を付与する必要がありますdata_wrangler_flows/このバケツに。
Data Wrangler は athena/ と redshift/ プレフィックスを使用してプレビューファイルとインポートさ
れたデータセットを保存します。詳細については、「インポートされたデータストレージ (p. 754)」を参
照してください。
Data Wrangler からエクスポートされた Jupyter ノートブックを実行する場合、Data Wrangler は
data_wrangler_flows/ プレフィックスを使用して .flow ファイルを保存します。詳細については、
「[Export] (エクスポート) (p. 835)」を参照してください。
次のようなポリシーを使用して、前の段落で説明したアクセス許可を付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena/*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "*"
}
]

Amazon S3 バケット URI を指定して別の AWS アカウントから Amazon S3 バケットのデータにアクセス
することもできます。これを行うには、他のアカウントの Amazon S3 バケットへのアクセス権を付与す
る IAM ポリシーで、次の例のようなポリシーを使用する必要があります。BucketFolderユーザーのバ
ケット内の特定のディレクトリですかUserBucket。このポリシーは、別のユーザーのバケットへのアク
セス権を付与するユーザーに追加する必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::UserBucket/BucketFolder/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::UserBucket",
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"BucketFolder/*"
]
}
}

バケットにアクセスしているユーザー (バケット所有者ではない) は、次の例のようなポリシーをユーザー
に追加する必要があります。注意AccountXそしてTestUser以下は、バケット所有者とそのユーザーをそ
れぞれ示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::AccountX:user/TestUser"
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::UserBucket/BucketFolder/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::AccountX:user/TestUser"
},
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::UserBucket"
]
}
]

使用アクセス権を付与するポリシーの例 SageMakerスタジオ
次のようなポリシーを使用して、Studio インスタンスの設定に使用できる IAM 実行ロールを作成します。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"sagemaker:*App",
"sagemaker:ListApps"
],
"Resource": "*"
}
]

Snowflake と Data Wrangler
すべてのアクセス許可AWSリソースは Studio インスタンスにアタッチされた IAM ロールを介して管理
されます。Snowflake 管理者は、各 Snowflake ユーザーに詳細なアクセス許可と権限を付与できるた
め、Snowflake 管理者はSnowflake 固有のアクセス許可を管理します。これには、データベース、スキー
マ、テーブル、ウェアハウス、ストレージ統合オブジェクトが含まれます。Data Wrangler の外部で正し
いアクセス許可が設定されていることを確認する必要があります。
スノーフレークはCOPY INTO Amazon S3コマンドは、デフォルトでパブリックインターネット経由
で Snowflake から Amazon S3 にデータを移動しますが、送信中のデータは SSL を使用して保護されま
す。Amazon S3 の保管中のデータは、デフォルトのを使用して SSE-KMS で暗号化されますAWS KMS
key。
Snowflake 認証情報のストレージについて、Data Wrangler は顧客の認証情報を保存しません。Data
Wrangler は Secrets Manager を使用して認証情報をシークレットに保存し、ベストプラクティスのセキュ
リティ計画の一部としてシークレットをローテーションします。Snowflake または Studio 管理者は、デー
タサイエンティストの Studio 実行ロールに実行するアクセス許可が付与されていることを確認する必要が
ありますGetSecretValueクレデンシャルを保存しているシークレットについて。Studio の実行ロールに
すでにアタッチされている場合、AmazonSageMakerFullAccessポリシーには、Data Wrangler によっ
て作成されたシークレットと、前述の手順で命名とタグ付け規則に従って作成されたシークレットを読み
取る必要なアクセス許可があります。この規則に従わないシークレットは、個別にアクセス権を付与する
必要があります。Secrets Manager を使用して、セキュリティで保護されていないチャネルで認証情報が
共有されないようにすることをお勧めします。ただし、ログインしているユーザーは、Studio でターミナ
ルまたは Python ノートブックを起動し、Secrets Manager API から API 呼び出しを呼び出すことにより、
プレーンテキストのパスワードを取得できることに注意してください。

AWS KMS でのデータ暗号化
Data Wrangler 内では、暗号化されたファイルを復号し、Data Wrangler フローに追加できます。デフォル
トの AWS KMS キーまたは提供したキーを使用して、変換の出力を暗号化することもできます。
次がある場合、ファイルをインポートできます。
• サーバー側の暗号化
• SSE-KMS の暗号化タイプ
ファイルを復号して Data Wrangler フローにインポートするには、 SageMaker キーユーザーとして使用
している Studio ユーザー。
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次の画面例では、Studio ユーザーロールがキーユーザーとして追加されています。「」を参照してくださ
い。IAM ロール左パネルのユーザーにアクセスしてこの変更を行います。

Data Wrangler によってインポートされたデータストレージの Amazon S3 カスタ
マーマネージドキー設定
デフォルトでは、Data Wrangler は命名規則が Amazon S3 バケットを使用します。sagemakerregion-account number。 例えば、アカウント番号が111122223333us-east-1 の Studio を使
用している場合、インポートしたデータセットは命名規則に従って保存されます。sagemaker-useast-1-111122223333。
次の手順では、デフォルトの Amazon S3 バケットのカスタマーマネージドキーを設定する方法について
説明します。
1. サーバー側の暗号化を有効にし、デフォルトの S3 バケットのカスタマーマネージド型キーを設定する
場合は、「KMS 暗号化を使用する」を参照してください。
2. ステップ 1 を実行した後、AWS KMSあなたのAWS Management Console。前の手順のステップ 1 で選
択したカスタマーマネージドキーを見つけて、Studio ロールをキーユーザーとして追加します。これを
行うには、カスタマーマネージドキーの使用をキーユーザーに許可する。

エクスポートするデータを暗号化する
次のいずれかの方法を使用して、エクスポートするデータを暗号化できます。
• Amazon S3 バケットに SSE-KMS 暗号化を使用するオブジェクトがあることを指定する。
• Data Wrangler からエクスポートするデータを暗号化する AWS KMS キーを指定する。
リポジトリの []データのエクスポートページで、AWS KMSキー ID または ARN。
使用の詳細についてはAWS KMSキー、参照サーバー側の暗号化を使用したデータの保護AWS KMSこの
キーはAWSAWS Key Management Service(SSE-KMS)。

Data Wrangler でライフサイクル設定を使用する
カーネルゲートウェイアプリケーションを実行するように設定された Amazon EC2 インスタンスがあっ
ても、Data Wrangler アプリケーションではない場合があります。カーネルゲートウェイアプリケーショ
ンは、Studio ノートブックとターミナルを実行するために使用する環境とカーネルへのアクセスを提供
します。データラングラーアプリケーションは、データラングラーを実行する UI アプリケーションで
す。Data Wrangler インスタンスではない Amazon EC2 インスタンスは、Data Wrangler を実行するため
にライフサイクル設定を変更する必要があります。ライフサイクル設定は、Amazon のカスタマイズを自
動化するシェルスクリプトです SageMaker スタジオ環境。
ライフサイクル設定についての詳細は、Amazon でライフサイクル設定を使う SageMaker スタジ
オ (p. 146)。
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インスタンスのデフォルトのライフサイクル設定は、Data Wrangler の使用をサポートしていません。イ
ンスタンスで Data Wrangler を使用するには、デフォルト設定に次の変更を加えることができます。
#!/bin/bash
set -eux
STATUS=$(
python3 -c "import sagemaker_dataprep"
echo $?
)
if [ "$STATUS" -eq 0 ]; then
echo 'Instance is of Type Data Wrangler'
else
echo 'Instance is not of Type Data Wrangler'
# Replace this with the URL of your git repository
export REPOSITORY_URL="https://github.com/aws-samples/sagemaker-studio-lifecycle-configexamples.git"
git -C /root clone $REPOSTIORY_URL
fi

スクリプトは次のように保存できますlifecycle_configuration.sh。
ライフサイクル設定は Studio ドメインまたはユーザープロファイルにアタッチします。ライフサイクル設
定の作成とアタッチの詳細については、ライフサイクル設定を作成して関連付ける (p. 146)。
次の手順では、Studio ドメインまたはユーザープロファイルにライフサイクル設定をアタッチする方法を
示します。
ライフサイクル設定を作成または添付するときに、エラーが発生する可能性があります。ライフサイクル
設定エラーのデバッグについては、KernelGateway App の障害 (p. 153)。

リリースノート
Data Wrangler は、新しい機能やバグ修正で定期的に更新されます。Studio で使用している Data Wrangler
のバージョンをアップグレードするには、「Studio アプリを終了して更新する (p. 159)」の手順に従いま
す。
リリースノート
2022 年 10 日日日日
新しい機能
さまざまなデータセットのデータフローを再利用できるようになりました。詳細については、「異なる
データセットのデータフローの再利用 (p. 828)」を参照してください。
2022年5月10日
新しい機能
主成分分析 (PCA) を変換として使用できるようになりました。詳細については、「データセット内の次
元を減らす (p. 792)」を参照してください。
2022年5月10日
新しい機能
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Data Wrangler フローのパラメーターを再フィットできるようになりました。詳細については、
「[Export] (エクスポート) (p. 835)」を参照してください。
2022年3月10日
新しい機能
Data Wrangler フローからモデルをデプロイできるようになりました。詳細については、「データフ
ローに基づいてモデルを自動的にトレーニング (p. 779)」を参照してください。
2022年9月20日
新しい機能
Athena でデータ保持期間を設定できるようになりました。詳細については、「Athena からデータをイ
ンポートする (p. 723)」を参照してください。
2022年6月9日
新しい機能
Amazon を使用できるようになりました。 SageMaker Data Wrangler フローから直接モデルをトレー
ニングする自動操縦機能 詳細については、「データフローに基づいてモデルを自動的にトレーニン
グ (p. 779)」を参照してください。
2022年5月6日
新しい機能
これで、追加の m5 インスタンスと r5 インスタンスを使用できるようになりました。詳細については、
「インスタンス (p. 755)」を参照してください。
2022年4月27日
新しい機能
• データ品質レポートを取得できるようになりました。詳細については、次を参照してください。デー
タおよびデータ品質に関するインサイトを取得 (p. 766)
• ランダムサンプリングと層別サンプリングを実行できるようになりました。詳細については、「サン
プリング (p. 812)」を参照してください。
2022年4月1日
新しい機能
Databricks をデータソースとして使用できるようになりました。詳細については、「Data Bricks (JDBC)
からデータをインポートする (p. 730)」を参照してください。
2022 年 2 月 2 日
新しい機能
• 宛先ノードを使用してエクスポートできるようになりました。詳細については、次を参照してくださ
い。[Export] (エクスポート) (p. 835)
• ORC ファイルと JSON ファイルをインポートできます。ファイルの詳細については、を参照してく
ださい。[Import] (インポート) (p. 718)。
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• データラングラーが SMOTE トランスフォームの使用をサポートするようになりました。詳細につい
ては、「残高データ (p. 786)」を参照してください。
• Data Wrangler は、カテゴリデータの類似性エンコーディングをサポートするようになりました。詳
細については、「SIMILAR エンコード (p. 795)」を参照してください。
• データラングラーは JSON データのネスト解除をサポートするようになりました。詳細については、
「JSON データアンネスト (p. 818)」を参照してください。
• Data Wrangler は、配列の値を別々の列に展開することをサポートするようになりました。詳細につ
いては、「配列 (p. 819)」を参照してください。
• Data Wrangler は、問題が発生したときのサービスチームへの連絡をサポートするようになりまし
た。詳細については、「トラブルシューティング (p. 862)」を参照してください。
• Data Wrangler では、Data フロー内のステップのステップの編集と削除がサポートされています。詳
細については、データフローからステップを削除する (p. 760) および データラングラーフローのス
テップを編集する (p. 764) を参照してください。
• 複数の列で変換を実行できるようになりました。詳細については、「データを変換する (p. 780)」を
参照してください。
• Data Wrangler で、コスト配分タグのサポートが開始されました。詳細については、「コスト配分タ
グの使用」を参照してください。
2021年10月16日
新しい機能
データラングラーが Athena ワークグループをサポートするようになりました。詳細については、
「Athena からデータをインポートする (p. 723)」を参照してください。
2021年10月6日
新しい機能
Data Wrangler は時系列データの変換をサポートするようになりました。詳細については、「時系列を
変換する (p. 798)」を参照してください。
2021 年 7 日 15日日
新しい機能
• Snowflake と Data Wrangler (p. 857)がサポートされるようになりました。Snowflake は Data
Wrangler でデータソースとして使用できます。
• CSV でのカスタムフィールド区切り文字のサポートが追加されました。カンマ、コロン、セミコロ
ン、パイプ (|)、タブがサポートされるようになりました。
• 結果を直接 Amazon S3 にエクスポートできるようになりました。
• いくつかの新しい多重共線性アナライザーを追加しました。分散拡大要因、主成分分析、Lasso 特徴
選択
機能強化
• 重複するラベルでは分析チャートを搭載できなくなりました。
バグ修正
• ワンホットエンコーダーは空の文字列を適切に処理します。
• データフレームの列名にドットが含まれていると発生するクラッシュが修正されました。
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2021 年 4 日 26日日
機能強化
• 分散処理ジョのサポートが追加されました。処理ジョブの実行時に複数のインスタンスを使用できま
す。
• Data Wrangler の処理ジョブは、推定される結果サイズが 1 ギガバイト未満の場合、小さな出力を自
動的に結合するようになりました。
• Feature Store ノートブック Fefeature store 取り込みパフォーマンスが改善されました。
• Data Wrangler の処理ジョブは、future リリースで 1.x を権限のあるコンテナタグとして使用するよう
になりました。
バグ修正
• ファセットヒストグラムのレンダリングの問題が修正されました。
• 修正内容処理Job にエクスポートするベクトル型の列をサポートするように。
• 修正内容Extract using regex正規表現 (regex) に 1 つ以上含まれる場合、最初にキャプチャされ
たグループを返します。
2021 年 2 日日
新しい機能
• Data Wrangler フローは複数のインスタンスをサポートします。
• Data Wrangler Job ノートブックへのエクスポートが更新されました。 SageMaker SDK 2.20.0
• を使用するように、パイプラインノートブックへのエクスポートが更新されました。 SageMaker
SDK 2.20.0
• パイプラインノートブックへのエクスポートが更新され、オプションのステップとして XGBoost ト
レーニングの例を追加しました。
機能強化
• パフォーマンスを改善するために、1 つのフィールドに複数行を含む CSV ファイルのインポートはサ
ポートされなくなりました。
バグ修正
• クイックモデルにおける型の推論の問題が修正されました。
• バイアスレポートのバイアスメトリクスのバグが修正されました。
• [Feature Text] (テキストを特徴化) 変換が、欠落値のある列で動作するように修正されました。
• 配列のような列を含むデータセットで動作するように、ヒストグラムと散布図の組み込みビジュアラ
イゼーションが修正されました。
• クエリ実行 ID の有効期限が切れた場合、Athena クエリが再実行されるようになりました。

トラブルシューティング
Amazonの使用中に問題が発生した場合 SageMaker Data Wrangler、次の操作を実行することをお勧めし
ます。
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• エラーメッセージが表示された場合、メッセージを確認し、可能であればレポートされている問題を解
決します。
• Studio ユーザーの IAM ロールに、アクションの実行に必要なアクセス許可があることを確認します。詳
細については、「セキュリティおよびアクセス許可 (p. 850)」を参照してください。
• Amazon Redshift や Athena などの別の AWS サービスからインポートしようとすると問題が発生する場
合は、データのインポートを実行するために必要なアクセス許可とリソースが設定されていることを確
認してください。詳細については、「[Import] (インポート) (p. 718)」を参照してください。
• それでも問題が解決しない場合は、ヘルプの表示画面右上に表示して、データラングラーチームに連絡
してください。詳細については、次の画像を参照してください。。

最後の手段として、Data Wrangler が実行されているカーネルの再起動を試みることができます。
1.

カーネルを再起動する .flow ファイルを保存して終了します。
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2.

次の図に示すように、[Running Terminals and Kernels] (ターミナルとカーネルの実行) アイコンを選
択します。

3.

次の図に示すように、カーネルを終了する .flow ファイルの右側にある [Stop] (停止) アイコンを選択
します。
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4.
5.

ブラウザを更新します。
作業していた .flow ファイルを再度開きます。

Amazon EC2 インスタンス制限の引き上げ
Data Wrangler を使用しているときに、以下のエラーメッセージが表示される可能性があります。The
following instance type is not available: ml.m5.4xlarge. Try selecting a
different instance below.
メッセージは、別のインスタンスタイプを選択する必要があることを示している場合もありますが、ワー
クフローで Data Wrangler を正常に実行するのに十分な数の Amazon EC2 インスタンスがないことを示し
ている場合もあります。以下の手順でインスタンスの数を増やすことができます。
インスタンス数を増やすには、以下を実行します。
1.
2.
3.

AWS Management Console を開きます。
検索バーで、を指定しますServices Quotas。
選択してくださいサービスクォータ。
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4.

選択してくださいAWSサービス。

5.

検索バーで、を指定しますAmazon SageMaker。

6.

選択してくださいアマゾン SageMaker。

7.

[]Service Quotas、を指定しますStudio KernelGateway Apps running on ml.m5.4xlarge
instance。

Note
ml.m5.4xlarge はData Wrangler のデフォルトのインスタンスタイプです。他のインスタン
スタイプを使用して、そのクォータを増やすことをリクエストできます。詳細については、
「インスタンス (p. 755)」を参照してください。
8.

選択スタジオ KernelGateway で実行中のアプリml.m5.4xlargeインスタンス。

9.

[Request quota increase] (クォータの引き上げのリクエスト) を選択します。

10. にとってクォータ値を変更で、より大きい値を指定しますクォータの適用値。
11. [Request] (リクエスト) を選択します。
リクエストが承認されると、AWSアカウントに関連付けられた E メールアドレスに通知が送信されます。
で、リクエストのステータスを確認することもできますクォータのリクエスト履歴上にサービスクォー
タページ。処理済みのリクエストにはステータスのクローズ。

Data Wrangler を更新する
Data Wrangler を最新リリースに更新するには、まず Amazon から、対応する KernelGateway アプリを
シャットダウンします。 SageMaker Studio コントロールパネル。変更後 KernelGateway App をシャッ
トダウンしたら、Studio で新規または既存のData Wrangler フローを開いて再起動します。新規または既
存の Data Wrangler フローを開くと、起動するカーネルには Data Wrangler の最新バージョンが含まれま
す。

Studio とData Wrangler インスタンスを更新する
1.

SageMaker コンソールに移動します。

2.

選択 SageMaker Studio をクリックします。

3.

ユーザー名を選択します。

4.

[]アプリケーションと表示される行にアプリケーション名で、アプリケーションの削除で始まるアプリ
の場合sagemaker-data-wrang、およびJupyterServer アプリの場合。

5.

[Yes, delete app] (はい、アプリを削除します) を選択します。

6.

確認のボックスに「delete」と入力します。

7.

[Delete] (削除) を選択します。

8.

Studio インスタンスを再度開きます。Data Wrangler フローの作成を始めると、インスタンスは最新
バージョンの Data Wrangler を使用するようになります。

または、最新バージョンではない Data Wrangler アプリケーションバージョンを使用していて、既存の
Data Wrangler フローが開いている場合、Studio UI で Data Wrangler アプリケーションのバージョンを更
新するように求められます。次のスクリーンショットは、このプロンプトを示しています。

Important
これにより、Data Wrangler カーネルゲートウェイアプリのみが更新されます。[] をシャットダウ
ンする必要があります。 JupyterServer ユーザーアカウントで App します。確認するには、前述
の手順に従います。
866

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Data Wrangler をシャットダウンする

または、[] を選択することもできます。後で思い出してくださいとなる。その場合は更新ボタンをクリッ
クすると、画面の右上隅に表示されます。

Data Wrangler をシャットダウンする
Data Wrangler を使用していない場合、追加料金が発生しないように、実行中のインスタンスをシャット
ダウンすることが重要です。
作業が失われないように、Data Wrangler をシャットダウンする前にデータフローを保存してくだ
さい。Studio でデータフローを保存するには、ファイル[] を選択し、Data Wrangler フローを保存す
る。Data Wrangler は 60 秒ごとに自動的にデータフローを保存する。
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Studio で Data Wrangler インスタンスをシャットダウンするには
1.

Studio で、[Running Instances and Kernels] (インスタンスとカーネルを実行) アイコン

(
2.

) を選択します。

[RUNNING APPS] (実行中アプリ) の下に [SageMaker data-Wrangler-1.0] アプ
リがあります。このアプリの横にあるシャットダウンアイコンを選択します
(

).

Data Wrangler は ml.m5.4xlarge インスタンスで実行されます。Data Wrangler アプリをシャットダウ
ンすると、このインスタンスは [RUNNING INSTANCES] (実行中インスタンス) に表示されなくなり
ます。
Data Wrangler アプリケーションをシャットダウンした後、次に Data Wrangler フローファイルを開くと
きには再起動する必要があります。これには数分かかることがあります。

Studio Notebooks で大規模なデータを準備する
アマゾン SageMaker Studio は、データサイエンティスト、機械学習（ML）エンジニア、一般開業医に、
大規模なデータ分析とデータ準備を実行するツールを提供します。大量のデータの分析、変換、準備は、
あらゆるデータサイエンスとMLワークフローの基本的なステップです。 SageMaker Studio には Amazon
EMR と Amazon EMR の組み込み統合が付属していますAWS Glueインタラクティブセッションでは、大
規模なインタラクティブなデータ準備と機械学習のワークフローを、すべてスタジオノートブック内で処
理できます。
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Amazon EMR は、オープンソースの分析フレームワークを使用してペタバイト規模の分散データ処理ジョ
ブを実行するのに役立つリソースを備えたマネージド型ビッグデータプラットフォームです。AWSのよ
うなApache Spark,Apache Hive,急速に、HBase、Flink、Hudi など。データエンジニアやデータサイエン
ティストは、ビッグデータ分析、what-if 分析、リアルタイム分析、機械学習のためのデータ準備など、さ
まざまなユースケースで Amazon EMR を使用しています。Studio と Amazon EMR の統合により、スタ
ジオノートブックを離れることなく EMR クラスターを簡単に作成、閲覧、検出、接続できます。ノート
ブック内から Spark UI にワンクリックでアクセスして、Spark ワークロードを監視およびデバッグするこ
ともできます。ハードウェアとソフトウェアのバージョン、コンテナ、ビッグデータ処理アプリケーショ
ンを最大限に制御したい場合は、データ準備ワークロードに EMR を検討する必要があります。
AWS GlueInteractive Sessionsは、データレイクやデータパイプラインに保存するデータを収集、変換、ク
レンジング、準備するために利用できるサーバーレスサービスです。Glue Interactive Sessionsは、オンデ
マンドのサーバーレスApache Sparkランタイム環境を提供します。複雑なコンピューティングクラスター
インフラストラクチャのプロビジョニングや管理について心配することなく、専用のデータ処理ユニット
(DPU) で数秒で初期化できます。初期化後は、Glue データカタログをすばやく閲覧したり、大規模なクエ
リを実行したり、以下で管理されているデータにアクセスしたりできますAWS Lake Formation、Spark を
使用して、Studio ノートブックでデータをインタラクティブに分析および準備できます。その後、準備し
たデータを使用して、内部の専用機械学習ツールを使用してモデルの構築、トレーニング、調整、および
展開を行うことができます SageMaker Stu 設定可能性と柔軟性を適度に制御できるサーバーレスの Spark
サービスが必要な場合は、データ準備ワークロードに Glue Interactive Session を検討する必要がありま
す。

Amazon EMR を使用してデータを準備する
データサイエンティストとデータエンジニアは Apache Spark、Hive、および Presto をAmazon EMR迅
速なデータ準備用。Studio には Amazon EMR の統合機能が組み込まれているため、ペタバイト規模の
インタラクティブなデータ準備や機械学習を Studio ノートブックで直接実行できます。ノートブック内
では、Amazon EMR を視覚的に参照、検出、接続できます。接続後、Apache Spark、Hive、Presto を
使用して、機械学習 (ML) 用のペタバイト規模のデータをインタラクティブに探索、視覚化、準備できま
す。Amazon EMR は、ETL ジョブの処理、大規模なモデルトレーニングの実行、分析の実行、レポートの
処理など、さまざまな機能を備えています。
から Amazon EMR クラスターに接続する方法のガイド付き説明について SageMaker スタジオ、見るから
Amazon EMR クラスターの作成と管理する SageMaker Studio でインタラクティブな Spark と ML のワー
クロードを実行。

前提条件
• にアクセスする必要があります SageMaker Amazon 仮想プライベートクラウド (Amazon VPC) モード
を使用するように設定されているStudio。
• Amazon EMR に接続するには、Studio を Amazon VPC 専用モードとして設定する必要があります。
詳細については、次を参照してください。接続 SageMaker Studio Studio の Amazon VPC 内のリソー
スから。オンボード方法の詳細については、「」を参照してくださいオンボードに SageMaker ドメ
イン。
• が使用するすべてのサブネット SageMaker Studio はプライベートサブネットである必要があります。
• 使用するsm-analytics設定用ユーティリティ SparkMagic カーネルについては、次の 2 つの前提条件
のいずれかに従ってください。
• Amazon VPC インターフェイスエンドポイントが、で使用されるすべてのサブネットにアタッチされ
ていることを確認します。 SageMaker Studio
• 使用しているすべてのサブネットが SageMaker Studio は NAT ゲートウェイを使用するようにルー
ティングされる。詳細については、「NAT ゲートウェイ」を参照してください。
• 以下のいずれかのポイントが適用される場合、Amazon EMR の使用時に Spark と Livy をインストール
する必要があります。
• Amazon EMR クラスターは、Studio と同じ Amazon VPC 内にある。
• クラスターは、Studio の Amazon VPC に接続されている Amazon VPC にある。
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• 両方の Amazon のセキュリティグループ SageMaker Studio と Amazon EMR は、相互にアクセスを許
可する必要があります。
• Amazon EMR セキュリティグループで、Amazon EM8 を開く必要があります。 SageMaker Studio は
Livy を通じて Spark クラスターと通信できます。セキュリティグループ設定の詳細については、「」を
参照してください。ビルド SageMaker Amazon EMR で Spark がバックアップしたノートブック。
• Studio から Amazon EMR クラスターに接続するには、まずにアクセスする必要があります
SageMakerStudio 設定していない場合 SageMaker スタジオ、フォローして入門ガイド。
• Studio のセットアップ中に新しいドメインを作成した場合は、Studio から Amazon EMR クラスターを
検出できます。
• 既存のドメインを再利用する場合は、Studio と Studio アプリケーションの両方を更新する必要があり
ます。詳細な手順については、「Studio を更新する」と「Studio アプリケーションを更新する」を参
照してください。
• SageMaker Studio には、次のイメージとカーネルの EMR クラスターへの接続サポートが組み込まれて
います。
• イメージ: データサイエンス、データサイエンス2.0、 SparkMagic, SparkAnalytics 1.0 PyTorch 1.8
TensorFlow 2.6
• カーネル PySpark と用の Spark カーネル SparkMagic イメージ、データサイエンス用 Python 3
(ipython)、データサイエンス2.0 PyTorch 1.8 TensorFlow2.6 イメージ
• 別の組み込みイメージまたは独自のイメージを使用して EMR クラスターに接続する場合は、の手順に
従ってください。独自のイメージを取り込む (p. 870)。

独自のイメージを取り込む
独自のイメージを取り込む場合は、まず次の依存関係をカーネルにインストールします。次のリストに
は、インストールするライブラリ名を持つ pip コマンドが示されています。
pip install sparkmagic
pip install sagemaker-studio-sparkmagic-lib
pip install sagemaker-studio-analytics-extension

最新バージョンでない場合は、前のリストからライブラリを手動で更新できます。
Kerberos 認証を使用して Amazon EMR に接続する場合は、kinit クライアントをインストールする必要が
あります。お使いの OS によって、kinit クライアントをインストールするコマンドは異なる場合がありま
す。Ubuntu (Debian ベース) イメージを取り込むには、apt-get install -y -qq krb5-user コマン
ドを使用します。
トピック
• Studio から Amazon EMR クラスターを検出する (p. 870)
• Studio から Amazon EMR クラスターに接続する (p. 873)
• Amazon EMR でのワークロードのトラブルシューティングとモニタリング (p. 884)
• Amazon EMR クラスターを Studio から管理する (p. 885)
• 必要な許可 (p. 901)

Studio から Amazon EMR クラスターを検出する
データサイエンティストとデータエンジニアは、Studio 内から Amazon EMR クラスターを簡単に検出、
接続、管理できます。Amazon EMR クラスターは同じ場所にある可能性がありますAWSアカウントと
して SageMaker スタジオまたは彼らは別の場所にあるかもしれませんAWSアカウント。このセクショ
ンでは、と同じアカウントに存在する Amazon EMR クラスターを検出する方法について説明します。
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SageMakerStudio 別の AWS アカウントにある Amazon EMR クラスターを検出する方法の詳細について
は、「アカウント間の Amazon EMR クラスターを検出する (p. 873)」を参照してください。
検出機能をアクティブ化する前に、Studio の実行ロールに必要なポリシーを追加する必要があります。こ
のポリシーを追加した後、Studio の Amazon EMR クラスターに接続できます。

Studio の実行ロールに必要なポリシーを追加するには
1.

[IAM コンソール] を開きます。

2.

左側のパネルの [Roles] (ロール)を選択します。

3.

使用する Studio 実行ロールを見つけて、それを選択します。

4.

[Permissions] (アクセス許可) タブで、[Attach policies] (ポリシーをアタッチ) を選択します。

5.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

6.

[JSON] を選択します。

7.

以下のポリシーをコピーして、貼り付けます。必要なアクセス許可の詳細については、「必要な許
可 (p. 901)」を参照してください。
{

}

"Statement":
[
{
"Action":
[
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
],
"Effect": "Allow",
"Resource":
[
"arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
]
},
{
"Action":
[
"elasticmapreduce:ListClusters"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
],
"Version": "2012-10-17"

8.

選択次の次の: タグ

9.

選択次の次の: 確認.

10. [Name] (名前)、[Description] (説明) を入力し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
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11. これで、Studio にログインできます。初めてログインする場合は、「Studio にログインする」の手順
に従います。
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アカウント間の Amazon EMR クラスターを検出する
別の場所の Amazon EMR クラスターを発見したい場合AWSアカウントより SageMakerStudio がインス
トールされているため、リモートアカウントで IAM ロール ARN を指定する必要があります。この IAM
ロール ARN は、Amazon EMR クラスターを一覧表示し、記述することを前提とする必要があります。
このリモートロールを emr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json という名前のファ
イル (.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE という名前のディレクトリ) のに指定し
ます。これは、で使用される Amazon EFS ストレージボリュームにあるホームディレクトリにありま
す。 SageMakerStudio このプロセスは、ライフサイクル構成 (LCC) スクリプトを使用して自動化できま
す。LCC は、Studio ドメインまたはユーザープロファイルにアタッチできます。Jupyter サーバーの起動
時にデフォルトで実行するように LCC スクリプトを設定するオプションがあります。
使用する LCC スクリプトは、 JupyterServer の設定 LCC スクリプトを作成および使用する方法と、LCC
スクリプトを Domain と UserProfile レベルアタッチする方法の詳細については、「Studio でライ
フサイクル設定を使用する」を参照してください。必要なアクセス許可の詳細については、「必要な許
可 (p. 901)」を参照してください。
1. 以下は、使用可能な LCC スクリプトの例です。スクリプトを変更するには、スクリプトに次の詳細を
入力します。ASSUMABLE-ROLE と 123456789012 を、それぞれロール名とアカウント ID と置き換え
ます。ロール名とアカウント ID の組み合わせは 1 つに制限されています。
# This script creates the file that informs SageMaker Studio that the role
"arn:aws:iam::123456789012:role/ASSUMABLE-ROLE" in remote account "123456789012" must
be assumed to list and describe EMR clusters in the remote account.
#!/bin/bash
set -eux
FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"
mkdir -p $FILE_DIRECTORY
cat > "$FILE" <<- "EOF"
{
"123456789012": "arn:aws:iam::123456789012:role/ASSUMABLE-ROLE"
}
EOF

Studio から Amazon EMR クラスターに接続する
このガイドでは、Amazon EMR クラスターに接続する方法について説明します。 SageMaker Studio
PySpark カーネルが選択される。

Amazon EMR クラスターを Amazon EMR クラスターに接続するには PySpark カーネルが選択
1.
2.

Studio に接続した後、既存の Studio ノートブックインスタンスがある場合は、それを開きます。ない
場合は、[File] (ファイル) 、[New] (新規) の順に選択して新しいノートブックインスタンスを作成しま
す。
Studio ノートブックインスタンスを開いたら、カーネルとインスタンスを選択します。

Note
Amazon EMR クラスターに接続できるのは、カーネルのサブセットのみです。サポートさ
れているイメージは、データサイエンスと SparkMagic。サポートされているカーネルは
以下のとおりです。 PySparkからの SparkMagic データサイエンスイメージから Python 3
(ipython)。Studio は両方をサポートしています PySpark と Scala カーネル。
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カーネルを切り替えるには、UI の右上にある、ポップアップウィンドウが表示される場所で現在選
択されているカーネルを選択します。次に、[Kernel] (カーネル) ドロップダウンメニューから任意の
カーネルを選択します。最後に、[Select] (選択)ボタンを選択して変更を行います。
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3.

目的のカーネルを選択したら、[Cluster] (クラスター)を選択します。
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4.

[Connect to cluster] (クラスターに接続) UI 画面が表示されます。クラスターを選択し、[Connect] (接
続) を選択します。すべての Amazon EMR クラスターが Studio に接続できるわけではありません。
詳細については、次を参照してください。Studio Studio Notebooks の Spark を使用してインタラク
ティブなデータ処理を実施する。
クラスターに接続すると、アクティブなセルにコードブロックが追加され、接続が確立されます。
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5.

接続するクラスターが Kerberos 接続または LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 接続を使
用していない場合は、認証情報の種類を選択するように求められます。[HTTP basic authentication]
(HTTP Basic 認証) または [No Credential] (認証情報なし) を選択できます。
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6.

アクティブなセルが入力されます。これには、選択した Amazon EMR クラスターへの接続に必要な
接続情報が含まれます。
• 認証タイプが Kerberos と HTTP Basic Auth の場合、アクティブなセルにウィジェットが作成さ
れ、[Username] (ユーザーネーム) と [Password] (パスワード) を入力できます。
• 接続先のクラスターが Kerberos または LDAP を使用しておらず、No credentials を選択した場
合は、Amazon EMR クラスターに自動的に接続されます。

7.

この手順は省略可能です。Studio ノートブックが接続されている Amazon EMR クラスターを変更す
る場合は、ノートブックの右上の [Cluster] (クラスター) を選択します。[Cluster] (クラスター) を選択
後、クラスターのリストを参照し、別のクラスターを選択します。

必要なアクセス許可の詳細については、「必要な許可 (p. 901)」を参照してください。

アカウント間の Amazon EMR クラスターを接続する
クロスアカウントの検出可能性と接続性を設定している場合、[Cluster] (クラスター) を選択したとき
に、Studio アカウントとリモートアカウントの両方のクラスターがすべて表示されます。[Connect] (接続)
を選択後、Studio はリモートアカウントの Amazon EMR クラスターへの接続を開始し、確立します。次
のスクリーンショットは、この接続を示しています。
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Amazon EMR でのワークロードのトラブルシューティングとモ
ニタリング
次のセクションでは、から Spark UI にアクセスする方法について説明します。 SageMaker Studio のノー
ト Spark UI を使用すると、Studio Notebooks から Amazon EMR で実行するために送信された Spark ジョ
ブをモニタリングおよびデバッグできます。Spark UI にアクセスするための 2 つの方法は、SSH トンネリ
ングと署名済み URL です。

Spark UI アクセス用の SSH トンネリングを設定する
Spark UI にアクセスするための SSH トンネリングを設定するには、このセクションの 2 つのオプショ
ンのいずれかに従います。Studio から Amazon EMR クラスターに接続する (p. 873) のステップ 6b の
スクリーンショットでは、Spark UI とドライバーログの下にリンクが示されています。これらのリンク
は、SSH トンネリングセットアップを完了した後にのみアクティブになります。
SSH トンネリングを設定するためのオプションを次に示します。
• オプション 1 ローカルポートフォワーディングを使用してマスターノードへの SSH トンネルをセット
アップする
• オプション2、パート1：ダイナミックポートフォワーディングを使用してマスターノードへの SSH ト
ンネルをセットアップする
• オプション2、パート2：マスターノードでホストされるウェブサイトを表示するようにプロキシを設
定する
Amazon EMR クラスターでホストされているウェブインターフェイスの表示の詳細については、
「Amazon EMR クラスターでホストされているウェブインターフェイスを表示する」を参照してくださ
い。Amazon EMR コンソールにアクセスして Spark UI にアクセスすることもできます。

Note
署名済み URL が利用できない場合でも、SSH トンネルをセットアップできます。

署名付き URL
Amazon EMR 上の Spark UI にアクセスできるワンクリック URL を作成するには SageMaker Studio ノー
トブックでは、次の IAM 権限を有効にする必要があります。適用するオプションを次から選択します。
• と同じアカウントにある Amazon EMR クラスターの場合 SageMaker Studio のノート 次の権限を
SageMakerStudio Studio の IAM 実行ロール。
• 別のアカウントにある Amazon EMR クラスターの場合 ( SageMaker スタジオノート): 用に作成したク
ロスアカウントのロールに、次のアクセス許可を追加します。Studio から Amazon EMR クラスターを
検出する (p. 870)。

Note
署名付き URL には、次のリージョンでコンソールからアクセスできます。
• 米国東部 (バージニア州北部) リージョン
• US West (N. California) リージョン
• カナダ (中部) リージョン
• 欧州 (フランクフルト) リージョン
• 欧州 (ストックホルム) リージョン
• 欧州 (アイルランド) リージョン
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• 欧州 (ロンドン) リージョン
• 欧州(パリ)リージョン
• アジアパシフィック (東京) リージョン
• アジアパシフィック (ソウル) リージョン
• アジアパシフィック (シドニー) リージョン
• アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン
• アジアパシフィック (シンガポール) リージョン
• 南米 (サンパウロ)
次のポリシーは、実行ロールの署名付き URL へのアクセス権を付与します。
{

"Sid": "AllowPresignedUrl",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
"elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*"
]

}

必要なアクセス許可の詳細については、「必要な許可 (p. 901)」を参照してください。

Amazon EMR クラスターを Studio から管理する
管理者は AWS Service Catalog を使用してテンプレートを定義します。これらのテンプレートを使用する
と、Amazon EMR クラスターを作成し、選択したユーザーがそれらを使用できるようにできます。AWS
Service Catalog を使用すると、管理者は Amazon EMR クラスターの組織、セキュリティ、ネットワー
クを完全に制御できます。管理者は、特定のワークロードのテンプレートを表示、選択、カスタマイズで
きます。必要に応じて、管理者は特定のデータワーカーのみなど、選択した構成パラメータに表示を制限
できます。管理者は Amazon EMR クラスターを Amazon EMR クラスター内で作成できます SageMaker
Studio これは、複雑な構成を手動で設定しなくても実行できます。ユーザーは Amazon EMR クラスター
を使用後に、から直接終了することもできます SageMakerStudio
このガイドのトピックでは、AWS Service Catalog の設定および使用方法と、Amazon EMR クラスターの
作成と終了についての詳細を説明します。
トピック
• AWS Service Catalog 製品を設定する (p. 885)
• スタジオから Amazon EMR クラスターをプロビジョニングする (p. 889)

AWS Service Catalog 製品を設定する
このガイドでは、設定用のパラメータを取得しますAWS Service Catalog発見できる製品 CloudFormation
(CFN) テンプレート。CFN テンプレートは、Amazon EMR クラスターを作成および管理するために使用
されます。AWS Service Catalog 製品は、Studio 実行ロール IAM エンティティと共有される AWS Service
Catalog ポートフォリオに関連付けることができます。
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Studio から Amazon EMR クラスター管理を有効にするには、 CloudFormation Amazon EMR ク
ラスターの詳細と設定可能なパラメータを含む (CFN) テンプレート。使用方法の詳細については
CloudFormation、... を参照してくださいの開始方法 CloudFormation。の詳細についてはAWS Service
Catalog製品、を参照してくださいステップ 4: の作成AWSService Catalog。
Amazon EMR リソースがある AWS Service Catalog 製品には、次のタグが必要です。
sagemaker:studio-visibility:emr true

AWS Service Catalog 製品の CFN テンプレートには、次の必須スタックパラメータが必要です。
SageMakerProjectName:
Type: String
Description: Name of the project
SageMakerProjectId:
Type: String
Description: Service generated Id of the project.

作成の詳細についてはAWS Service Catalogポートフォリオと製品については、を参照してくださいステッ
プ 3: の作成AWSService Catalog のおよびそれに続くセクション。
任意のテンプレートパラメータ
Amazon EMR テンプレートを内から作成する場合 SageMaker Studio では、テンプレートのパラメータセ
クションに追加オプションを含めることができます。このセクションでは、ユーザーがクラスターのカス
タム値を入力または選択できます。次のサンプルパラメータは、Studio 内から Amazon EMR テンプレー
トを作成するときに使用できる追加の入力パラメータを定義します。
"Parameters": {
"EmrClusterName": {
"Type": "String",
"Description": "EMR cluster Name."
},
"MasterInstanceType": {
"Type": "String",
"Description": "Instance type of the EMR master node.",
"Default": "m5.xlarge",
"AllowedValues": [
"m5.xlarge",
"m5.2xlarge",
"m5.4xlarge"
]
},
"CoreInstanceType": {
"Type": "String",
"Description": "Instance type of the EMR core nodes.",
"Default": "m5.xlarge",
"AllowedValues": [
"m5.xlarge",
"m5.2xlarge",
"m5.4xlarge",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
"m3.2xlarge"
]
},
"CoreInstanceCount": {
"Type": "String",
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}

"Description": "Number of core instances in the EMR cluster.",
"Default": "2",
"AllowedValues": [
"2",
"5",
"10"
]
},
"EmrReleaseVersion": {
"Type": "String",
"Description": "The release version of EMR to launch.",
"Default": "emr-5.33.1",
"AllowedValues": [
"emr-5.33.1",
"emr-6.4.0"
]
}

次の図は、Studio から Amazon EMR クラスターを作成したときにスタジオ UI がどのように表示されるか
を示しています。
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スタジオから Amazon EMR クラスターをプロビジョニングする
このセクションでは、クラスターの作成、使用可能なクラスターのリストの表示、クラスターの終了方法
を、Studio のスクリーンショット付きで説明します。
クロスアカウント検出を設定した場合は、Studio とリモートアカウントにクラスターの統合リストが表示
されます。
開始するには、Studio にアクセスしている IAM 実行ロールに次のアクセス許可を追加します。必要なアク
セス許可の詳細については、「必要な許可 (p. 901)」を参照してください。
{

}

"Sid": "AllowSagemakerProjectManagement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:DeleteProject"
],
"Resource": "arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:project/*"

前のアクセス許可を追加すると、Studio に接続できます。既存の Studio ノートブックインスタンスがある
場合は、そのインスタンスを開くことができます。それ以外の場合で、新しいノートブックインスタンス
を作成する場合は、[File] (ファイル) を選択し、[New] (新規) を選択します。
•

クラスター管理ページを開くには、左側のパネルから [Cluster] (クラスター) を選択します。
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次のスクリーンショットは、クラスター管理ページを示しています。ここで、Amazon EMR クラス
ターを作成および管理できます。
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クラスターのステータスは異なる場合があります。ステータスでクラスターをフィルタリングするに
は、ドロップダウン矢印アイコンを選択します。クラスターのステータスは一度に 1 つのみになりま
す。
ステータスオプションには、[Start] (開始)、[Bootstrapping] (ブートストラップ)、[Running/Walking]
(実行/ウォーキング)、[Terminating] (終了中)、[Terminated] (終了済み)、[Terminated with error] (エ
ラーで終了) などがあります。次のスクリーンショットは、[Status] (ステータス) ドロップダウンのク
ラスターステータスオプションを示しています。
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次の手順では、Studio のテンプレートを使用してクラスターを作成する方法を示します。

テンプレートからクラスターを作成するには、次の手順に従います。
1.

左側のパネルから [Cluster] (クラスター) を選択してクラスター管理 ページに移動します。[Create
cluster] (クラスターの作成) を選択します。
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2.

入力する SageMaker Studio Studio Studio サブネット ID、Amazon EMR クラスター名、Amazon
VPC ID、Amazon VPC ID SageMakerStudio セキュリティグループの ID。

897

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Amazon EMR を使用してデータを準備する

898

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Amazon EMR を使用してデータを準備する

3.

前のステップの情報を入力した後、[Create cluster] (クラスターの作成) を選択します。

以下の手順は、クラスターの終了方法を示しています。

クラスターを終了するには
1.

左側のパネルから [Cluster] (クラスター) を選択してクラスター管理 ページに移動します。
終了するクラスターを選択し、UI の [Create cluster] (クラスターの作成) の横の [Terminate] (終了) を
選択します。

2.

終了後はクラスター上の保留中の作業やデータが失われ、終了は元に戻せないことを示すウィンドウ
が表示されます。[Terminate] (終了) を選択します。
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必要な許可
このガイドでは、サンプルの IAM ポリシーを実行ロールに適用する方法を示します。このガイドの例に
は、さまざまな許可とモニタリング機能が使われています。このガイドの最後には、必要なすべてのアク
セス許可を含む包括的な IAM ポリシーロールがあります。これらの許可は、Studio 内から Amazon EMR
クラスターへのアクセスを提供し、Studio 内からクラスターを検出できるようにします (署名済み URL の
場合)。IAM コンソールにアクセスして、ポリシーをロールに追加します。
Studio 内から Amazon EMR クラスターを検出して接続するには、実行ロールに次のアクセス許可がある
ことを確認してください。
{

},
{

}

"Sid": "AllowClusterDetailsDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*"
]
"Sid": "AllowClusterDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:ListClusters"
],
"Resource": "*"

モニタリング機能を強化するには、次の許可を Studio の実行ロールにアタッチします。
{

}

"Sid": "AllowPresignedUrl",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
"elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*"
]

ユーザーが Amazon EMR クラスターを作成できるようにするには、Studio の実行ロールに次のアクセス
許可を追加します。
{

}

"Sid": "AllowSagemakerProjectManagement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:DeleteProject"
],
"Resource": "arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:project/*"
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Studio にクロスアカウント検出と接続ロールが用意されている場合、Studio 以外のアカウントのロール
で、Studio 実行ロールに「ロールの継承」許可を付与する必要があります。これを行うには、Studio の実
行ロールに次の許可をアタッチします。

Note
すべてのクロスアカウントユースケースで、Studio 実行ロールにはsts:AssumeRoleStudioがリ
モートアカウントの役割を引き受けることを許可する権限が追加されました。
{

}

"Sid": "AllowRoleAssumptionForCrossAccountDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": ["arn:aws:iam::<cross-account>:role/<studio-execution-role>" ]

Amazon EMR テンプレートを検出できるようにするには、Studio の実行ロールに次の許可をアタッチしま
す。
{

}

"Sid": "AllowEMRTemplateDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicecatalog:SearchProducts"
],
"Resource": "*"

以下は、このガイドの以前のすべてのアクセス許可を含む包括的な IAM ポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowPresignedUrl",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
"elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*"
]
},
{
"Sid": "AllowClusterDetailsDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*"
]
},
{
"Sid": "AllowClusterDiscovery",
"Effect": "Allow",
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},
{

},
{

},
{

}

]

}

"Action": [
"elasticmapreduce:ListClusters"
],
"Resource": "*"
"Sid": "AllowSagemakerProjectManagement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:DeleteProject"
],
"Resource": "arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:project/*"
"Sid": "AllowRoleAssumptionForCrossAccountDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": ["arn:aws:iam::<cross-account>:role/<studio-execution-role>" ]
"Sid": "AllowEMRTemplateDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicecatalog:SearchProducts"
],
"Resource": "*"

を使用してデータを準備するAWS Glueインタラク
ティブセッション
AWS GlueInteractive Sessionsは、データレイクやパイプラインに入力されるデータを収集、変換、クレン
ジング、準備するためのツールを備えたサーバーレスサービスです。Glue Interactive Sessionsは、データ
サイエンティストやエンジニアがデータ準備および分析アプリケーションの構築、テスト、実行を迅速に
行うことができる、オンデマンドのサーバーレスApache Sparkランタイム環境を提供します。
から Glue インタラクティブセッションを開始する SageMaker スタジオノートブックはシンプル
です。Studio ノートブックを作成するときは、ビルトインノートブックを選択してくださいGlue
PySparkまたはGlue Sparkカーネルを起動して、インタラクティブなサーバーレスのSparkセッション
でわずか数秒でコーディングを開始できます。複雑な計算クラスターインフラストラクチャのプロビジョ
ニングや管理について心配する必要はありません。初期化後は、Glue データカタログをすばやく参照した
り、大規模なクエリを実行したり、Spark を使用してデータをインタラクティブに分析および準備したり
できます。これらすべてを Studio ノートブック内で行うことができます。その後、準備したデータを使用
して、内部の専用機械学習ツールを使用してモデルの構築、トレーニング、調整、および展開を行うこと
ができます SageMaker Studio。
開始する前にAWS Glueでのインタラクティブセッション SageMaker Studio では、適切なロールとポリ
シーを設定する必要があります。また、Amazon S3 などの追加リソースへのアクセスが必要になる場合
があり、これには追加のポリシーが必要になる場合があります。必須および追加の IAM ポリシーの詳細
については、「」を参照してください。での Glue インタラクティブセッションの権限 SageMakerスタジ
オ (p. 904)。
SageMaker Studio には、次のようなデフォルト設定が用意されています。AWS Glueインタラクティブ
セッションですが、Glue の Jupyter マジックコマンドのフルカタログを使用して、環境をさらにカスタマ
イズできます。Glue インタラクティブセッションで使用できるデフォルトおよびその他の Jupyter マジッ
クについては、で Glue インタラクティブセッションを設定します。 SageMakerスタジオ (p. 906)。
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Glue インタラクティブセッションに接続するためにサポートされているイメージとカーネルは次のとおり
です。
• イメージ: SparkAnalytics 1.0
• カーネル PySpark と Spark
前提条件:
- SparkAnalytics Studio で Glue セッションを起動するために選択したイメージは、2 つのフレームワーク
を組み合わせたものです。 SparkMagic フレームワーク (Amazon EMR で使用)、およびAWS Glue。この
ため、両方のフレームワークの前提条件が適用されます。ただし、Glue Interactive Sessionsのみを使用す
る予定の場合は、EMR クラスターをセットアップする必要はありません。Studio で最初の Glue インタラ
クティブセッションを開始する前に、以下を完了してください。
• の使用に必要な前提条件を満たしてください SparkMagic イメージ。前提条件の一覧については、の
「前提条件」セクションを参照してください。Studio Notebooks で大規模なデータを準備する。
• 両方のアクセス権限を持つ実行ロールを作成するAWS Glueそして SageMaker Studio。管理ポリ
シーの追加SageMakerFullAccessそしてAwsGlueSessionUserRestrictedServiceRoleを
選択し、権限を含むカスタムポリシーの作成sts:GetCallerIdentity,iam:GetRole、およ
びIAM:Passrole。必要な権限を作成する手順については、「」を参照してください。での Glue イン
タラクティブセッションの権限 SageMakerスタジオ (p. 904)。
• の作成 SageMaker 作成した実行ロールを持つドメイン。ドメインの作成方法については、「」を参照
してください。IAM を使用して Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 40)。

の開始方法AWS Glueインタラクティブセッション
このガイドでは、必要な権限を設定する方法、Studio で最初の Glue インタラクティブセッションを起動
する方法、Jupyter magics を使用して環境を管理する方法について説明します。

での Glue インタラクティブセッションの権限 SageMakerスタジオ
このガイドでは、Studio で Glue インタラクティブセッションを使用するために必要な権限を取得する方
法を説明します。2 つの管理ポリシーをアタッチし、次にカスタムポリシーを作成してアタッチし、最後
に信頼関係を変更します。

実行ロールに管理ポリシーを追加するには
1.
2.
3.

[IAM コンソール] を開きます。
左側のパネルの [Roles] (ロール)を選択します。
使用する Studio 実行ロールを見つけ、ロール名を選択してロールの概要ページに移動します。

4.

[]アクセス許可タブを選択し、ポリシーのアタッチからのアクセス許可を追加するドロップダウンメ
ニュー。

5.

管理ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにするAmazonSageMakerFullAccessそし
てAwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole。

6.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。
概要ページには、新しく追加された管理ポリシーが表示されます。

カスタムポリシーを作成して、実行ロールにアタッチするには
1.

選択インラインポリシーの作成()アクセス許可を追加するドロップダウンメニュー。

2.
3.

[JSON] タブを選択します。
以下のポリシーをコピーして、貼り付けます。
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{

}

4.
5.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "unique_statement_id",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole",
"sts:GetCallerIdentity"
],
"Resource": "*"
}
]

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
と入力します。[Name] (名前)そして選んでくださいポリシーの作成。
概要ページには、新しく追加されたカスタムポリシーが表示されます。

信頼関係を修正するには
1.

を選択します。信頼関係タブ。

2.
3.

選んだ信頼ポリシーを編集する。
以下のポリシーをコピーして、貼り付けます。
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"glue.amazonaws.com",
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

[ポリシーの更新] を選択します。

他のロールやポリシーにアクセスする必要がある場合は、ロールやポリシーを追加できますAWSリソース
の料金を見積もることができます。追加できるロールとポリシーの詳細については、以下を参照してくだ
さい。IAM を使用したインタラクティブセッション()AWS Glueドキュメント内) を参照してください。

で Glue インタラクティブセッションを開始します SageMakerスタジオ
ロール、ポリシー、および SageMaker ドメインでは、Glue のインタラクティブセッションを次の場所で
開始できます SageMaker Studio。

Glue を起動するには SageMaker スタジオ
1.

の作成 SageMaker ドメイン。新しいドメインを作成する手順については、「」を参照してくださ
い。Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)。
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2.

にサインインします。 SageMaker コンソールのhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

3.
4.
5.
6.

選択コントロールパネル左側のパネルにあります。
の中にアプリ起動ユーザー名の横にあるドロップダウンメニューで、スタジオ。
Jupyter ビューで、ファイル、次に新規、次にノート。
の中にイメージドロップダウンメニュー、SELECTSparkAnalytics 1.0。の中にカーネルドロップダウ
ンメニュー、SELECTGlue SparkまたはGlue PySpark。[Select] (選択) を選択します。
(オプション) Jupyter マジックを使用して環境をカスタマイズします。Jupyter マジックの詳細につい
ては、「」を参照してください。で Glue インタラクティブセッションを設定します。 SageMakerス
タジオ (p. 906)。

7.
8.

Spark データ処理スクリプトの作成を開始します。

で Glue インタラクティブセッションを設定します。 SageMakerスタジオ
ジュピターマジックを自分の中で使えるAWS Glueセッションと構成パラメータを変更するためのインタ
ラクティブセッション。マジックはプレフィックスが付いた短いコマンドです%ジュピターセルの始まりに
素早く簡単に環境をコントロールできます。Glue のインタラクティブセッションでは、デフォルトで次の
マジックが設定されます。
マジック

デフォルト値

%glue_version

3.0

%iam_policy

############ SageMaker ####

%region

リージョン

マジックを使って環境をさらにカスタマイズできます。たとえば、ジョブに割り当てられる作業者の数を
デフォルトの 5 人から 10 人に変更する場合は、次のように指定できます。%number_of_workers 10。
デフォルトの2880ではなく、アイドル時間が10分後に停止するようにセッションを構成する場合は、次の
ように指定できます。%idle_timeout 10。
現在入手可能なジュピターマジックのすべてAWS Glueでも使用可能です SageMakerStudio。完全なリス
トについてはAWS Glue使える魔法、見る設定AWS GlueJupyterとJupyterのインタラクティブセッション
AWS GlueStudio のノートブック。

AWS Glueインタラクティブセッション料金
使用するバージョンAWS Glueインタラクティブセッション SageMaker Studio ノートブック、リソース使
用量は別途課金されますAWS GlueとStudio のノートブック。
AWSGlue インタラクティブセッションの料金は、セッションのアクティブ期間と使用されたデータ処理
ユニット (DPU) の数に基づいて決まります。ワークロードの実行に使用された DPUs の数に基づいて時間
あたりの料金が請求されます。請求は 1 秒あたりの料金です。Glue インタラクティブセッションでは、デ
フォルトで 5 つの DPU が割り当てられ、最低 2 つの DPU が必要です。また、各インタラクティブセッ
ションには 1 分間の最低請求期間があります。を参照するにはAWS Glue料金と料金の例、またはを使用
して費用を見積もるにはAWS料金計算ツールの内容AWS Glue価格。
あなたの SageMaker Studio ノートブックは Amazon EC2 インスタンスで実行され、使用期間に応じて、
選択したインスタンスタイプに対して課金されます。Studio では、デフォルトの EC2 インスタンスタイ
プとして次のように割り当てられます。ml-t3-medium選択するとSparkAnalyticsイメージと関連する
カーネル。Studio ノートブックのインスタンスタイプをワークロードに合わせて変更できます。について
の情報 SageMakerStudio 料金、「」を参照してくださいアマゾン SageMaker料金。
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データを処理する
Amazon でデータを分析し、機械学習モデルを評価するには SageMaker、Amazon を使う SageMaker 処
理中。Processing を使用すると、以下の環境でシンプルかつ管理されたエクスペリエンスを使用できます
SageMaker 特徴量エンジニアリング、データ検証、モデル評価、モデル解釈などのデータ処理ワークロー
ドを実行します。Amazon を使用することもできます SageMaker 実験段階中およびコードの実稼働環境
へのデプロイ後にパフォーマンスを評価するために、API の処理。

上の図は、Amazon がどのようになっているかを示しています SageMaker Processing ジョブをスピン
アップする。アマゾン SageMaker スクリプトを取得し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) か
らスクリプトを取得し、データをコピーしてから、Processing コンテナをプルします。処理するコンテナ
イメージは Amazon でもかまいません SageMaker 組み込みイメージまたはユーザーが用意したカスタム
イメージ。Processing ジョブの基盤となるのは、Amazon のフルマネージドインフラストラクチャです。
SageMaker。クラスターのリソースはジョブ期間中にプロビジョンされ、ジョブが完了するとクリーン
アップされます。Processing ジョブの出力は、指定した Amazon S3 バケットに保存されます。

Note
入力データは Amazon S3 バケットに保存されている必要があります。または、Amazon Athena
または Amazon Redshift を入力ソースとして使用することもできます。

Amazon を使用する SageMaker サンプルノート
ブックの処理
データの前処理、モデル評価、またはその両方を実行する方法を示す 2 つのサンプル Jupyter ノートブッ
クが用意されています。
scikit-learn スクリプトを実行して、データの前処理やモデルトレーニングと評価を行う方法を示したサン
プルノートブックについては、 SageMaker 処理用の Python SDK については、を参照してくださいscikitlearn 処理。このノートブックでは、独自のカスタムコンテナを使用して、Python ライブラリやその他の
特定の依存関係で処理ワークロードを実行する方法についても説明します。
Amazon の使い方を示したサンプルノートブックについて SageMaker 処理 Spark による分散データの前
処理を実行する方法については、を参照してください。分散処理 (Spark)。このノートブックでは、前処理
されたデータセットで XGBoost を使用して回帰モデルをトレーニングする方法についても説明します。
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これらのサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成し、アクセスす
る方法については、 SageMaker、を参照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタンスを
使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いた後、SageMaker 例タブをクリックして、
すべてのリストを表示します SageMaker サンプル。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブを選
択し、[Create copy (コピーを作成)] を選択します。

Amazon をモニタリングする SageMaker でジョブ
の処理中 CloudWatch ログとメトリック
アマゾン SageMaker Processing はAmazon CloudWatch 処理ジョブの処理をモニタリングするためのロ
グとメトリック CloudWatch CPU、GPU、メモリ、GPU メモリ、ディスクメトリクス、イベントログを
提供します。詳細については、「Amazon Logs An SageMaker アマゾンと CloudWatch (p. 3432)」および
「Amazon Logs SageMaker Amazon のイベント CloudWatch (p. 3445)」を参照してください。

Apache Spark を使ってデータを処理する
Apache Spark は、大規模データ処理のための統合分析エンジンです。アマゾン SageMakerApache Spark
や、分散データ処理ジョブの実行に必要なその他の依存関係が含まれた構築済みの Docker イメージが用
意されています。の使用アマゾン SageMaker SDKでは、Spark フレームワークを使って簡単にデータ変換
を適用し、特徴を抽出 (特徴量エンジニアリング) できます。使用方法の詳細については SageMaker Spark
処理ジョブを実行するには Python SDK を参照してください。Spark を使ってデータを処理する()アマゾン
SageMaker SDK。
Spark イメージのソースコードと Dockerfile を含むコードリポジトリは、GitHub。

Spark の処理ジョブを実行する
以下を使用できますsagemaker.spark.PySparkProcessorまた
はsagemaker.spark.SparkJarProcessor処理ジョブ内で Spark アプリケーションを実行するための
クラス。設定できることに注意してください MaxRuntimeInSeconds 最長のランタイム制限は 5 日間で
す。単純な Spark ワークロードでは、実行時間と使用インスタンス数に関して、インスタンス数と完了ま
での時間にほぼ直線的な関係が見られます。
次のコード例は、 PySpark 脚本preprocess.py。
from sagemaker.spark.processing import PySparkProcessor
spark_processor = PySparkProcessor(
base_job_name="spark-preprocessor",
framework_version="2.4",
role=role,
instance_count=2,
instance_type="ml.m5.xlarge",
max_runtime_in_seconds=1200,
)
spark_processor.run(
submit_app="preprocess.py",
arguments=['s3_input_bucket', bucket,
's3_input_key_prefix', input_prefix,
's3_output_bucket', bucket,
's3_output_key_prefix', output_prefix]
)
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詳細については、Apache Spark を使った分散データ処理と SageMaker 処理サンプルノートブック。
を使用していない場合はアマゾン SageMakerSDKProcessor クラスのいずれかを使って構築済みのイメー
ジを取得できます。自分で取得できます。- SageMaker 構築済み Docker イメージは、Amazon Elastic
Container Registry (Amazon ECR) に保存されます。利用可能な事前構築済み Docker イメージの完全なリ
ストについては、使用できるイメージのドキュメントを参照してください。
の使用方法の詳細を確認する SageMaker 処理コンテナを含む Python SDK については、を参照してくだ
さい。アマゾン SageMaker SDK。

scikit-learn を使ってデータを処理する
で提供、保守されている Docker イメージを使って scikit-learn スクリプトを実行する方法を示すサンプ
ルノートブックについて SageMaker データを前処理してモデルを評価するには、scikit-learn 処理。この
ノートブックを使うには、 SageMaker処理用の Python SDK。
このノートブックは以下を使用して処理ジョブを実行しますSKLearnProcessorザ・クラスの様子
SageMaker Python SDK を使って、提供される scikit-learn スクリプトを実行します。このスクリプトは
データを前処理し、 SageMaker トレーニングジョブを実行し、処理ジョブを実行してトレーニング済み
モデルを評価します。処理ジョブは、モデルが本番稼働環境でどのように実行されるかを見積もります。
使用の詳細について SageMaker Python SDK とプロセッシングコンテナについては、SageMaker Python
SDK。ジョブを処理できる事前構築済み Docker イメージの完全なリストについては、Docker レジストリ
パスとサンプルコード (p. 989)そしてお住まいの地域を選択してください。
次のコード例では、ノートブックが SKLearnProcessor を使用し、独自の Docker イメージではなく、
SageMaker が提供し管理する Docker イメージを使用して、独自の scikit-learn スクリプトを実行する方法
を示します。
from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
sklearn_processor = SKLearnProcessor(framework_version='0.20.0',
role=role,
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1)
sklearn_processor.run(code='preprocessing.py',
inputs=[ProcessingInput(
source='s3://path/to/my/input-data.csv',
destination='/opt/ml/processing/input')],
outputs=[ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/train'),
ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
validation'),
ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/test')]
)

AmazonでScikit-Learnを使ってデータをparallel 処理するには SageMaker 処理中、設定することでS3
キーで入力オブジェクトをシャードできますs3_data_distribution_type='ShardedByS3Key'内
部ProcessingInput各インスタンスがほぼ同じ数の入力オブジェクトを受け取るようにします。

フレームワークプロセッサによるデータ処理
あるFrameworkProcessor指定された機械学習フレームワークで Processing ジョブを実行できる
(Amazon が提供される) SageMaker—どの機械学習フレームワークを選択しても対応するマネージドコン
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テナ。FrameworkProcessorには、以下の機械学習フレームワーク用の既成のコンテナが用意されてい
ます。ハグフェイス、MXNet、 PyTorch, TensorFlow、そして xgBoost。
-FrameworkProcessorクラスでは、コンテナの構成をカスタマイズすることもできま
す。-FrameworkProcessorクラスはソースディレクトリの指定をサポートしますsource_dir処理スク
リプトと依存関係用。この機能により、プロセッサが 1 つのスクリプトだけを指定するのではなく、ディ
レクトリ内の複数のスクリプトにアクセスできるようにすることができます。FrameworkProcessor以
下を含むこともサポートしていますrequirements.txtのファイルsource_dirコンテナにインストール
するPythonライブラリをカスタマイズするためのものです。
詳細を確認するトピックFrameworkProcessorクラスとそのメソッドとパラメータについては、を参照
してくださいFrameworkProcessor()アマゾン SageMaker Python SDK は。
a の使用例を確認するにはFrameworkProcessorサポートされている機械学習フレームワークをご利用
の場合、以下のトピックを参照してください。
トピック
• Hugging Face フレームワークプロセッサ (p. 910)
• MXNet フレームワークプロセッサ (p. 911)
• PyTorch フレームワークプロセッサ (p. 912)
• TensorFlow フレームワークプロセッサ (p. 913)
• XGBoost フレームワークプロセッサ (p. 914)

Hugging Face フレームワークプロセッサ
Hugging Face は、自然言語処理 (NLP) モデルのプロバイダーです。-HuggingFaceProcessorアマゾン
で SageMaker Python SDK では、Hugging Face スクリプトを使用して処理ジョブを実行することができ
ます。使用するバージョンHuggingFaceProcessorでは、管理された Hugging Face 環境で Amazon が
構築した Docker コンテナを活用できるため、独自のコンテナを持ち込む必要はありません。
次のコードの例は以下のコードの例は以下の方法を示しています。HuggingFaceProcessor提供
および管理されている Docker イメージを使用して Processing ジョブを実行する SageMaker。ジョ
ブを実行するときに、スクリプトと依存関係を含むディレクトリをsource_dir引数、そしてあなた
はrequirements.txtあなたの中にあるファイルsource_dir処理スクリプトの依存関係を指定するディ
レクトリ。 SageMaker 処理により依存関係がインストールされますrequirements.txtあなたのために
コンテナに入れてください。
from sagemaker.huggingface import HuggingFaceProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
#Initialize the HuggingFaceProcessor
hfp = HuggingFaceProcessor(
role=get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.g4dn.xlarge',
transformers_version='4.4.2',
pytorch_version='1.6.0',
base_job_name='frameworkprocessor-hf'
)
#Run the processing job
hfp.run(
code='processing-script.py',
source_dir='scripts',
inputs=[
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ProcessingInput(
input_name='data',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
destination='/opt/ml/processing/input/data/'
)

],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name='train', source='/opt/ml/processing/output/train/',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='test', source='/opt/ml/processing/output/test/',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='val', source='/opt/ml/processing/output/val/',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}')
]

)

をおの場合requirements.txtファイル、それはコンテナにインストールしたいライブラリのリスト
でなければなりません。のパスsource_dir相対パス、絶対パス、Amazon S3 URI パスのいずれでも
かまいません。ただし、Amazon S3 URI を使用する場合は、tar.gz ファイルを指している必要がありま
す。指定するディレクトリには複数のスクリプトを格納できます。source_dir。詳細を確認するトピッ
クHuggingFaceProcessorクラス、見てHugging Face 推定器()アマゾン SageMaker Python SDK は。

MXNet フレームワークプロセッサ
Apache MXNet は、ニューラルネットワークのトレーニングとデプロイによく使用されるオープンソース
のディープラーニングフレームワークです。-MXNetProcessorアマゾンで SageMaker Python SDK で
は、MXNet スクリプトを使用して処理ジョブを実行できます。使用するバージョンMXNetProcessorで
は、Amazon が構築した Docker コンテナをマネージド MXNet 環境で活用できるため、独自のコンテナを
持ち込む必要はありません。
次のコードの例は以下のコードの例は以下の方法を示しています。MXNetProcessor提供および管理され
ている Docker イメージを使用して Processing ジョブを実行する SageMaker。ジョブを実行するときに、
スクリプトと依存関係を含むディレクトリをsource_dir引数、そしてあなたはrequirements.txtあな
たの中にあるファイルsource_dir処理スクリプトの依存関係を指定するディレクトリ。 SageMaker 処
理により依存関係がインストールされますrequirements.txtあなたのためにコンテナに入れてくださ
い。
from sagemaker.mxnet import MXNetProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
#Initialize the MXNetProcessor
mxp = MXNetProcessor(
framework_version='1.8.0',
py_version='py37',
role=get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.c5.xlarge',
base_job_name='frameworkprocessor-mxnet'
)
#Run the processing job
mxp.run(
code='processing-script.py',
source_dir='scripts',
inputs=[
ProcessingInput(
input_name='data',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
destination='/opt/ml/processing/input/data/'
)
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)

],
outputs=[
ProcessingOutput(
output_name='processed_data',
source='/opt/ml/processing/output/',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'
)
]

をおの場合requirements.txtファイル、それはコンテナにインストールしたいライブラリのリスト
でなければなりません。のパスsource_dir相対パス、絶対パス、Amazon S3 URI パスのいずれでも
かまいません。ただし、Amazon S3 URI を使用する場合は、tar.gz ファイルを指している必要がありま
す。指定するディレクトリには複数のスクリプトを格納できます。source_dir。詳細を確認するトピッ
クMXNetProcessorクラス、見てMXNet 推定器()アマゾン SageMaker Python SDK は。

PyTorch フレームワークプロセッサ
PyTorch は、オープンソースの機械学習のフレームワークです。-PyTorchProcessorアマゾンで
SageMaker Python SDK では、次の方法で処理ジョブを実行できます。 PyTorch スクリプト。使用す
るバージョンPyTorchProcessor、Amazonが構築したDockerコンテナをマネージドで活用できます
PyTorch 自分のコンテナを持参する必要がないようにするための環境。
次のコードの例は以下のコードの例は以下の方法を示しています。PyTorchProcessor提供およ
び管理されている Docker イメージを使用して Processing ジョブを実行する SageMaker。ジョブ
を実行するときに、スクリプトと依存関係を含むディレクトリをsource_dir引数、そしてあなた
はrequirements.txtあなたの中にあるファイルsource_dir処理スクリプトの依存関係を指定するディ
レクトリ。 SageMaker 処理により依存関係がインストールされますrequirements.txtあなたのために
コンテナに入れてください。
from sagemaker.pytorch.processing import PyTorchProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
#Initialize the PyTorchProcessor
pytorch_processor = PyTorchProcessor(
framework_version='1.8',
role=get_execution_role(),
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,
base_job_name='frameworkprocessor-PT'
)
#Run the processing job
pytorch_processor.run(
code='processing-script.py',
source_dir='scripts',
inputs=[
ProcessingInput(
input_name='data',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
destination='/opt/ml/processing/input'
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name='data_structured', source='/opt/ml/processing/tmp/
data_structured', destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='train', source='/opt/ml/processing/output/train',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='validation', source='/opt/ml/processing/output/val',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),

912

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
TensorFlow フレームワークプロセッサ
ProcessingOutput(output_name='test', source='/opt/ml/processing/output/test',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='logs', source='/opt/ml/processing/logs',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}')
]

)

をおの場合requirements.txtファイル、それはコンテナにインストールしたいライブラリのリスト
でなければなりません。のパスsource_dir相対パス、絶対パス、Amazon S3 URI パスのいずれでも
かまいません。ただし、Amazon S3 URI を使用する場合は、tar.gz ファイルを指している必要がありま
す。指定するディレクトリには複数のスクリプトを格納できます。source_dir。詳細を確認するトピッ
クPyTorchProcessorクラス、見てPyTorch 推定器()アマゾン SageMaker Python SDK は。

TensorFlow フレームワークプロセッサ
TensorFlow は、オープンソースの機械学習および人工知能ライブラリです。-TensorFlowProcessorア
マゾンで SageMaker Python SDK では、次の方法で処理ジョブを実行できます。 TensorFlow スクリプ
ト。使用するバージョンTensorFlowProcessor、Amazonが構築したDockerコンテナをマネージドで活
用できます TensorFlow 自分のコンテナを持参する必要がないようにするための環境。
次のコードの例は以下のコードの例は以下の方法を示しています。TensorFlowProcessor提供お
よび管理されている Docker イメージを使用して Processing ジョブを実行する SageMaker。ジョブ
を実行するときに、スクリプトと依存関係を含むディレクトリをsource_dir引数、そしてあなた
はrequirements.txtあなたの中にあるファイルsource_dir処理スクリプトの依存関係を指定するディ
レクトリ。 SageMaker 処理により依存関係がインストールされますrequirements.txtあなたのために
コンテナに入れてください。
from sagemaker.tensorflow import TensorFlowProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
#Initialize the TensorFlowProcessor
tp = TensorFlowProcessor(
framework_version='2.3',
role=get_execution_role(),
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,
base_job_name='frameworkprocessor-TF',
py_version='py37'
)
#Run the processing job
tp.run(
code='processing-script.py',
source_dir='scripts',
inputs=[
ProcessingInput(
input_name='data',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
destination='/opt/ml/processing/input/data'
),
ProcessingInput(
input_name='model',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_PATH_TO_MODEL}',
destination='/opt/ml/processing/input/model'
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(
output_name='predictions',
source='/opt/ml/processing/output',
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)

]

)

destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'

をおの場合requirements.txtファイル、それはコンテナにインストールしたいライブラリのリスト
でなければなりません。のパスsource_dir相対パス、絶対パス、Amazon S3 URI パスのいずれでも
かまいません。ただし、Amazon S3 URI を使用する場合は、tar.gz ファイルを指している必要がありま
す。指定するディレクトリには複数のスクリプトを格納できます。source_dir。詳細を確認するトピッ
クTensorFlowProcessorクラス、見てTensorFlow 推定器()アマゾン SageMaker Python SDK は。

XGBoost フレームワークプロセッサ
XGBoost は、オープンソースの機械学習のフレームワークです。-XGBoostProcessorアマゾンで
SageMaker Python SDK では、XGBoost スクリプトを使用して処理ジョブを実行することができま
す。XG の使用BoostProcessorでは、Amazonが構築したDockerコンテナをマネージドXGBoost環境で活用
できるため、独自のコンテナを持ち込む必要はありません。
次のコードの例は以下のコードの例は以下の方法を示しています。XGBoostProcessor提供およ
び管理されている Docker イメージを使用して Processing ジョブを実行する SageMaker。ジョブ
を実行するときに、スクリプトと依存関係を含むディレクトリをsource_dir引数、そしてあなた
はrequirements.txtあなたの中にあるファイルsource_dir処理スクリプトの依存関係を指定するディ
レクトリ。 SageMaker 処理により依存関係がインストールされますrequirements.txtあなたのために
コンテナに入れてください。
from sagemaker.xgboost import XGBoostProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
#Initialize the XGBoostProcessor
xgb = XGBoostProcessor(
framework_version='1.2-2',
role=get_execution_role(),
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,
base_job_name='frameworkprocessor-XGB',
)
#Run the processing job
xgb.run(
code='processing-script.py',
source_dir='scripts',
inputs=[
ProcessingInput(
input_name='data',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
destination='/opt/ml/processing/input/data'
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(
output_name='processed_data',
source='/opt/ml/processing/output/',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'
)
]
)

をおの場合requirements.txtファイル、それはコンテナにインストールしたいライブラリのリスト
でなければなりません。のパスsource_dir相対パス、絶対パス、Amazon S3 URI パスのいずれでも
かまいません。ただし、Amazon S3 URI を使用する場合は、tar.gz ファイルを指している必要がありま
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す。指定するディレクトリには複数のスクリプトを格納できます。source_dir。詳細を確認するトピッ
クXGBoostProcessorクラス、見てXGBoost 推定器()アマゾン SageMaker Python SDK は。

独自の処理コードを使用する
独自の処理コンテナでスクリプトを実行するためのライブラリをインストールできます。あるいは、よ
り高度なシナリオでは、Amazon で実行するコントラクトを満たす独自の処理コンテナを構築できます。
SageMaker。のコンテナの詳細については SageMaker、「」を参照してくださいDocker コンテナを使用
する SageMaker (p. 2910)。Amazon のコントラクトを定義する正式な仕様の場合 SageMaker 処理コンテ
ナ、を参照してください独自の処理コンテナを構築する (高度なシナリオ) (p. 916)。
トピック
• 独自の処理コンテナを使用したスクリプトの実行 (p. 915)
• 独自の処理コンテナを構築する (高度なシナリオ) (p. 916)

独自の処理コンテナを使用したスクリプトの実行
scikit-learn スクリプトを使用して、データを前処理し、モデルを評価できます。scikit-learn スクリプトを
実行してこれらのタスクを実行する方法については、scikit-learn 処理サンプルノートブックを参照してく
ださい。このノートブックはScriptProcessorアマゾンの授業 SageMaker 処理用の Python SDK。
次の例は、独自の処理コンテナで ScriptProcessor クラスを使う場合の一般的なワークフローを示
しています。このワークフローでは、独自のイメージを作成し、コンテナを構築し、そのコンテナで
ScriptProcessor クラスを使って Python の前処理スクリプトを実行します。処理ジョブは入力データ
を処理し、処理済みデータを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存します。
次のサンプルを使う前に、独自の入力データとデータ処理のための Python スクリプトを準備してお
く必要があります。男性用 end-to-end、このプロセスのガイド付きサンプル、「」を参照してくださ
い。scikit-learn Processingサンプルノートブック。
1. Docker ディレクトリを作成し、処理コンテナを作成するために使用される Docker ファイルを追加しま
す。pandas をインストールし、それに scikit-learn をインストールします (同様の RUN コマンドで独自
の依存関係をインストールすることもできます)。
mkdir docker
%%writefile docker/Dockerfile
FROM python:3.7-slim-buster
RUN pip3 install pandas==0.25.3 scikit-learn==0.21.3
ENV PYTHONUNBUFFERED=TRUE
ENTRYPOINT ["python3"]

2. Docker コマンドを使ってコンテナを構築し、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジ
トリを作成して、イメージを Amazon ECR にプッシュします。
import boto3
account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
region = boto3.Session().region_name
ecr_repository = 'sagemaker-processing-container'
tag = ':latest'
processing_repository_uri = '{}.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/{}'.format(account_id, region,
ecr_repository + tag)
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# Create ECR repository and push docker image
!docker build -t $ecr_repository docker
!aws ecr get-login-password --region {region} | docker login --username AWS --passwordstdin {account_id}.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com
!aws ecr create-repository --repository-name $ecr_repository
!docker tag {ecr_repository + tag} $processing_repository_uri
!docker push $processing_repository_uri

3. をセットアップするScriptProcessorからの SageMaker Python SDK を使ってスクリプトを実行し
ます。image_uri を、作成したイメージの URI に置き換え、role_arn をターゲット Amazon S3 バ
ケットにアクセスできる AWS Identity and Access Management ロールの ARN に置き換えます。
from sagemaker.processing import ScriptProcessor, ProcessingInput, ProcessingOutput
script_processor = ScriptProcessor(command=['python3'],
image_uri='image_uri',
role='role_arn',
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.xlarge')

4. スクリプトを実行します。preprocessing.py を独自の Python 処理スクリプトの名前に置き換
え、s3://path/to/my/input-data.csv を入力データへの Amazon S3 パスに置き換えます。
script_processor.run(code='preprocessing.py',
inputs=[ProcessingInput(
source='s3://path/to/my/input-data.csv',
destination='/opt/ml/processing/input')],
outputs=[ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
train'),
ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
validation'),
ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
test')])

他のライブラリやシステム依存関係でも同じ手順を使用できます。既存の Docker イメージも使えます。
これには、Kubernetes などの他のプラットフォームで実行するイメージも含まれます。

独自の処理コンテナを構築する (高度なシナリオ)
アマゾンを提供できます SageMaker データ処理、特徴量エンジニアリング、モデル評価ワークロードを
実行する独自のコードと依存関係を持つ Docker イメージを使って処理します。
次の Dockerfile の例では、処理ジョブとして実行できる Python ライブラリ scikit-learn と pandas を持つ
コンテナを構築します。
FROM python:3.7-slim-buster
# Install scikit-learn and pandas
RUN pip3 install pandas==0.25.3 scikit-learn==0.21.3
# Add a Python script and configure Docker to run it
ADD processing_script.py /
ENTRYPOINT ["python3", "/processing_script.py"]

この Docker イメージを構築して Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリにプッ
シュし、 SageMaker IAM ロールは Amazon ECR からイメージをプルできます。そうすると、Amazon で
このイメージを実行できます。 SageMaker 処理中。
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Amazon がどうですか SageMaker 処理が独自の処理コンテナイ
メージを実行する
アマゾン SageMaker Processing は、以下のコマンドと同様の方法で処理コンテナイメージを
実行します。ここでAppSpecification.ImageUriで指定する Amazon ECR イメージの URI
はCreateProcessingJob操作。
docker run [AppSpecification.ImageUri]

このコマンドは、Docker イメージで設定された ENTRYPOINT コマンドを実行します。
また、イメージ内の entrypoint コマンドを上書きしたり、CreateProcessingJob リクエストの
AppSpecification.ContainerEntrypoint および AppSpecification.ContainerArgument パ
ラメータを使用して entrypoint コマンドにコマンドライン引数を指定することもできます。これらのパラ
メータを指定すると、Amazon が設定されます。 SageMaker 次のコマンドと同様の方法でコンテナを実
行する処理。
docker run --entry-point [AppSpecification.ContainerEntrypoint]
[AppSpecification.ImageUri] [AppSpecification.ContainerArguments]

例えば、以下を指定する場合。ContainerEntrypointなるべき[python3, -v, /
processing_script.py]あなたの中にCreateProcessingJob リクエスト、およ
びContainerArgumentsなるべき[data-format, csv]、アマゾン SageMaker Processing では、以下
のコマンドでコンテナが実行されます。
python3 -v /processing_script.py data-format csv

処理コンテナを構築するときは、次の詳細に注意してください。
• アマゾン SageMaker Processing は、コマンド実行の終了コードに応じて、ジョブが完了しているか失
敗しているかを判断できます。処理ジョブは、すべての処理コンテナが終了コード 0 で正常に終了する
と完了し、いずれかのコンテナが 0 以外の終了コードで終了すると失敗します。
• アマゾン SageMaker Processing では、Docker API の場合と同じように、処理コンテナのエント
リポイントを上書きし、コマンドライン引数を設定できます。Docker イメージは、ENTRYPOINT
および CMD 命令を使用して、エントリポイントおよびコマンドライン引数を設定できま
す。CreateProcessingJob の ContainerEntrypoint および ContainerArgument パラメータが
Docker イメージのエントリポイントと引数を設定する方法は、Docker が Docker API を介してエントリ
ポイントと引数を上書きする方法を反映しています
• ContainerEntrypoint も ContainerArguments も指定されていない場合、Processing はイメー
ジ内のデフォルトの ENTRYPOINT または CMD を使います。
• ContainerEntrypoint が指定され、ContainerArguments が指定されていない場
合、Processing は指定されたエントリポイントを使ってイメージを実行し、イメージ内の
ENTRYPOINT および CMD は無視されます。
• ContainerArguments が指定され、ContainerEntrypoint が指定されていない場
合、Processing はイメージ内のデフォルトの ENTRYPOINT と指定された引数を使ってイメージを実
行します。
• ContainerEntrypoint と ContainerArguments の両方が指定されている場合、Processing は
指定されたエントリポイントと引数を使ってイメージを実行し、イメージ内の ENTRYPOINT および
CMD は無視されます。
• Dockerfile の ENTRYPOINT 命令の exec 形式 (shell 形式 (ENTRYPOINT command param1 param2)
ではなく ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"])) を使用する必要がありま
す。これにより、処理コンテナは SIGINT 信号および SIGKILL 信号を受信できます。これらの信号
は、Processing が StopProcessingJob API を使ってジョブの処理を停止するために使います。
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• /opt/mlそしてそのすべてのサブディレクトリは SageMaker。Processing の Docker イメージを構築す
る際は、処理コンテナが必要とするデータをこれらのディレクトリに配置しないでください。
• GPU デバイスを使用する場合は、コンテナが nvidia-docker と互換性があることを確認してくださ
い。CUDA ツールキットのみをコンテナに含めます。NVIDIA ドライバーをイメージにバンドルしない
でください。nvidia-docker の詳細については、NVIDIA/nvidia-docker を参照してください。

Amazon がどうですか SageMaker Processing は、処理コンテナ
の入出力を設定します。
CreateProcessingJob オペレーションを使用して処理ジョブを作成する場合、複数の
ProcessingInput および ProcessingOutput の値を指定できます。
ProcessingInput パラメータを使って、データのダウンロード元の Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) URI と、データのダウンロード先となる処理コンテナのパスを指定しま
す。ProcessingOutput パラメータは、データのアップロード元となる処理コンテナ内のパス
と、そのデータのアップロード先となる Amazon S3 の場所を設定します。ProcessingInput と
ProcessingOutput の両方で、処理コンテナ内のパスは /opt/ml/processing/ から始まる必要があ
ります。
たとえば、s3://your-data-bucket/path/to/input/csv/data から処理コンテナの /opt/ml/
processing/csv にデータをダウンロードする 1 つの ProcessingInput パラメータ、または /opt/
ml/processing/processed_csv から s3://your-data-bucket/path/to/output/csv/data に
データをアップロードする ProcessingOutput パラメータで処理ジョブを作成するとします。処理ジョ
ブは入力データを読み取り、出力データを /opt/ml/processing/processed_csv に書き込みます。
次に、処理ジョブはこのパスに書き込まれたデータを、指定された Amazon S3 の出力場所にアップロー
ドします。

Important
シンボリックリンク (symlinks) は Amazon S3 への出力データのアップロードに使えません。出
力データのアップロード時に、シンボリックリンクはフォローされません。

Amazon がどうですか SageMaker Processing が処理コンテナに
ログとメトリクスを提供する
処理コンテナがに書き込むときstdoutまたはstderr、アマゾン SageMaker 処理を行うと、各処理コン
テナからの出力が保存され、Amazon に保存されます。 CloudWatch ログ。ログ作成の詳細については、
「Amazon Logs SageMaker Amazon のイベント CloudWatch (p. 3445)」を参照してください。
アマゾン SageMaker 処理も提供します CloudWatch 処理コンテナを実行する各インスタンスのメトリク
ス。メトリクスの詳細については、「Amazon Logs An SageMaker アマゾンと CloudWatch (p. 3432)」を
参照してください。

Amazon がどうですか SageMaker Processing が独自の処理コン
テナを設定します
アマゾン SageMaker Processing は、環境変数と 2 つの JSON ファイルを通じて処理コンテナに設定
情報を提供します。/opt/ml/config/processingjobconfig.jsonそして/opt/ml/config/
resourceconfig.json— コンテナ内の定義済みの場所。
処理ジョブが開始されると、CreateProcessingJob リクエスト内の Environment マップで指定した
環境変数が使用されます。/opt/ml/config/processingjobconfig.json ファイルには、処理コン
テナのホスト名に関する情報が含まれています。この情報は CreateProcessingJob リクエストでも指
定されています。
以下の例は、/opt/ml/config/processingjobconfig.json ファイル形式を示しています。
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{

}

"ProcessingJobArn": "<processing_job_arn>",
"ProcessingJobName": "<processing_job_name>",
"AppSpecification": {
"ImageUri": "<image_uri>",
"ContainerEntrypoint": null,
"ContainerArguments": null
},
"Environment": {
"KEY": "VALUE"
},
"ProcessingInputs": [
{
"InputName": "input-1",
"S3Input": {
"LocalPath": "/opt/ml/processing/input/dataset",
"S3Uri": "<s3_uri>",
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3InputMode": "File",
"S3CompressionType": "None",
"S3DownloadMode": "StartOfJob"
}
}
],
"ProcessingOutputConfig": {
"Outputs": [
{
"OutputName": "output-1",
"S3Output": {
"LocalPath": "/opt/ml/processing/output/dataset",
"S3Uri": "<s3_uri>",
"S3UploadMode": "EndOfJob"
}
}
],
"KmsKeyId": null
},
"ProcessingResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m5.xlarge",
"VolumeSizeInGB": 30,
"VolumeKmsKeyId": null
}
},
"RoleArn": "<IAM role>",
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 86400
}

/opt/ml/config/resourceconfig.json ファイルには、処理コンテナのホスト名に関する情報が含
まれています。分散処理コードを作成または実行するときは、以下のホスト名を使います。
{
}

"current_host": "algo-1",
"hosts": ["algo-1","algo-2","algo-3"]

/etc/hostname または /etc/hosts に含まれているホスト名に関する情報は、正確ではない可能性が
あるため、使わないでください。
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ホスト名の情報は、処理コンテナですぐに利用できない場合があります。ノードがクラスター内で使用可
能になった時点で、ホスト名解決操作に再試行ポリシーを追加することをお勧めします。

処理ジョブに関するメタデータ情報の保存とアクセス
終了後に処理コンテナからメタデータを保存するために、コンテナは UTF-8 でエンコード
されたテキストを /opt/ml/output/message ファイルに書き込むことができます。処理
ジョブが終了ステータス (「Completed」、「Stopped」または「Failed」) に変わった
後、DescribeProcessingJob の [ExitMessage] フィールドには、このファイルの最初の 1 KB が含ま
れます。DescribeProcessingJob を呼び出して、ファイルの最初の部分にアクセスします。これによ
り、ExitMessage パラメータを通じてその部分が返されます。失敗した処理ジョブの場合、このフィー
ルドを使用して、処理コンテナが失敗した理由に関する情報を伝えることができます。

Important
/opt/ml/output/message ファイルに機密データを書き込まないでください。
このファイルのデータが UTF-8 でエンコードされていない場合、ジョブは失敗し、ClientError を返し
ます。複数のコンテナが ExitMessage, で終了すると、各処理コンテナのExitMessage の内容が連結
され、1 KB に切り捨てられます。

次を使って処理コンテナを実行する SageMaker SDK
以下を使用できます。 SageMaker Python SDK を使って、独自の処理イメージを、以下を使って実行
します。Processorクラス。次の例は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) から 1 つ入力
し、Amazon S3 に 1 つ出力する、独自の処理コンテナを実行する方法を示しています。
from sagemaker.processing import Processor, ProcessingInput, ProcessingOutput
processor = Processor(image_uri='<your_ecr_image_uri>',
role=role,
instance_count=1,
instance_type="ml.m5.xlarge")
processor.run(inputs=[ProcessingInput(
source='<s3_uri or local path>',
destination='/opt/ml/processing/input_data')],
outputs=[ProcessingOutput(
source='/opt/ml/processing/processed_data',
destination='<s3_uri>')],
))

処理コードを処理イメージに組み込む代わりに、実行するイメージとコマンドを含む ScriptProcessor
と、コンテナ内で実行するコードを提供することができます。例については、独自の処理コンテナを使用
したスクリプトの実行 (p. 915)を参照してください。
Amazon が、scikit-learn イメージを使うこともできます。 SageMaker 処理は以下を通じて提供しま
すSKLearnProcessorscikit-learnスクリプトを実行してください。例については、「scikit-learn を使って
データを処理する (p. 909)」を参照してください。
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て特徴を作成、共有する SageMaker
Feature Store
機械学習開発プロセスは、多くの場合、機械学習モデルをトレーニングするために、特徴とも呼ばれる
データ信号をデータから抽出することから始まります。アマゾン SageMaker Feature Store によって、
データサイエンティスト、機械学習エンジニア、一般の実践者は、機械学習エンジニア、一般の実践者
は、機械学習エンジニア、一般の実践者は、機械学習エンジニア、機械学習エンジニア Feature Store
は、機械学習アルゴリズムのトレーニングのために、raw データを特徴に変換するのに必要な、反復的な
データ処理とキュレート作業を削減することで、このプロセスを高速化します。
さらに、データの処理ロジックは 1 回だけ作成され、生成された特徴はトレーニングと推論の両方に使わ
れるため、共変量シフトが減少します。Feature Store は、特徴の発見と再利用を容易にする、特徴と関
連メタデータの一元ストアです。オンラインストアまたはオフラインストアを作成できます。オンライン
ストアは低レイテンシーのリアルタイム推論のユースケースに使い、オフラインストアはトレーニングと
バッチ推論に使います。
次の図は、Amazonの使い方を示しています SageMaker Feature Store は、機械学習パイプラインの一部
として特徴を作成します。まず、raw データを読み取って処理します。データは、ストリーミングを介し
てオンラインおよびオフラインストアに取り込むか、バッチでオフラインストアにデータを直接取り込
みます。まず、FeatureGroup を作成して、オンライン、オフラインストアの一方または両方に設定し
ます。次に、データを FeatureGroup に取り込み、ストアに保存します。FeatureGroup は、Feature
Store のスキーマによって定義される、レコードを記述する特徴のグループです。
オンラインストアは、主に、ミリ秒単位の低レイテンシーの読み取りと高スループットの書き込みを必要
とするリアルタイム予測のサポートを目的としています。オフラインストアは、主にバッチ予測とモデル
トレーニングを目的としています。オフラインストアは追加のみが可能なストアで、過去の特徴データの
保存とアクセスに使うことができます。オフラインストアは、調査やモデルトレーニングを目的とした、
特徴の保存と提供に役立ちます。オンラインストアは最新の特徴データのみを保持します。特徴グループ
の定義は、作成後はイミュータブルとなります。
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Feature Store の仕組み
Feature Store では、特徴は特徴グループと呼ばれる集合に保存されます。各列が特徴であり、各行が一意
の識別子を持つ表として、特徴グループを視覚化できます。原則として、特徴グループは、特徴と各特徴
に固有の値で構成されます。Record は、一意の RecordIdentifier に対応する特徴の値の集合です。
まとめると、FeatureGroup は Record を表すために FeatureStore で定義された特徴のグループで
す。
Feature Store は、次のモードで使うことができます。
• オンライン - オンラインモードでは、特徴は低レイテンシー (ミリ秒) の読み取りで読み込まれ、高ス
ループットの予測に使われます。このモードでは、特徴グループはオンラインストアに保存する必要が
あります。
• オフライン - オフラインモードでは、大量のデータストリームがオフラインストアにフィードされ、そ
れをトレーニングやバッチ推論に使うことができます。このモードでは、特徴グループはオフラインス
トアに保存する必要があります。オフラインストアは S3 バケットをストレージに使い、また、Athena
クエリを使ってデータを取得できます。
• オンラインとオフライン - これには、オンラインとオフラインの両モードが含まれます。
Feature Store の特徴グループへのデータ取り込みには、ストリーミングまたはバッチの 2 つの方法があ
ります。ストリーミングによってデータを取り込む場合、同期 PutRecord API コールを呼び出すことに
よって、レコードの集合がFeature Store にプッシュされます。この API を使うと、Feature Store で最新
の特徴値を維持でき、また、更新が検出されると同時に新しい特徴値をすぐにプッシュできます。
または、Feature Store はデータをバッチで処理して取り込むこともできます。Amazon を使用して機能
をオーサリングできます SageMaker Data Wrangler を使って特徴を作成し、Feature Store で特徴を作成
し、特徴をバッチで取り込みます SageMaker Data Wrangler からエクスポートされたノートブックでの処
理ジョブ。このモードでは、オフラインストアへのバッチ取り込みができます。また、特徴グループがオ
ンラインとオフラインの両方で使用できるように設定されている場合は、オンラインストアへの取り込み
もサポートします。

特徴グループを作成する
Feature Store に特徴を取り込むには、まず、特徴グループと、特徴グループに属するすべての特徴につい
て特徴定義 (特徴名とデータ型) を定義する必要があります。作成されると、特徴グループはイミュータブ
ルとなります。特徴グループ名は、AWS リージョンと AWS アカウント内で一意です。特徴グループを作
成するときに、簡単な説明、ストレージ設定、各レコードを識別するための特徴、イベント時間、さらに
は、作成者、データソース、バージョンなどの情報を保存するタグなどの、特徴グループのメタデータを
作成することもできます。

Important
FeatureGroup の名前や、説明やタグなどの関連メタデータには、個人を特定できる情報 (PII)
や機密情報を含めないでください。

特徴を検索、発見、共有する
Feature Store で特徴グループを作成すると、Feature Store の他の認可ユーザーは、その特徴グループを
共有、発見できるようになります。ユーザーは、Feature Store にあるすべての特徴グループのリストを参
照するか、特徴グループの名前、説明、レコードの識別子名、作成日、タグで検索することで、既存の特
徴グループを見つけることができます。
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オンラインストアに保存されている特徴のリアルタ
イム推論
Feature Store を使うと、ストリーミングソースのデータ (他のアプリケーションからのクリーンストリー
ムデータ) を使って、オンラインストアに保存されている特徴をリアルタイムで増強し、ミリ秒単位のレ
イテンシーでリアルタイム推論にそれらの特徴を提供できます。
また、クライアントアプリケーションで 2 つの異なる FeatureGroups を参照することで、リアルタイム
推論のために、異なる FeatureGroups の結合を実行することもできます。

モデルトレーニングとバッチ推論にオフラインスト
アを使う
Feature Store は、S3 バケットで特徴値のオフラインストレージを提供します。データは、イベント時間
に基づいてプレフィックスされたスキームを使って、S3 バケットに保存されます。オフラインストアは
追加のみが可能なストアであるため、Feature Store はすべての特徴値の過去レコードを保持できます。
データは、ストレージとクエリアクセスの最適化のために、Parquet 形式でオフラインストアに保存され
ます。
Amazon から Data Wrangler を使うと、特徴のクエリ、探索、視覚化を行えます SageMaker Studio。
Feature Store は、データの結合によるデータセットの作成、トレーニング、検証、テストをサポートし、
さまざまな時点でのデータの抽出を可能とします。

特徴データの取り込み
特徴を生成するパイプラインを作成して、大規模なバッチ (100 万行以上のデータ) または小さなバッチを
処理し、特徴データをオフラインまたはオンラインストアに書き込むことができます。Amazon Managed
Streaming for Apache Kafka や Amazon Kinesis などのストリーミングソースは、特徴を抽出し、トレーニ
ング、推論、または特徴作成のためにオンラインストアに直接フィードされるデータソースとしても使う
ことができます。
同期 PutRecord API コールを呼び出すことで、レコードを Feature Store にプッシュできます。これは同
期 API コールであるため、1 つの API コールでプッシュできる更新は少量です。これにより、特徴値を最
新に保ち、更新が検出されると値をすぐに公開できます。これらは特徴ストリーミングとも呼ばれます。
特徴データが取り込まれて更新されると、Feature Store はすべての特徴の過去データをオフラインストア
に保存します。バッチ取り込みの場合、S3 バケットから特徴値をプルするか、Athena を使ってクエリを
実行できます。また、Data Wrangler を使うと、新しい特徴を処理、操作して、選択した S3 バケットにエ
クスポートし、Feature Store からアクセスできます。バッチ取り込みの場合、処理ジョブを設定してデー
タを Feature Store にバッチで取り込むか、Athena を使って S3 バケットから特徴値をプルできます。
オンラインストアから Record を削除するには、DeleteRecord API コールを使います。これにより、削
除されたレコードはオフラインストアに追加されます。
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Amazon の使用を開始する SageMaker Feature
Store
Amazon の使用を開始するには SageMaker feature store にデータを取り込む方法を学習し、Feature Store
の例を具体的に見ていきます。以降のセクションでは、特徴グループを作成し、グループにデータを取り
込み、Feature Store のセキュリティを管理する方法を説明します。
トピック
• Feature Store の概念 (p. 924)
• 特徴グループを作成する (p. 925)
• IAM ロールに必要なポリシーを追加する (p. 936)
• 使用アイテム Amazon SageMaker Amazon Feature Store SageMaker スタジオ (p. 941)

Feature Store の概念
以下の用語リストは、Amazon の機能を理解する際に重要となる用語です。 SageMaker Feature Store
• Feature Store: 信頼できる唯一の情報源として機能し、特徴に対して、保存、取得、削除、追跡、共
有、発見、アクセス制御を行います。
• 特徴 - 観測された現象をカプセル化する測定可能なプロパティまたは特性。アマゾンで SageMaker
Feature Store API では、特徴はレコードの属性です。Feature Store に保存されている特徴に対して
は、すべて名前とタイプを定義できます。名前は、特徴グループ内の特徴を一意に特定します。タイプ
は、特徴の値のデータ型を特定します。サポートされているデータ型は以下のとおりです。文字列、整
数、小数。
• 特徴グループ— AFeatureGroupは、Amazon に保存されているすべてのデータのメタデータを含むメ
インの Feature Store リソースです。 SageMaker Feature Store 特徴グループは、レコードを記述する
ために Ffeature store で定義される特徴の論理グループです。特徴グループの定義は、特徴定義のリス
ト、レコード識別子名、オンラインおよびオフラインストアの設定で構成されます。
• 特徴定義 - FeatureDefinition は名前と、データ型 (整数、文字列、または小数のいずれか) で構成さ
れます。FeatureGroup には、特徴定義のリストが含まれています。
• レコード識別子名 - 各特徴グループは、レコード識別子名を使って定義されます。レコード識別子名
は、特徴グループの特徴定義で定義されている特徴の名前の 1 つを参照している必要があります。
• レコード - Record は、1 つのレコード識別子値に対する特徴の値の集合です。特徴グループ内のレコー
ドは、レコード識別子名とタイムスタンプの組み合わせにより一意に識別されます。
• イベント時間 - 特徴内のレコードの作成または更新に対応する新しいイベントが発生する時点です。特
徴グループのすべてのレコードに、対応する Eventtime が必要です。これは、レコードの経時的な変
更の追跡に使うことができます。オンラインストアには、レコード識別子名の最新の Eventtime に対
応するレコードが含まれています。一方、オフラインストアにはすべての過去レコードが含まれます。
イベント時間の値は、分数型でも文字列型でもかまいません。小数値は UNIX タイムスタンプでなけれ
ばなりません。文字列は ISO 8601 標準に従う必要があります。yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ と yyyyMM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ の形式がサポートされています。ここで、yyyy、MM、dd はそれぞれ年、
月、日を表し、HH、mm、ss、SSS (該当する場合) はそれぞれ時間、分、秒、ミリ秒を表します。T と Z
は定数です。
• オンラインストア - 特徴グループの低レイテンシー、高可用性のキャッシュで、レコードのリアル
タイム検索を可能にします。オンラインストアでは、GetRecord API によって、最新の Record の
値にすばやくアクセスできます。特徴グループには、データが保存される場所をコントロールする
OnlineStoreConfig が含まれています。
• オフラインストア - OfflineStoreは S3 バケットに過去データを保存します。低 (1 秒未満の) レイテ
ンシーの読み取りが不要な場合に使われます。例えば、調査、モデルトレーニング、バッチ推論のため
に特徴を保存して提供する場合です。特徴グループには、データが保存される場所をコントロールする
OfflineStoreConfig が含まれています。
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• 取り込み - Feature Store に特徴グループを入力する動作。

特徴グループを作成する
あるFeatureGroupは、Amazon に保存されているすべてのデータのメタデータを含む主要なフィーチャ
ストアリソースです SageMaker Feature Store 特徴の論理グループで、レコードを記述します。特徴定義
は、特徴定義のリスト、レコード識別子名、オンラインおよびオフラインストアの設定で構成されます。
このトピックのサンプルコードでは、 SageMaker Python SDK。基盤となる API は、他の言語を使ってい
るデベロッパーも利用できます。
通常、Feature Store を使う前に、データセットをロードし、変換を実行し、取り込む特徴をセットアップ
します。このプロセスには多くのバリエーションがあり、データによって大きく変わります。次のトピッ
クのサンプルコードは、Feature Store の概要,Amazon での不正検出 SageMaker FeatureStoreノートブッ
クの例をそれぞれ示します。このノートブックを Amazon で実行することをお勧めします SageMaker
Studio。このガイドにあるコードは概念的なものであり、コピーした場合、完全には機能しないためで
す。
Feature Store では次のデータ型がサポートされています。String,Fractional(IEEE 64 ビット浮動小数
点値)、およびIntegral(Int64-64 ビット符号付き整数値) デフォルトのデータ型は、String に設定され
ています。つまり、データセット内の列が float または long でない場合、Feature Store のデフォルト
は String になります。
スキーマを使って、データの列とデータ型を記述できます。FeatureGroup の必須パラメータである
FeatureDefinitions にこのスキーマを渡します。次を使用できます。 SageMaker Python SDK。「」
を使用すると、自動でデータ型が検出されます。load_feature_definitionsfunction.
既存のレコード ID で新しい特徴レコードが追加された場合のデフォルトの動作は次のとおりです。オフラ
インストアでは、新しいレコードが追加されます。オンラインストアでは、新しいレコードのイベント時
間が既存のイベント時間よりも早い場合は何も起こりません。しかし、新しいレコードのイベント時間が
既存のイベント時間より遅い場合、レコードは上書きされます。
トピック
• Feature Store の概要 (p. 925)
• Feature Store を使った不正検出 (p. 930)

Feature Store の概要
このトピックのサンプルコードは、「Amazon SageMaker Feature Store について」のサンプルノート
ブックを参照しています。このガイドにあるコードは概念的なものであり、コピーした場合、完全には機
能しないため、このノートブックを Amazon SageMaker Studio で実行することをお勧めします。

ステップ 1: の設定
フィーチャストアの使用を開始するには、SageMaker、boto3、および機能ストアセッションを作成しま
す。次に、特徴用の S3 バケットをセットアップします。これがオフラインストアとなります。次のコー
ドでは SageMaker のデフォルトバケットを使い、カスタムプレフィックスを追加します。

Note
使うロールには、マネージドポリシーの AmazonS3FullAccess と
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess がアタッチされている必要があります。
# SageMaker Python SDK version 2.x is required
import sagemaker
import sys
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import boto3
import pandas as pd
import numpy as np
import io
from sagemaker.session import Session
from sagemaker import get_execution_role
prefix = 'sagemaker-featurestore-introduction'
role = get_execution_role()
sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket()

ステップ 2: データを検査する
このノートブックの例では、ノートブック全体をホストする GitHub リポジトリから合成データを取り込
みます。
customer_data = pd.read_csv("data/feature_store_introduction_customer.csv")
orders_data = pd.read_csv("data/feature_store_introduction_orders.csv")
print(customer_data.head())
print(orders_data.head())

次の図は、Feature Store にデータが取り込まれる前にそれが処理されるステップを示しています。この
ノートブックでは、複数ソースのデータがあり、それらを Feature Store に別々に保存するユースケース
について説明します。この例では、データウェアハウスのデータ (顧客データ) とリアルタイムストリーミ
ングサービスのデータ (注文データ) を考えます。
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ステップ 3: 機能グループの作成
まず、customer_data と orders_data の特徴グループ名を作成します。この後、customer_data に 1 つ
と orders_data に 1 つの、2 つの特徴グループを作成します。
import time
from time import strftime, gmtime
customers_feature_group_name = 'customers-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S',
gmtime())
orders_feature_group_name = 'orders-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S', gmtime())

customers_data と orders_data に対して FeatureGroup オブジェクトをインスタンス化します。
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup
customers_feature_group = FeatureGroup(
name=customers_feature_group_name, sagemaker_session=sagemaker_session
)
orders_feature_group = FeatureGroup(
name=orders_feature_group_name, sagemaker_session=sagemaker_session
)

import time
current_time_sec = int(round(time.time()))
record_identifier_feature_name = "customer_id"

データフレームに EventTime 特徴を追加します。このパラメータは必須であり、各データポイントにタ
イムスタンプを付与します。
customer_data["EventTime"] = pd.Series([current_time_sec]*len(customer_data),
dtype="float64")
orders_data["EventTime"] = pd.Series([current_time_sec]*len(orders_data), dtype="float64")

特徴グループに特徴定義をロードします。
customers_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=customer_data)
orders_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=orders_data)

以下では、create を呼び出して customers_feature_group と orders_feature_group の 2 つの特
徴グループをそれぞれ作成します。
customers_feature_group.create(
s3_uri=f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}",
record_identifier_name=record_identifier_feature_name,
event_time_feature_name="EventTime",
role_arn=role,
enable_online_store=True
)
orders_feature_group.create(
s3_uri=f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}",
record_identifier_name=record_identifier_feature_name,
event_time_feature_name="EventTime",
role_arn=role,
enable_online_store=True
)
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FeatureGroup が作成されたことを確認するために、DescribeFeatureGroup API と
ListFeatureGroups API を使って作成した特徴グループを表示します。
customers_feature_group.describe()

orders_feature_group.describe()

sagemaker_session.boto_session.client('sagemaker',
region_name=region).list_feature_groups() # We use the boto client to list FeatureGroups

ステップ 4: 機能グループへのデータの取り込み
FeatureGroup が作成されたら、データを特徴グループに取り込めます。SageMaker Python SDK を使っ
ている場合は、ingest API コールを使います。Boto3 を使って使っている場合は、PutRecord API を使
います。この両方の FeatureGroup のデータ取り込みには 1 分もかかりません。この例では SageMaker
Python SDK を使っているため、ingest API コールを使います。
def check_feature_group_status(feature_group):
status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus")
while status == "Creating":
print("Waiting for Feature Group to be Created")
time.sleep(5)
status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus")
print(f"FeatureGroup {feature_group.name} successfully created.")
check_feature_group_status(customers_feature_group)
check_feature_group_status(orders_feature_group)

customers_feature_group.ingest(
data_frame=customer_data, max_workers=3, wait=True
)

orders_feature_group.ingest(
data_frame=orders_data, max_workers=3, wait=True
)

任意の顧客レコード ID (573291) を使い、get_record を使ってデータが特徴グループに取り込まれてい
ることを確認します。
customer_id = 573291
sample_record = sagemaker_session.boto_session.client('sagemaker-featurestore-runtime',
region_name=region).get_record(FeatureGroupName=customers_feature_group_name,
RecordIdentifierValueAsString=str(customer_id))

print(sample_record)

以下は、batch_get_record を使ってレコードをバッチ取得する方法を示しています。
all_records = sagemaker_session.boto_session.client(
"sagemaker-featurestore-runtime", region_name=region
).batch_get_record(
Identifiers=[
{
"FeatureGroupName": customers_feature_group_name,
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},
{

)

]

},

"RecordIdentifiersValueAsString": ["573291", "109382", "828400", "124013"],
"FeatureGroupName": orders_feature_group_name,
"RecordIdentifiersValueAsString": ["573291", "109382", "828400", "124013"],

print(all_records)

ステップ 5: クリーンアップ
ここでは、作成した特徴グループを削除します。
customers_feature_group.delete()
orders_feature_group.delete()

ステップ 6: 次のステップ
このノートブック例では、Feature Store の利用をすばやく開始し、特徴グループを作成し、それらにデー
タを取り込む方法を学びました。
不正検出のユースケースに Feature Store をどう使うかの進んだ例については、「Feature Store を使った
不正検出」を参照してください。

ステップ 7: プログラマーメモ
このノートブックでは、さまざまな API コールを使いました。そのほとんどは Python SDK から
アクセスできますが、一部は Boto3 内にのみ存在します。Python SDK API コールは Feature Store
オブジェクトで直接呼び出すことができますが、Boto3 内に存在する API コールを呼び出すに
は、最初に Boto セッションと SageMaker セッションを通じて Boto クライアントにアクセスする
(sagemaker_session.boto_session.client() など) 必要があります。
以下に参考として、このノートブックで使用されている API コールで、Python SDK に存在するもの
と、Boto3 に存在するものをリストします。
Python SDK の API コール
describe()
ingest()
delete()
create()
load_feature_definitions()

Boto 3 の API コール
list_feature_groups()
get_record()

Feature Store を使った不正検出
ステップ 1: フィーチャストアの設定
Feature Store の利用開始にあたって、SageMaker セッション、Boto3 セッション、Feature Store セッ
ションを作成します。また、特徴用の S3 バケットをセットアップします。これがオフラインストアとな
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ります。次のコードでは SageMaker のデフォルトバケットを使い、カスタムプレフィックスを追加しま
す。

Note
使うロールには、マネージドポリシーの AmazonSageMakerFullAccess と
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess がアタッチされている必要があります。
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.session import Session
sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
role = sagemaker.get_execution_role()
default_bucket = sagemaker_session.default_bucket()
prefix = 'sagemaker-featurestore'
offline_feature_store_bucket = 's3://{}/{}'.format(default_bucket, prefix)
sagemaker_client = boto_session.client(service_name='sagemaker', region_name=region)
featurestore_runtime = boto_session.client(service_name='sagemaker-featurestore-runtime',
region_name=region)
feature_store_session = Session(
boto_session=boto_session,
sagemaker_client=sagemaker_client,
sagemaker_featurestore_runtime_client=featurestore_runtime
)

ステップ 2: データセットを読み込み、データをフィーチャグループに分割する
各特徴のデータフレームにデータをロードします。これらのデータフレームは、特徴グループをセット
アップした後に使います。この不正検出の例では、これらのステップが次のコード中に見えます。
import
import
import
import

numpy as np
pandas as pd
matplotlib.pyplot as plt
io

fraud_detection_bucket_name = 'sagemaker-featurestore-fraud-detection'
identity_file_key = 'sampled_identity.csv'
transaction_file_key = 'sampled_transactions.csv'
identity_data_object = s3_client.get_object(Bucket=fraud_detection_bucket_name,
Key=identity_file_key)
transaction_data_object = s3_client.get_object(Bucket=fraud_detection_bucket_name,
Key=transaction_file_key)
identity_data = pd.read_csv(io.BytesIO(identity_data_object['Body'].read()))
transaction_data = pd.read_csv(io.BytesIO(transaction_data_object['Body'].read()))
identity_data = identity_data.round(5)
transaction_data = transaction_data.round(5)
identity_data = identity_data.fillna(0)
transaction_data = transaction_data.fillna(0)
# Feature transformations for this dataset are applied before ingestion into FeatureStore.
# One hot encode card4, card6
encoded_card_bank = pd.get_dummies(transaction_data['card4'], prefix = 'card_bank')
encoded_card_type = pd.get_dummies(transaction_data['card6'], prefix = 'card_type')
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transformed_transaction_data = pd.concat([transaction_data, encoded_card_type,
encoded_card_bank], axis=1)
transformed_transaction_data =
transformed_transaction_data.rename(columns={"card_bank_american express":
"card_bank_american_express"})

ステップ 3: 機能グループの設定
特徴グループをセットアップするときは、特徴名を一意の名前でカスタマイズし、FeatureGroup クラス
を使って各特徴グループをセットアップする必要があります。
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup
feature_group_name = "some string for a name"
feature_group = FeatureGroup(name=feature_group_name,
sagemaker_session=feature_store_session)

例えば、この不正検出の例では、2 つの特徴グループは identity と transaction です。次のコードで
は、タイムスタンプを使って名前をカスタマイズする方法と、その後名前とセッションを渡すことで各グ
ループをセットアップする方法を見ることができます。
import time
from time import gmtime, strftime, sleep
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup
identity_feature_group_name = 'identity-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S', gmtime())
transaction_feature_group_name = 'transaction-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S',
gmtime())
identity_feature_group = FeatureGroup(name=identity_feature_group_name,
sagemaker_session=feature_store_session)
transaction_feature_group = FeatureGroup(name=transaction_feature_group_name,
sagemaker_session=feature_store_session)

ステップ 4: レコード識別子とイベント時間機能の設定
このステップでは、レコード識別子名とイベント時間特徴名を指定します。この名前は、データ内の対応
する特徴の列にマッピングされます。この不正検出の例では、関心のある列は TransactionID です。タ
イムスタンプが使用できない場合は、データに EventTime を追加できます。次のコードでは、どのよう
にこれらの変数が設定され、その後どのように両方の特徴のデータに EventTime が追加されるかを確認
できます。
record_identifier_name = "TransactionID"
event_time_feature_name = "EventTime"
current_time_sec = int(round(time.time()))
identity_data[event_time_feature_name] = pd.Series([current_time_sec]*len(identity_data),
dtype="float64")
transformed_transaction_data[event_time_feature_name] =
pd.Series([current_time_sec]*len(transaction_data), dtype="float64")

ステップ 5: フィーチャ定義の読み込み
これで、特徴データを含むデータフレームを渡すことで、特徴定義をロードできるようになりました。
不正検出の例の次のコードでは、load_feature_definitions を使ってアイデンティティの特徴と
トランザクションの特徴がそれぞれロードされます。この関数はデータの各列のデータ型を自動的に検
出します。自動検出ではなくスキーマを使うデベロッパーは、「Data Wrangler から特徴グループをエ
クスポートする」のコード例を参照してください。この例では、FeatureGroup の作成に使用できる
FeatureDefinition として、スキーマをロードし、マッピングし、追加する方法を示しています。この
例では、SageMaker Python SDK の代わりに使える Boto3 実装についても説明しています。
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identity_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=identity_data); # output is
suppressed
transaction_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=transformed_transaction_data);
# output is suppressed

ステップ 6: フィーチャグループの作成
このステップでは、create 関数を使って特徴グループを作成します。次のコードは、利用可能なすべて
のパラメータを示しています。オンラインストアはデフォルトで作成されないため、有効にする場合は、
これを True に設定する必要があります。s3_uri は、オフラインストアの S3 バケットの場所です。
# create a FeatureGroup
feature_group.create(
description = "Some info about the feature group",
feature_group_name = feature_group_name,
record_identifier_name = record_identifier_name,
event_time_feature_name = event_time_feature_name,
feature_definitions = feature_definitions,
role_arn = role,
s3_uri = offline_feature_store_bucket,
enable_online_store = True,
online_store_kms_key_id = None,
offline_store_kms_key_id = None,
disable_glue_table_creation = False,
data_catalog_config = None,
tags = ["tag1","tag2"])

次のコードは不正検出の例で、作成する 2 つの特徴グループそれぞれについて、最小限の create 呼び出
しを示しています。
identity_feature_group.create(
s3_uri=offline_feature_store_bucket,
record_identifier_name=record_identifier_name,
event_time_feature_name=event_time_feature_name,
role_arn=role,
enable_online_store=True
)
transaction_feature_group.create(
s3_uri=offline_feature_store_bucket,
record_identifier_name=record_identifier_name,
event_time_feature_name=event_time_feature_name,
role_arn=role,
enable_online_store=True
)

特徴グループを作成すると、データのロードに時間がかかり、特徴グループが作成されて使えるようにな
るまで待つ必要があります。次の方法を使うと、状態をチェックできます。
status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus")

特徴グループが作成中である場合は、レスポンスとして Creating を受け取ります。このステッ
プが正常に完了した場合、レスポンスは Created になります。その他のあり得るステータスは
CreateFailed、Deleting、または DeleteFailed です。

ステップ 7: フィーチャグループの使用
特徴グループをセットアップできたので、次のどのタスクも実行できます。
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トピック
• 特徴グループを記述する (p. 934)
• 特徴グループを一覧表示する (p. 934)
• 特徴グループにレコードを入れる (p. 934)
• 特徴グループからレコードを取得する (p. 934)
• Hive DDL コマンドを生成する (p. 935)
• トレーニングデータセットを構築する (p. 935)
• Athena クエリを作成して実行する (p. 935)
• 特徴グループを削除する (p. 936)

特徴グループを記述する
describe 関数を使って、特徴グループに関する情報を取得できます。
feature_group.describe()

特徴グループを一覧表示する
list_feature_groups 関数を使って、すべての特徴グループを一覧表示できます。
sagemaker_client.list_feature_groups()

特徴グループにレコードを入れる
ingest 関数を使って特徴データをロードできます。特徴データのデータフレームを渡し、ワーカー数を
設定し、それが戻るのを待つかどうかを選択します。次の例は ingest 関数を使う方法を示しています。
feature_group.ingest(
data_frame=feature_data, max_workers=3, wait=True
)

各特徴グループに対して、ロードする特徴データに ingest 関数を実行します。

特徴グループからレコードを取得する
get_record 関数を使い、レコード識別子によって特定の特徴のデータを取得できます。次の例では、サ
ンプルの識別子を使ってレコードを取得しています。
record_identifier_value = str(2990130)
featurestore_runtime.get_record(FeatureGroupName=transaction_feature_group_name,
RecordIdentifierValueAsString=record_identifier_value)

不正検出の例からのレスポンスの例を次に示します。
...
'Record': [{'FeatureName': 'TransactionID', 'ValueAsString': '2990130'},
{'FeatureName': 'isFraud', 'ValueAsString': '0'},
{'FeatureName': 'TransactionDT', 'ValueAsString': '152647'},
{'FeatureName': 'TransactionAmt', 'ValueAsString': '75.0'},
{'FeatureName': 'ProductCD', 'ValueAsString': 'H'},
{'FeatureName': 'card1', 'ValueAsString': '4577'},

934

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
特徴グループを作成する
...

Hive DDL コマンドを生成する
SageMaker Python SDK の FeatureStore クラスには、Hive DDL コマンドを生成する機能も用意されて
います。テーブルのスキーマは、特徴定義に基づいて生成されます。列の名前は特徴名に基づいており、
データ型は特徴のタイプに基づいて推論されます。
print(feature_group.as_hive_ddl())

出力例:
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS sagemaker_featurestore.identity-featuregroup-27-19-33-00 (
TransactionID INT
id_01 FLOAT
id_02 FLOAT
id_03 FLOAT
id_04 FLOAT
...

トレーニングデータセットを構築する
特徴グループを作成するときに Feature Store は自動的に AWS Glue データカタログを構築します。これ
は必要に応じてオフにできます。以下で、このトピックの前の方で作成したアイデンティティ特徴グルー
プとトランザクション特徴グループの両方の特徴値を使って、1 つのトレーニングデータセットを作成す
る方法を説明します。また、Amazon Athena クエリを実行して、オフラインストアに保存されたアイデン
ティティ特徴グループとトランザクション特徴グループの両方のデータを結合する方法を説明します。
まず、athena_query() を使って、アイデンティティとトランザクションの両方の特徴グループに対し
て Athena クエリを作成します。`table_name` はFeature Store によって自動生成される AWS Glue テーブ
ルです。
identity_query = identity_feature_group.athena_query()
transaction_query = transaction_feature_group.athena_query()
identity_table = identity_query.table_name
transaction_table = transaction_query.table_name

Athena クエリを作成して実行する
これらの特徴グループに対するクエリを SQL を使って作成し、.run() コマンドを使って実行して、デー
タセットを保存する S3 バケットの場所を指定します。
# Athena query
query_string = 'SELECT * FROM "'+transaction_table+'" LEFT JOIN "'+identity_table+'" ON
"'+transaction_table+'".transactionid = "'+identity_table+'".transactionid'
# run Athena query. The output is loaded to a Pandas dataframe.
dataset = pd.DataFrame()
identity_query.run(query_string=query_string,
output_location='s3://'+default_s3_bucket_name+'/query_results/')
identity_query.wait()
dataset = identity_query.as_dataframe()

ここから、このデータセットを使ってモデルをトレーニングし、次いで推論を実行できます。
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特徴グループを削除する
特徴グループは、delete 関数を使って削除できます。
feature_group.delete()

次のコード例は、不正検出の例のものです。
identity_feature_group.delete()
transaction_feature_group.delete()

詳細については、「特徴グループを削除する API」を参照してください。

IAM ロールに必要なポリシーを追加する
Amazon SageMaker Feature Store の使用を開始するには、必要なポリシー
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess をロールに追加する必要があります。以下に、コンソールか
らロールにポリシーを追加する方法のチュートリアルをお見せします。

ステップ 1: へのアクセスAWSマネジメントコンソール
AWS マネジメントコンソールにサインインし、IAM コンソールを開きます。

ステップ 2: [Roles] を選択します。
左側のナビゲーションペインで、[Roles] を選択します。下のナビゲーションペインのイラストで
は、[Roles] (ロール) が赤枠で囲まれています。
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ステップ 3: 自分の役割を見つける
検索バーに、Amazon SageMaker Feature Store に使うロールを入力します。下のイラストでは、赤い矢
印でロールを入力する場所を示しています。

ステップ 4: ポリシーのアタッチ
ロールを見つけたら、[Attach policies] (ポリシーをアタッチ) を選択します。下のイラストは、これを赤い
矢印で示しています。
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次に、検索バーに必要なポリシーを入力します。下のイラストは、ポリシーの入力に使う検索バーを示し
ています。

追加が必要なポリシーは AmazonSageMakerFeatureStoreAccess です。ポリシーを入力したらチェッ
クボックスにチェックを入れ、[Attach policies] (ポリシーをアタッチ) を選択します。下のイラストは、こ
のステップを示しています。
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ロールにポリシーをアタッチすると、ポリシーが IAM ロールの下に表示されます。下のイラストで、IAM
ロールの下にポリシーが見えています。
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使用アイテム Amazon SageMaker Amazon Feature
Store SageMaker スタジオ
Studio を使って、特徴グループの詳細を作成および表示できます。
トピック
• Studio で特徴グループを作成する (p. 941)
• Studio で特徴グループの詳細を表示する (p. 946)

Studio で特徴グループを作成する
Studio での特徴グループ作成プロセスには、詳細、定義、必須特徴、タグの各入力の 4 ステップがありま
す。
始める前に、次のオプションも検討してください。
• オンラインストアのみを使う場合、特徴のスキーマが必要です。これは、列と各列のデータ型です。
• オフラインストアを使う場合、S3 バケット URI とロール ARN が必要です。
• 暗号化を使う場合、KMS キーが必要です。オンラインストアとオフラインストアの両方で同じキーを使
うか、それぞれに一意のキーを持つことができます。
• AWS Glue 統合を使う場合、データカタログ名、データベース名、テーブル名を指定する準備をしま
す。

Studio で特徴グループを作成するには
1.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。

2.

左のナビゲーションペインで、[Components and registries] (コンポーネントとレジストリ) アイコン
(

3.

) を選択します。

ファイルとリソースのブラウザで、[Feature Store] を選択します。
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4.

[Feature Store] タブには、特徴グループが一覧表示されます。
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5.

[Feature Store] タブで、[Create Feature Group] (特徴グループを作成) を選択します。

6.

特徴グループの詳細を入力します。

7.

(オプション) Glue を使っている場合、データカタログの詳細を入力します。

8.

特徴定義を入力します。特徴のスキーマの提供方法には、JSON エディタとテーブルエディタの 2 つ
のオプションがあります。
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9.

テーブルエディタは、列名とデータ型です。最小限の例では、次のステップに使うため、少なくとも
2 つ必要になります。1 つはレコード識別子用、もう 1 つはタイムイベント特徴用です。最大 2,500
の特徴定義を持つことができます。

10. この特徴グループに使うレコード識別子とイベント時間特徴を設定します。
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11. (オプション) タグはキーバリューのペアとして入力します。

12. [Create feature group] (特徴グループを作成) を選択します。
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13. [Actions] (アクション) 列で、[Open feature store] (Feature Store を開く) を選択します。

14. 特徴グループの作成が完了すると、それが特徴グループリストに表示されます。[Refresh (更新)] ボタ
ンを選択して、リストを更新します。

Studio で特徴グループの詳細を表示する
特徴グループの詳細を表示し、サンプルクエリをデータソースに対して実行し、定義した特徴のデータを
収集できます。

Studio で特徴グループの詳細を表示するには
1.

リストから特徴グループをダブルクリックまたは右クリックして、[Open feature group detail] (特徴グ
ループの詳細を開く) を選択します。

2.

この詳細のビューでは、特徴グループ概要、特徴定義、特徴グループタグ、サンプルクエリを確認で
きます。
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3.

[Feature definitions] (特徴定義) タブでは、特徴を名前で検索できます。

4.

[Feature group tags] (特徴グループタグ) タブでは、タグを追加、削除できます。
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5.

[Sample query] (サンプルクエリ) タブには、対話型探索、タイムトラベル、tombstone の削除、重複
の削除など、さまざまなサンプルクエリが表示されます。

データソースと取り込み
Amazon SageMaker Feature Store にデータを持ち込む方法は、複数あります。Feature Store には、デー
タ取り込み用に PutRecord という 1 つの API コールが用意されています。これにより、バッチでまたは
ストリーミングソースからデータを取り込むことができます。Amazon SageMaker Data Wrangler を使用
して機能をエンジニアリングし、フィーチャストアに機能を取り込むことができます。Spark コネクタを
介したバッチデータ取り込みに Amazon EMR を使用することもできます。
トピック
• ストリーム取り込み (p. 948)
• Feature Store と Data Wranglerの連携 (p. 949)
• Batch 取り込み Spark コネクタのセットアップ (p. 951)

ストリーム取り込み
Kafka や Kinesis などのストリーミングソースをデータソースとして特徴を抽出し、トレーニング、推
論、または特徴作成のためにオンラインの Feature Store に直接フィードします。レコードは、同期
PutRecord API コールを呼び出すことで、Feature Store にプッシュできます。これは同期 API コールで
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あるため、1 つの API コールでプッシュできる更新は少量です。これにより、特徴値を最新に保ち、更新
が検出されると値をすぐに公開できます。これらは特徴ストリーミングとも呼ばれます。

Feature Store と Data Wranglerの連携
Data Wrangler は、データをインポート、準備、変換、特徴化、分析する、エンドツーエンドのソリュー
ションを提供する Studio の機能です。Data Wrangler を使うと、特徴に対しエンジニアリングを施
し、Feature Store に取り込むことができます。
次のスクリーンショットに示すように、Studio で、Data Wrangler とやり取りした後、[Export] (エクス
ポート) タブ、[Export Step] (ステップをエクスポート)、[Feature Store] を順に選択します。これにより、
すべてのソースコードが入った Jupyter ノートブックがエクスポートされ、Data Wrangler からオフライン
またはオンラインの機能ストアにフィーチャを追加するfeature store 機能グループが作成されます。
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特徴グループが作成されたら、複数の特徴グループにわたってデータを選択および結合して、Data
Wrangler で新しいエンジニアリング済みの特徴を作成し、データセットを S3 バケットにエクスポートす
ることもできます。
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Feature Store にエクスポートする方法の詳細については、「SageMaker Feature Store にエクスポートす
る」を参照してください。

Batch 取り込み Spark コネクタのセットアップ
はじめに
アマゾン SageMaker フィーチャストアでは、既存の ETL パイプラインまたは Amazon EMR のパイプラ
インを使用して、Spark によるバッチデータ取り込みをサポートしています。この機能はAmazonからも使
用できます SageMaker ノートブックインスタンス。
Python と Scala では、バッチデータ取り込みをインストールして実装する方法が提供されていま
す。Python開発者は次のものを使用できますsagemaker-feature-store-pysparkローカル開発用の
Python ライブラリ、Amazon EMR へのインストール、または Jupyter ノートブックからの実行用。Scala
開発者は Maven で利用できるフィーチャーストア Spark コネクターを使用できます。
Spark コネクタを使用すると、次の方法でデータを取り込むことができます。
1. デフォルトでインジェスト — データフレームをオンラインストアにインジェストします。コネクタを
使用してオンラインストアを更新する場合、Spark コネクタはPutRecord更新を行うための操作。15 分
以内に、Feature Store はオンラインストアとオフラインストアの間でデータを同期します。オンライン
ストアには、レコードの最新の値が含まれています。オンラインストアとオフラインストアの動作の詳
細については、「」を参照してください。Feature Store の概念 (p. 924)。
2. オフラインストアへの直接取り込み — Spark コネクタを使用して DataFrame をオフラインストアに直
接取り込みます。データフレームをオフラインストアに直接取り込んでも、オンラインストアは更新さ
れません。
さまざまな取り込み方法の使用方法の詳細については、「」を参照してください。実装についての
例 (p. 952)。

インストール
Scala ユーザー
要件
• Sspark >= 3.0.0
• スカラ >= 2.12.x
• Amazon EMR > 6.x (Amazon EMR を使用している場合のみ)
POM.xml で依存関係を宣言してください
フィーチャーストアの Spark コネクタはMaven のリポジトリの。プロジェクトで次のことを宣言してくだ
さいPOM.xml:

<dependency>
<groupId>software.amazon.sagemaker.featurestore</groupId>
<artifactId>sagemaker-feature-store-spark-sdk_2.12</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>

Python ユーザー
要件
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•
•
•
•

PySpark >= 3.0.0
Python >= 3.8
Amazon EMR > 6.x (Amazon EMR を使用している場合のみ)
カーネルconda_python3

Python開発者向けのライブラリがあります。sagemaker-feature-store-pyspark。以下のセクションで
は、Amazon EMR、Amazon にライブラリをインストールする方法について説明します。 SageMaker。
ローカルインストール
インストールの詳細を確認するには、追加して詳細モードを有効にします--verbose次のインストールコ
マンドに移動します。
pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark --no-binary :all:

Amazon EMR でのインストール
最新バージョンのコンテナ (バージョン 6) でクラスターを作成し、トラブルシューティング用に SSH を
有効にします。
ライブラリのインストールを開始するカスタムステップを作成することも、クラスターに SSH 接続してラ
イブラリをコンソールに直接インストールすることもできます。

sudo -E pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark --no-binary :all: --verbose

アマゾンでのインストール SageMaker ノートブックインスタンス
アマゾン SageMaker ノートブックインスタンスは、フィーチャーストアの Spark コネクタと互換性のな
い古いバージョンの Spark を使用しています。Spark をアップグレードしてからインストールする必要が
ありますsagemaker-feature-store-pyspark。
ノートブック内に、次のようなセルを追加して実行します。
import os
original_spark_version = "2.4.0"
# Install a newer versiion of Spark which is compatible with spark library
!pip3 install pyspark==3.1.1
!pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark --no-binary :all:

実装についての例
Scala
FeatureStoreBatchIngestionscala
import software.amazon.sagemaker.featurestore.sparksdk.FeatureStoreManager
import org.apache.spark.sql.types.{StringType, StructField, StructType}
import org.apache.spark.sql.{Row, SparkSession}
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object ProgramOffline {
def main(args: Array[String]): Unit = {
val spark = SparkSession.builder().getOrCreate()
// Construct test DataFrame
val data = List(
Row("1", "2021-07-01T12:20:12Z"),
Row("2", "2021-07-02T12:20:13Z"),
Row("3", "2021-07-03T12:20:14Z")
)
val schema = StructType(
List(StructField("RecordIdentifier", StringType), StructField("EventTime",
StringType))
)
val df = spark.createDataFrame(spark.sparkContext.parallelize(data), schema)
val featureStoreManager = new FeatureStoreManager()
// Load the feature definitions from input schema. The feature definitions can be used
to create a feature group
val featureDefinitions = featureStoreManager.loadFeatureDefinitionsFromSchema(df)
val featureGroupArn = "arn:aws:sagemaker:us-west-2:<your-account-id>:feature-group/
<your-feature-group-name>"
// Ingest by default
featureStoreManager.ingestData(df, featureGroupArn)

}

}

// Offline store direct ingestion, flip the flag of direct_offline_store
featureStoreManager.ingestData(df, featureGroupArn, directOfflineStore = true)

Python
FeatureStoreBatchIngestionpy
from pyspark.sql import SparkSession
from feature_store_pyspark.FeatureStoreManager import FeatureStoreManager
import feature_store_pyspark
extra_jars = ",".join(feature_store_pyspark.classpath_jars())
spark = SparkSession.builder \
.config("spark.jars", extra_jars) \
.getOrCreate()
# Construct test DataFrame
columns = ["RecordIdentifier", "EventTime"]
data = [("1","2021-03-02T12:20:12Z"), ("2", "2021-03-02T12:20:13Z"),
("3", "2021-03-02T12:20:14Z")]
df = spark.createDataFrame(data).toDF(*columns)
feature_store_manager= FeatureStoreManager()
# Load the feature definitions from input schema. The feature definitions can be used to
create a feature group
feature_definitions = feature_store_manager.load_feature_definitions_from_schema(df)
feature_group_arn = "arn:aws:sagemaker:us-west-2:<your-account-id>:feature-group/<yourfeature-group-name>"
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# Ingest by default
feature_store_manager.ingest_data(input_data_frame=df, feature_group_arn=feature_group_arn)
# Offline store direct ingestion, flip the flag of direct_offline_store
feature_store_manager.ingest_data(input_data_frame=df,
feature_group_arn=feature_group_arn, direct_offline_store=true)

Spark Job を送信する
Scala
Spark コネクタを通常の依存関係として使用できるはずです。すべてのプラットフォームでアプリケー
ションを実行するために、追加の指示は必要ありません。
Python
- PySpark バージョンでは追加の依存JARをインポートする必要があるため、Sparkアプリケーションを実
行するには追加の手順が必要です。
指定しなかった場合SPARK_HOMEインストール中に、実行時に必要なjarファイルをJVMにロードする必要
がありますspark-submit。feature-store-pyspark-dependency-jarsは Spark ライブラリによっ
てインストールされる Python スクリプトで、すべての JAR へのパスを自動的に取得します。
spark-submit --jars `feature-store-pyspark-dependency-jars` FeatureStoreBatchIngestion.py

このアプリケーションを Amazon EMR で実行する場合、依存する JAR を他のタスクノードに配布する必
要がないように、アプリケーションをクライアントモードで実行することをお勧めします。Amazon EMR
クラスターに、次のように Spark 引数をもう 1 つ追加します。
spark-submit --deploy-mode client --master yarn s3://<path-to-script>/
FeatureStoreBatchIngestion.py

特徴グループに機能を追加する
Amazonを使用できます SageMaker フィーチャーストア API または Amazon SageMaker Studio を使用し
て、特徴グループに特徴を追加します。フィーチャグループはデータテーブル、フィーチャはテーブルの
列と考えることができます。フィーチャをフィーチャグループに追加すると、実質的にテーブルに列が追
加されます。
追加したフィーチャにはデータがありません。新しいレコードをフィーチャグループに追加するか、上書
きすることができます。レコードは、データテーブルの行として考えることができます。
以下のセクションでは、API と Studio を使用して特徴グループに機能を追加する方法の概要について説明
します。API を使用すると、機能グループを更新した後にレコードを追加または上書きすることもできま
す。

スタジオ
特徴を検索するには、次の操作を行います。
1.

アマゾンで SageMaker Studio、に移動しますSageMaker リソース。
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2.

ナビゲーションペインで、Feature Store。

3.

選択特徴グループカタログ。

4.

[]特徴グループ名で、特徴グループを選択します。

5.

「」というドロップダウンリストからアクション、選択機能定義の追加。

6.

「」の名前を指定します。機能名フィールド。

7.

を使用する場合タイプで、フィーチャのデータタイプを選択します。

8.

選択新しいフィーチャ定義を追加。

9.

(オプション) [] を選択します新しいフィーチャ定義を追加特徴定義を追加します。

10. 追加機能の情報を指定します。
11. [変更の保存] をクリックします。
12. [Confirm] (確認) を選択します。

API
を使用するUpdateFeatureGroup特徴グループに特徴を追加する操作。
「」を使用できますDescribeFeatureGroup操作を実行して、機能が正常に追加されたかどうかを確認
します。
レコードを追加または上書きするには、PutRecordオペレーション.
レコードに加えた更新を確認するには、GetRecordオペレーション. 複数のレコードに加えた更新を確認
するには、BatchGetRecordオペレーション. 行った更新が表示されるまで最大 5 分かかることがありま
す。
次のセクションのサンプルコードを使用して、AWS SDK for Python (Boto3)。

コード例
このサンプルコードでは、次のプロセスを順を追って説明します。
1. 特徴グループに機能を追加する
2. 正常に追加されたことを確認する
3. 機能グループへのレコードの追加
4. 正常に追加されたことを確認する

ステップ 1: 特徴グループに機能を追加する
次のコードではUpdateFeatureGroup操作を実行して、新しい機能を機能グループに追加します。特徴
ストアを設定し、特徴グループを作成していることを前提としています。使用開始の詳細については、
「Feature Store の概要 (p. 925)」を参照してください。

import boto3
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker")
sagemaker_client.update_feature_group(
FeatureGroupName=feature_group_name,
FeatureAdditions=[
{"FeatureName": "new-feature-1", "FeatureType": "Integral"},
{"FeatureName": "new-feature-2", "FeatureType": "Fractional"},
{"FeatureName": "new-feature-3", "FeatureType": "String"}
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)

]

次のコードではDescribeFeatureGroupオペレーションを使用して、更新のステータスを確認します。
そのファイルにLastUpdateStatusfieldSuccessful、機能が正常に追加されました。

sagemaker_client.describe_feature_group(
FeatureGroupName=feature_group_name
)

ステップ 2: 新しいレコードをフィーチャグループに追加する
次のコードではPutRecord操作を使用して、作成した特徴グループにレコードを追加します。

record_identifier_value = 'new_record'
sagemaker_featurestore_runtime_client = boto3.client("sagemaker-featurestore-runtime")
sagemaker_runtime_client.put_record(
FeatureGroupName=feature_group_name,
Record=[
{
'FeatureName': "record-identifier-feature-name",
'ValueAsString': record_identifier_value
},
{
'FeatureName': "event-time-feature",
'ValueAsString': "timestamp-that-feature-store-returns"
},
{
'FeatureName': "new-feature-1",
'ValueAsString': "value-as-string"
},
{
'FeatureName': "new-feature-2",
'ValueAsString': "value-as-string"
},
{
'FeatureName': "new-feature-3",
'ValueAsString': "value-as-string"
},
]
)

を使用するGetRecord操作を実行して、フィーチャグループ内のどのレコードに、追加したフィーチャの
データがないかを確認します。「」を使用できますPutRecord操作を実行して、追加したフィーチャの
データがないレコードを上書きします。

機能グループ内の機能を検索
アマゾンで SageMaker Feature Store では、機能グループで作成したフィーチャを検索できます。最初に
機能グループを選択しなくても、すべての機能を検索できます。検索機能を使用すると、ユースケースに
関連する機能をすばやく見つけることができます。
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機能グループ内の機能を検索するには、機能グループが同じグループ内にある必要がありますAWSアカウ
ントとリージョン。

Important
最新バージョンの Amazon の使用 SageMaker Studio を使用して、検索機能の最新バージョンを
使用していることを確認します。Studio の更新については、以下を参照してください。シャット
ダウンして更新する SageMaker スタジオ (p. 158)。
チームに所属している場合、モデルで使用する機能を探しているチームメイトがいるかもしれません。
チームメイトはすべての機能グループのすべての機能を検索できます。
検索可能なパラメーターと説明を追加して、フィーチャを見つけやすくすることができます。詳細につい
ては、「Addフィーチャの検索可能なメタデータ (p. 960)」を参照してください。
検索で使用できるメタデータのタイプは次のとおりです。
どちらの Amazon を使用しても機能を検索できます。 SageMaker Studio またはSearchでの操作
SageMaker API。次の表は、検索可能なメタデータのすべてと、Studio で検索できるかどうかをリストし
ています。
検索可能なメタデータ

API フィールド名

スタジオで検索できますか？

機能名

FeatureName

はい

特徴グループ名

FeatureGroupName

いいえ

説明

[Description] (説明)

はい

パラメータ

パラメーター。##

はい

All parameters

AllParameters

はい

機能タイプ

FeatureType

いいえ

作成時刻

CreationTime

はい

最終更新日時

LastModifiedTime

いいえ

次のセクションでは、特徴を検索する方法について説明します。
Studio
以下の手順を使用して、作成したすべてのフィーチャを検索します。
特徴を検索するには、以下を実行します。
1.

アマゾンで SageMaker スタジオ、ナビゲートSageMakerリソース。

2.

ナビゲーションペインで、Feature Store。

3.

選択してください特徴カタログ。

4.

フィーチャを検索するには、3 文字以上のテキストクエリを指定します。

5.

(オプション) クエリを指定したら、高度なフィルターを使用します。フィルターを使用して、検
索結果のパラメーターまたは日付範囲を指定できます。パラメータを検索する場合は、そのキー
と値の両方を指定します。特徴をより簡単に見つけるには、以下を実行できます。
• 時間範囲を指定します。
• クエリしない列を選択解除します。
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SDK for Python (Boto3)
この例では、Searchでの操作AWS SDK for Python (Boto3)検索クエリを実行します。クエリを送信
するための他の言語については、「」を参照してください。以下も参照してください。()アマゾン
SageMaker API リファレンス。
次のコードは、API を使用したさまざまな検索クエリの例を示しています。
# Return all features in your feature groups
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
)
# Search for all features that belong to a feature group that contain the "ver"
substring
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
SearchExpression={
'Filters': [
{
'Name': 'FeatureGroupName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'ver'
},
]
}
)
# Search for all features that belong to a feature group that have the EXACT name
"airport"
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
SearchExpression={
'Filters': [
{
'Name': 'FeatureGroupName',
'Operator': 'Equals',
'Value': 'airport'
},
]
}
)
# Search for all features that belong to a feature group that contains the name "ver"
AND have a name that contains "wha"
AND have a parameter (key or value) that contains "hea"
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
SearchExpression={
'Filters': [
{
'Name': 'FeatureGroupName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'ver'
},
{
'Name': 'FeatureName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'wha'
},
{
'Name': 'AllParameters',
'Operator': 'Contains',
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}

]

},

'Value': 'hea'

# Search for all features that belong to a feature group with substring "ver" in its
name
OR features that have a name that contain "wha"
OR features that have a parameter (key or value) that contains "hea"
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
SearchExpression={
'Filters': [
{
'Name': 'FeatureGroupName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'ver'
},
{
'Name': 'FeatureName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'wha'
},
{
'Name': 'AllParameters',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'hea'
},
],
'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is
"And"
}
)
# Search for all features that belong to a feature group with substring "ver" in its
name
OR features that have a name that contain "wha"
OR parameters with the value 'Sage' for the 'org' key
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
SearchExpression={
'Filters': [
{
'Name': 'FeatureGroupName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'ver'
},
{
'Name': 'FeatureName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'wha'
},
{
'Name': 'Parameters.org',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'Sage'
},
],
'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is
"And"
}
)
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Addフィーチャの検索可能なメタデータ
アマゾンで SageMaker Feature Store では、すべての機能を検索できます。フィーチャを見つけやすくす
るために、それらにメタデータを追加できます。以下のタイプのメタデータを追加できます。
• 説明 — 機能の検索可能な説明。
• パラメータ — 検索可能なキーと値のペア。
説明は最大 255 文字です。
パラメータについては、検索時にキーと値のペアを指定する必要があります。最大 25 個のパラメータを
追加できます。
フィーチャのメタデータを更新するには、いずれかの Amazon を使用できます SageMaker
StudioUpdateFeatureMetadataオペレーション.
Amazon を使用してメタデータを更新するには、次の手順に従います。 SageMaker Studio。
Studio で特徴のメタデータを更新するには、以下の操作を行います。
1.
2.

アマゾンで SageMaker Studio、に移動しますSageMaker リソース。
ナビゲーションペインで [] を選択します。Feature Store。

3.
4.

選択特徴カタログ。
左機能名列で、機能名を選択します。

5.
6.
7.

[Edit metadata (メタデータの編集)] を選択します。
左説明フィールドで、説明を追加または更新します。
左パラメータ下のフィールドパラメータ、パラメータのペアを指定します。

8.
9.

(オプション) []新しいパラメータの追加をクリックして、別のパラメータを追加します。
[変更の保存] をクリックします。

10. [Confirm] (確認) を選択します。
次では、次の操作について説明します。UpdateFeatureMetadataさまざまなシナリオの操作。
Add a list of parameters to a feature
特徴にパラメータを追加するには、以下のフィールドに値を指定します。
• FeatureGroupName
• Feature
• Parameters
次のサンプルコードでは、AWS SDK for Python (Boto3)2 つのパラメータを追加します。
sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName="feature_group_name",
FeatureName="feature-name",
ParameterAdditions=[
{"Key": "example-key-0", "Value": "example-value-0"},
{"Key": "example-key-1", "Value": "example-value-1"},
]
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Add a description to a feature
特徴を追加するには、以下のフィールドに値を指定します。
• FeatureGroupName
• Feature
• Description

sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName="feature-group-name",
FeatureName="feature-name",
Description="description"
)

Remove parameters for a feature
特徴のすべてのパラメータを削除するには、以下の操作を行います。
以下のフィールドに値を指定します。
• FeatureGroupName
• Feature
削除するパラメータのキーをParameterRemovals。
sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName="feature_group_name",
FeatureName="feature-name",
ParameterRemovals=[
{"Key": "example-key-0"},
{"Key": "example-key-1"},
]
)

Remove the description for a feature
特徴の説明を削除するには、以下の操作を行います。
以下のフィールドに値を指定します。
• FeatureGroupName
• Feature
には空の文字列を指定してくださいDescription。
sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName="feature-group-name",
FeatureName="feature-name",
Description=""
)
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フィーチャのメタデータを更新したら、DescribeFeatureMetadataオペレーションを実行して、行っ
た更新を確認します。
次のコードは、AWS SDK for Python (Boto3)。

コード例
サンプルコードは以下の処理を実行します。
1. をセットアップ SageMaker 環境。
2. 特徴グループを作成します。
3. グループに機能を追加します。
4. フィーチャにメタデータを追加します。

ステップ 1: 設定
フィーチャストアの使用を開始するには、 SageMaker、boto3、およびフィーチャーストアセッション。
次に、特徴用の S3 バケットをセットアップします。これがオフラインストアとなります。次のコードで
は、 SageMaker default bucket、およびカスタムプレフィックスを追加します。

Note
使うロールには、マネージドポリシーの AmazonS3FullAccess と
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess がアタッチされている必要があります。
# SageMaker Python SDK version 2.x is required
%pip install 'sagemaker>=2.0.0'
import sagemaker
import sys

import boto3
import pandas as pd
import numpy as np
import io
from sagemaker.session import Session
from sagemaker import get_execution_role
from botocore.exceptions import ClientError
prefix = 'sagemaker-featurestore-introduction'
role = get_execution_role()
sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket()

ステップ 2: 特徴グループを作成して特徴を追加する
feature_group_name = "test-for-feature-metadata"
feature_definitions = [
{"FeatureName": "feature-1", "FeatureType": "String"},
{"FeatureName": "feature-2", "FeatureType": "String"},
{"FeatureName": "feature-3", "FeatureType": "String"},
{"FeatureName": "feature-4", "FeatureType": "String"},
{"FeatureName": "feature-5", "FeatureType": "String"}
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try:

sagemaker_client.create_feature_group(
FeatureGroupName=feature_group_name,
RecordIdentifierFeatureName="feature-1",
EventTimeFeatureName="feature-2",
FeatureDefinitions=feature_definitions,
OnlineStoreConfig={"EnableOnlineStore": True}
)
except ClientError as e:
if e.response["Error"]["Code"] == "ResourceInUse":
pass
else:
raise e

ステップ 3: メタデータの追加
メタデータを追加する前に、DescribeFeatureGroup特徴グループのステータスがCreated。
sagemaker_client.describe_feature_group(
FeatureGroupName=feature_group_name
)

機能に説明を追加します。
sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName=feature_group_name,
FeatureName="feature-1",
Description="new description"
)

「」を使用できます。DescribeFeatureMetadataオペレーションを実行して、機能グループの説明を
正常に更新したかどうかを確認します。

)

sagemaker_client.describe_feature_metadata(
FeatureGroupName=feature_group_name,
FeatureName="feature-1"

これを使用して、機能グループにパラメーターを追加することもできます。
sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName=feature_group_name,
FeatureName="feature-1",
ParameterAdditions=[
{"Key": "team", "Value": "featurestore"},
{"Key": "org", "Value": "sagemaker"},
]
)

「」を使用できます。DescribeFeatureMetadata操作をもう一度実行して、パラメータが正常に追加
されたかどうかを確認します。
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sagemaker_client.describe_feature_metadata(
FeatureGroupName=feature_group_name,
FeatureName="feature-1"

Athena と AWS Glue を使って Feature Store でク
エリを実行する
オフラインの Feature Store に Feature Store 特徴グループを作成した後、AWS Glue カタログで Amazon
Athena を使ってクエリを実行できます。これには、Feature Store で自動登録される他のカタログ詳細と
合わせて、データカタログにデータを登録する必要があります。つまり、特徴グループを作成するときに
Feature Store は自動的に AWS Glue データカタログを構築します。また、これはオフにすることもできま
す。これは、SQL クエリを実行することによりデータセットを構築し、モデルを推論のためにトレーニン
グする場合に特に便利です。
FeatureStore が作成され、オフラインストアのデータが入力された後は、SQL クエリを作成して、オ
フラインストアに保存されているさまざまな FeatureGroups のデータを結合できます。これを行うに
は、Amazon Athena を使って SQL クエリを作成、実行できます。スケジュールに従って実行する AWS
Glue クローラーをセットアップすることで、カタログを常に最新に保つこともできます。
これを行いたい場合は、AWS Glue クローラーが使えるロールを定義して、オフラインストアの S3 バ
ケットにアクセスできるようにします。詳細については、「IAM ロールを作成する」を参照してくださ
い。
使用方法の詳細についてはAWS Glueそして Athena は、モデルトレーニングと推論のためのトレーニング
データセットを構築するには、を参照してください。トレーニングデータセットを作成する: 機能グループ
を作成する。

Athena のサンプルクエリ
以下に、Athena を使ってクエリを簡単に作成するためのテンプレートとして使えるサンプルクエリを用意
しています。
対話型探索
このクエリは、最初の 1000 レコードを選択します。
SELECT *
FROM <FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>
LIMIT 1000

最新のスナップショット (重複なし)
このクエリは、重複しない最新のレコードを選択します。
SELECT *
FROM
(SELECT *,
row_number()
OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName>
ORDER BY <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC) AS
row_num
FROM
<FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>)
WHERE row_num = 1;
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オフラインストア内の最新のスナップショット (重複および削除済みレコードなし)
このクエリは、削除済みレコードをすべて除外し、重複しないレコードをオフラインストアから選択しま
す。
SELECT *
FROM
(SELECT *,
row_number()
OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName>
ORDER BY <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC) AS
row_num
FROM
<FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>)
WHERE row_num = 1 and
NOT is_deleted;

オフラインストア内のタイムトラベル (重複および削除済みレコードなし)
このクエリは、削除済みレコードをすべて除外し、重複しない特定時点のレコードを選択します。
SELECT *
FROM
(SELECT *,
row_number()
OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName>
ORDER BY <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC) AS
row_num
FROM
<FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>
where <EventTimeFeatureName> <= timestamp '<timestamp>')
-- replace timestamp '<timestamp>' with just <timestamp> if EventTimeFeature is of
type fractional
WHERE row_num = 1 and
NOT is_deleted

クロスアカウントのオフラインストアアクセス
Amazon SageMaker Feature Store でユーザーは、あるアカウント (アカウント A) に特徴グループを作成
し、別のアカウント (アカウント B) の Amazon S3 バケットを使うオフラインストアでその特徴グループ
を設定できます。これは、次のセクションのステップに従うと設定できます。
トピック
• ステップ 1: アカウント A でオフラインストアアクセスロールをセットアップする (p. 965)
• ステップ 2: アカウント B でオフラインストア S3 バケットをセットアップする (p. 966)
• ステップ 3: アカウント A でオフラインストア KMS 暗号化キーを設定する (p. 967)
• ステップ 4: アカウント A で機能グループを作成する (p. 968)

ステップ 1: アカウント A でオフラインストアアクセ
スロールをセットアップする
まず、Amazon SageMaker Feature Store 用の、データをオフラインストアに書き込むためのロールを設
定します。これを実現する最も簡単な方法は、AmazonSageMakerFeatureStoreAccess ポリシーを
使って新しいロールを作成する、または、AmazonSageMakerFeatureStoreAccess ポリシーがアタッ
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チされた既存のロールを使うことです。このドキュメントでは、このポリシーを Account-A-OfflineFeature-Store-Role-ARN と呼びます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*"
]
}
]

上のコードスニペットが AmazonSageMakerFeatureStoreAccess ポリシーです。ポリシーの
Resource セクションは、名前に SageMaker、Sagemaker、または sagemaker を含む S3 バケット
にデフォルトで絞り込まれます。そのため、使われるオフラインストア S3 バケットは、この命名規則
に従う必要があります。これが当てはまらない場合、またはリソースをさらに絞り込む必要がある場合
は、コンソールで S3 バケットポリシーにこのポリシーをコピーして貼り付け、Resource セクションを
arn:aws:s3:::your-offline-store-bucket-name に変更し、それをロールにアタッチします。
さらに、このロールには KMS 許可がアタッチされている必要があります。カスタマーマネージドキーを
使ってオフラインストアに書き込めるようにするには、少なくとも kms:GenerateDataKey 許可が必要
です。クロスアカウントのシナリオにカスタマーマネージドキーが必要な理由とその設定方法について
は、ステップ 3 を参照してください。インラインポリシーの例を以下に示します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:Account-A-Account-Id:key/*"
}
]

このポリシーの Resource セクションは、アカウント A のすべてのキーを対象としています。この範囲を
さらに絞り込むには、ステップ 3 でオフラインストアの KMS キーを設定した後、このポリシーに戻り、
キー ARN をそれに置き換えます。

ステップ 2: アカウント B でオフラインストア S3 バ
ケットをセットアップする
アカウント B で S3 バケットを作成します。デフォルトの AmazonSageMakerFeatureStoreAccess ポ
リシーを使っている場合、バケット名には SageMaker、Sagemaker、または sagemaker が含まれてい
る必要があります。バケットポリシーを次の例に示すように編集して、アカウント A にオブジェクトの読
み取りと書き込みを許可します。
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このドキュメントでは、次のバケットポリシーの例を Account-B-Offline-Feature-Store-Bucket
と呼びます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3CrossAccountBucketAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetBucketAcl"
],
"Principal": {
"AWS": [
"*Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN*"
],
},
"Resource": [
"arn:aws:s3:::offline-store-bucket-name/*",
"arn:aws:s3:::offline-store-bucket-name"
]
}
]

上のポリシーでは、プリンシパルは Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN です。これは、
アカウント A で作成され (ステップ 1)、Amazon SageMaker Feature Store に、オフラインストアに書き
込むために付与されるロールです。Principal には複数の ARN ロールを指定できます。

ステップ 3: アカウント A でオフラインストア KMS 暗
号化キーを設定する
Amazon SageMaker Feature Store では、オフラインストア内の S3 オブジェクトに対するサーバー側の
暗号化が常に有効になるようになっています。クロスアカウントのユースケースでは、オフラインストア
に書き込むことができるユーザー (この場合、アカウント A のAccount-A-Offline-Feature-StoreRole-ARN) とオフラインストアから読み取ることができるユーザー (この場合、アカウント B のアイデン
ティティ) をコントロールできるように、カスタマーマネージドキーを指定する必要があります。
このドキュメントでは、次のキーポリシーの例を Account-A-Offline-Feature-Store-KMS-KeyARN と呼びます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-consolepolicy-3",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::Account-A-Account-Id:root"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
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]

},
{

},
{

}

]

}

"arn:aws:iam::Account-A-Account-Id:role/Administrator",

},
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
"kms:Delete*",
"kms:TagResource",
"kms:UntagResource",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"
],
"Resource": "*"
"Sid": "Allow Feature Store to get information about the customer managed key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:Describe*",
"kms:Get*",
"kms:List*"
],
"Resource": "*"
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"*Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN*",
"*arn:aws:iam::Account-B-Account-Id:root*"
]
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey",
"kms:CreateGrant",
"kms:RetireGrant",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:ListAliases",
"kms:ListGrants"
],
"Resource": "*",

ステップ 4: アカウント A で機能グループを作成する
次に、アカウント B にあるオフラインストア S3 バケットを使って、アカウ
ント A の特徴グループを作成します。これを行うには、次のパラメータを
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RoleArn、OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.KmsKeyId、OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S
それぞれに指定します。
• RoleArn として Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN を指定します。
• OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.KmsKeyId には Account-A-Offline-FeatureStore-KMS-Key-ARN を指定します。
• OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri には Account-B-Offline-Feature-StoreBucket を指定します。

セキュリティとアクセスコントロール
Amazon SageMaker Feature Store では、オンラインストアとオフラインストアの 2 種類のストアを作
成できます。オンラインストアは低レイテンシーのリアルタイム推論に使用され、オフラインストアは
トレーニングやバッチ推論のユースケースに使用されます。オンラインまたはオフラインで使う特徴グ
ループを作成する際、AWS Key Management Service のカスタマーマネージドキーを使用して、保管中
のデータをすべて暗号化できます。AWS KMS キーを使用しない場合、AWS 所有の AWS KMS キーまた
は AWS 管理の AWS KMS キーを使用して、サーバー側でデータが暗号化されます。特徴グループの作
成時に、ストレージタイプを選択し、オプションでデータの暗号化に AWS KMS キーの使用を選択する
と、PutRecord、GetRecord、DeleteRecord などのデータ管理のためのさまざまな API を呼び出せる
ようになります。
Feature Store では、特徴グループレベルで個々人に対してアクセスの許可または拒否ができ、ま
た、Feature Store へのクロスアカウントアクセスを有効化できます。例えば、本番稼働用アカウントへ
の書き込みアクセス権はないが、モデルトレーニングや調査のためにオフラインストアにアクセスできる
デベロッパーアカウントを設定できます。本番稼働用アカウントでオンラインストアとオフラインストア
の両方にアクセスできるよう設定できます。Feature Store は、オフラインストアおよびオンラインストア
に保管中のデータの暗号化に、一意のカスタマー AWS KMS キーを使用します。アクセスは API と AWS
KMS キーアクセスの両方を介してコントロールできます。特徴グループレベルのアクセスコントロールも
作成できます。
カスタマーマネージドキーの詳細については、「カスタマーマネージドキー」を参照してください。AWS
KMSの詳細については、「AWS KMS」を参照してください。

Amazon SageMaker Feature Store 用の AWS KMS 許
可を使用する
カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用した保管時のデータの暗号化により、Feature Store は保護
されます。デフォルトでは、オンラインストアに対しては AWS 所有のカスタマーマネージドキー、オフ
ラインに対しては AWS 管理のカスタマーマネージドキーを使用します。Feature Store では、カスタマー
マネージドキーを使用してオンラインまたはオフラインストアを暗号化するオプションをサポートしてい
ます。オンラインまたはオフラインストアの作成時に、Feature Store に対してカスタマーマネージドキー
を選択できます。また、ストアごとに異なるキーを選択できます。
Feature Store では対称カスタマーマネージドキーのみをサポートしています。オンラインまたはオフライ
ンストアのデータの暗号化に非対称カスタマーマネージドキーは使用できません。カスタマーマネージド
キーが対称か非対称かを確認する方法については、「対称および非対称カスタマーマネージドキーを識別
する」を参照してください。
カスタマーマネージドキーを使うと、次の機能を活用できます。
• カスタマーマネージドキーを作成、管理できます。これには、キーポリシー、IAM ポリシー、カスタ
マーマネージドキーへのアクセスを制御する権限付与の設定が含まれます。カスタマーマネージドキー
の有効化または無効化、自動キーローテーションの有効化または無効化、使用しなくなったカスタマー
マネージドキーの削除を行えます。
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• インポートされたキーマテリアルを持つカスタマーマネージドキー、またはユーザーが所有して管理す
るカスタムキーストアで、カスタマーマネージドキーを使用できます。
• オンラインストアまたはオフラインストアの暗号化と復号を監査するには、AWS CloudTrail ログで
AWS KMS への API コールを調べます。
AWS 所有のカスタマーマネージドキーに月額料金はかかりません。カスタマーマネージドキーには API
コールごとに料金が発生し、各カスタマーマネージドキーに AWS Key Management Service クォータが適
用されます。

オンラインストアに対するカスタマーマネージドキー
の使用を承認する
カスタマーマネージドキーを使ってオンラインストアを保護する場合、そのカスタマーマネージドキーに
対するポリシーによって、Feature Store にキーを代理で使用する許可を与える必要があります。カスタ
マーマネージドキーに対するポリシーと権限付与のフルコントロールはお客様にあります。
Feature Store は、デフォルトの AWS 所有の KMS キーを使用して、お客様のAWS アカウント内のオンラ
インまたはオフラインストアを保護するのに、追加の認可を必要とはしません。

お客様が管理する キーポリシー
オンラインストアの保護にカスタマーマネージドキーを選択する場合、Feature Store には、選択を行うプ
リンシパルの代わりにカスタマーマネージドキーを使うための許可が必要です。そのプリンシパル (ユー
ザーまたはロール) は、Feature Store が必要とするカスタマーマネージドキーに対する許可を持っている
必要があります。これらの許可は、キーポリシー、IAM ポリシー、またはグラントで指定できます。少な
くとも、Feature Store は、カスタマーマネージドキーへの次の許可を必要とします。
• 「kms:Encrypt」、「kms:Decrypt」、「kms:DescribeKey」、「kms:CreateGrant」、
「kms:RetireGrant」、「kms:ReEncryptFrom」、「kms:ReEncryptTo」、「kms:GenerateDataKey」、
「kms:ListAliases」、「kms:ListGrants」、「kms:RevokeGrant」
例えば、次のキーポリシーの例では、必要なアクセス許可のみを提供します。このポリシーには、以下の
影響があります。
• Feature Store がカスタマーマネージドキーを暗号化操作に使用して、権限付与の作成ができるようにし
ます。ただし、Feature Store を使用する許可を持つアカウント内のプリンシパルの代理として動作して
いる場合に限ります。ポリシーステートメントで指定されたプリンシパルに Feature Store を使う許可
がない場合、Feature Store サービスから呼び出された場合でも、呼び出しは失敗します。
• kms:ViaService 条件キーは、ポリシーステートメントにリストされているプリンシパルの代
わりに Feature Store からリクエストが来る場合にのみ許可を認めます。これらのプリンシパ
ルは、これらのオペレーションを直接呼び出すことはできません。kms:ViaService の値は
sagemaker.*.amazonaws.com としてください。

Note
kms:ViaService 条件キーはオンラインストアのカスタマーマネージド AWS KMS キーに
のみ使用でき、オフラインストアには使用できません。この特別な条件をカスタマーマネー
ジドキーに追加し、同じ AWS KMS キーをオンラインとオフラインストアの両方に使う場
合、CreateFeatureGroup API オペレーションは失敗します。
• カスタマーマネージドキー管理者に、カスタマーマネージドキーへの読み取り専用アクセス権と、権限
付与 (データ保護のために Feature Store が使う権限を含む) を取り消す許可を与えます。
サンプルキーポリシーを使用する前に、サンプルプリンシパルを AWS アカウントの実際のプリンシパル
に置き換えてください。
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{"Id": "key-policy-feature-store",
"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{"Sid" : "Allow access through Amazon SageMaker Feature Store for all principals in
the account that are authorized to use Amazon SageMaker Feature Store",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/featurestore-user"},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey",
"kms:CreateGrant",
"kms:RetireGrant",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:ListAliases",
"kms:ListGrants"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"StringLike": {"kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
}
}
},
{"Sid": "Allow administrators to view the customer managed key and revoke grants",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/featurestore-admin"
},
"Action": [
"kms:Describe*",
"kms:Get*",
"kms:List*",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*"
},
{"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789:root"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
}
]
}

権限付与を使って Feature Store を認可する
Feature Store は、キーポリシーに加え、権限付与を使ってカスタマーマネージドキーに許可を設定でき
ます。アカウントにあるカスタマーマネージドキーへの権限付与を表示するには、ListGrants オペレー
ションを使用します。Feature Store は、AWS 所有のカスタマーマネージドキーを使用してオンラインス
トアを保護するのに、権限付与や追加の許可を必要としません。
Feature Store は、バックグラウンドシステムメンテナンスおよび継続的なデータ保護タスクを実行すると
きに、権限付与を使用します。
各権限付与は、オンラインストアごとに固有です。同じカスタマーマネージドキーで暗号化された複数の
ストアがアカウントに含まれている場合、同じカスタマーマネージドキーを使用する FeatureGroup ご
とに固有の権限が付与されます。
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キーポリシーは、アカウントがカスタマーマネージドキーの権限付与を取り消すことも許可できます。た
だし、アクティブな暗号化されたオンラインストアで権限付与を取り消すと、Feature Store はストアを保
護、維持できません。

Feature Store と AWS KMS のやり取りをモニタリン
グする
カスタマーマネージドキーを使ってオンラインまたはオフラインストアを保護している場合、AWS
CloudTrail ログを使って、AWS KMS がお客様に代わって Feature Store に送信したリクエストを追跡でき
ます。

オンラインストアのデータにアクセスする
すべてのデータプレーンオペレーション (Put、Get、DeleteRecord) への発信者 (IAM ユーザーまたは IAM
ロール) のカスタマーマネージドキーには、次の権限が必要です。
"kms:Decrypt"

オフラインストアに対するカスタマーマネージドキー
の使用を認可する
createFeatureGroup にパラメータとして渡される roleArn は OfflineStore KmsKeyId に次の許可を持っ
ている必要があります。
"kms:GenerateDataKey"

Note
kms:ViaService 条件が指定されていない場合のみ、オンラインストアのキーポリシーは、オフ
ラインストアでも機能します。

Important
特徴グループを作成する際、AWS KMS 暗号化キーを指定してオフラインの特徴ストアに使用さ
れる Amazon S3 を暗号化できます。AWS KMS 暗号化キーが指定されていない場合、デフォル
トでは、AWS KMS キーを使用してすべての保管中のデータは暗号化されます。SSE 用のバケッ
トレベルのキーを定義すると、AWS KMS リクエストのコストを最大 99% 削減できます。

クォータ、命名ルールおよびデータ型
制限とクォータ
Note
ソフト制限は、ニーズに応じて増やすことができます。
• 1 つのフィーチャグループの最大数AWSアカウント: ソフトリミットは100です。
• フィーチャグループあたりのフィーチャ定義の最大数: 2500.
• API あたりの 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS)AWSアカウント: API あたりの 10000 TPS のソフ
トリミットは除くBatchGetRecordAPI コール。ソフト制限は 500 TPS です。
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• レコードの最大サイズ: 350KB。
• レコード識別子の最大サイズ: 2KB.
• フィーチャ値の最大サイズ: 350KB。
• 同時フィーチャグループ作成ワークフローの最大数: 4.
• BatchGetRecord API: 100 件までのレコードを含めることができ、最大 10 個のフィーチャグループをク
エリできます。

名前付けルール
• 予約語: 以下は予約語であり、フィーチャ定義でフィーチャ名として使用することはできませ
ん。is_deleted,write_time, およびapi_invocation_time。

データタイプ
• 文字列フィーチャタイプ: 文字列は、UTF-8 バイナリエンコードの Unicode です。文字列の最小長は 0
です。最大長は 1 レコードの最大サイズの制約を受けます。
• 分数フィーチャタイプ: 分数フィーチャの値は、で定義される倍精度浮動小数点数に準拠する必要があり
ます。IEEE 754 標準。
63

• 一体型機能: フィーチャストアは 64 ビット符号付き整数値をサポートします。最小値は -2 最大値は次
63
のとおりです。2 -1.
• イベント時間機能: すべての機能グループには、イベントタイム機能があります。この特徴には、
文字列または小数のいずれかの特徴タイプを指定できます。文字列のイベント時間は、[yyyy-MMdd'T'HH:mm:ssZ, yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ] のパターンに従う、UTC 時間で ISO-8601 形式のも
のが許容されます。小数のイベント時間値は、ミリ秒単位で UNIX エポックの秒として受け入れられま
す。イベント時間は [0000-01-01T00:00:00.000Z, 9999-12-31T23:59:59.999Z] の範囲内である必要があ
ります。

Amazon SageMaker Feature Store オフラインスト
アのデータ形式
Amazon SageMaker Feature Store オフラインストアのデータは、アカウント内の Simple Storage Service
(Amazon S3) バケットに保存されます。PutRecord を呼び出すと、データは 15 分以内に Amazon S3 に
バッファされ、バッチ処理され、書き込まれます。Feature Store は Parquet ファイル形式のみをサポート
しています。具体的には、オフラインストアにデータが書き込まれると、データは Amazon S3 バケット
から、Parquet 形式でのみ取得できます。各ファイルには複数の Records を含めることができます。
ファイルは、次の命名規則に従って構成されます。
s3://<bucket-name>/<customer-prefix>/<account-id>/sagemaker/<aws-region>/offline-store/
<feature-group-name>-<feature-group-creation-time>/data/year=<event-time-year>/
month=<event-time-month>/day=<event-time-day>/hour=<event-time-hour>/
<timestamp_of_latest_event_time_in_file>_<16-random-alphanumeric-digits>.parquet

オフラインストアの Records は、上の例に示されるように、イベント時間により時間単位のパーティ
ションに分割されます。分割スキームは設定できません。次のコードは Parquet ファイルの例を示してい
ます。
s3://my-bucket/my-prefix/123456789012/sagemaker/us-east-1/offline-store/
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customer-purchase-history-patterns-1593511200/data/year=2020/month=06/day=31/
hour=00/20200631T064401Z_108934320012Az11.parquet

Feature Store では OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.ResolvedOutputS3Uri フィールドが開示されてお
り、DescribeFeatureGroup API コールで見つけることができます。これは、特定の特徴グループのファイ
ルが書き込まれる S3 のパスです。
ResolvedOutputS3Uri の値の例:
s3://my-bucket/my-prefix/123456789012/sagemaker/us-east-1/offline-store/customer-purchasehistory-patterns-1593511200/data

オフラインストアでレコードが保持される場合、Feature Store は各レコードに次の追加フィールドを加え
ます。
• api_invocation_time - サービスが PutRecord または DeleteRecord の呼び出しを受信した時点のタイ
ムスタンプ。マネージド型の取り込み (Data Wrangler など) を使っている場合、これはデータがオフラ
インストアに書き込まれた時点のタイムスタンプです。
• write_time - オフラインストアにデータが書き込まれた時点のタイムスタンプ。タイムトラベル関連クエ
リの作成に使うことができます。
• is_deleted - デフォルトは False です。DeleteRecord が呼び出されると、オフラインストアでは新し
い Record が RecordIdentifierValue に挿入され、True に設定されます。

Amazon SageMaker Feature Store ノートブックの
サンプル
Amazon SageMaker Feature Store の使用を開始するのにあたり、次の表にある Jupyter ノートブック
のさまざまなサンプルから選択できます。Feature Store を初めて使う場合、「Feature Store の概要」
ノートブックをお試しください。これらのノートブックを実行するには、IAM 実行ロールに、ポリシー
AmazonSageMakerFeatureStoreAccess をアタッチする必要があります。
「IAM ロール」を参照して、ロールにアクセスし、このポリシーをアタッチしてください。チュートリア
ルについては、「IAM ロールにポリシーを追加する」を参照してください。次のスクリーンショットは、
ポリシーがアタッチされた後に IAM ロールの下にポリシーがどのように表示されるかを示しています。

Feature Store サンプルノートブック
次の表に、Amazon SageMaker Feature Store のさまざまなユースケースを扱う各種サンプルノートブッ
クの概要があります。
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ノートブックのタイトル

説明

Feature Store の概要

主要な Feature Store 機能の概要。特徴グループ
の作成、設定や、オンラインまたはオフラインの
Feature Store へのデータ取り込みの方法など。

Feature Store を使った不正検出

Feature Store にデータを取り込み、それをクエリ
してトレーニングデータセットを作成し、不正検
出モデルをトレーニングする方法、および推論の
ための単純なモデルをトレーニングする方法に関
する上級例。

KMS キーを使ってオンラインまたはオフラインの
Feature Store のデータを暗号化する

KMS キーを使ってオンラインまたはオフライン
の Feature Store のデータを暗号化および復号する
方法と、データが暗号化されていることを確認す
る方法に関する上級例。保管時の暗号化にはこの
ノートブックを使います。

AWS Encryption SDK を使った Feature Store のク
ライアント側の暗号化

AWS Encryption SDK ライブラリを使って Feature
Store のクライアント側の暗号化を行う方法の上級
例。オンラインまたはオフラインの Feature Store
にデータを取り込む前に、データを暗号化しま
す。

KMS キーを使って Feature Store にイメージデー
タセットを安全に保存する方法

サーバー側の暗号化に KMS キーを使い、Feature
Store にイメージのデータセットを安全に保存する
方法を示す上級例。

Ground Truth 分類ラベル付けジョブから Feature
Store への機械学習ワークフローを作成する

AWS Ground Truth のイメージまたはテキストの
分類ラベル付けジョブの出力を Feature Store に
フィードする機械学習ワークフロー。
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モデルのトレーニング
Amazon を使ったモデルのトレーニングの概要について SageMaker... を参照してくださいAmazon でモデ
ルをトレーニングする SageMaker (p. 8)。
SageMaker には、機械学習モデルのトレーニングと検証をモニタリング、管理する機能が用意されていま
す。利用可能なメトリクスス、段階的トレーニング、自動モデルチューニング、およびトレーニングデー
タにラベルを付けるための拡張マニフェストファイルの使用に関するガイダンスについては、以下のト
ピックを参照してください。
• タスクまたは問題に使う機械学習アルゴリズムを選択し、実装する方法に関するガイダンスについて
は、「アルゴリズムの選択 (p. 977)」を参照してください。
• 機械学習モデルのトレーニングのデバッグとプロファイリングに関するガイダンスについては、
「Amazon を使ったトレーニングジョブのデバッグとプロバッグ SageMaker デバッガー (p. 2118)」を
参照してください。
• 深層学習モデルの分散トレーニングに関するガイダンスについては、「アマゾン SageMaker 分散ト
レーニングライブラリ (p. 2333)」を参照してください。
• モデルの監視とトレーニングに使用されるメトリクスに関するガイダンスについては、「Amazon を使
用してトレーニングジョブのモニタリングと分析を行う CloudWatchメトリクス (p. 2531)」を参照して
ください。
• モデルを処理した後のバイアスの検出に使われるメトリクスに関するガイダンスについては、
「Amazon でトレーニング後のデータとモデルのバイアスを検出する SageMaker Clarify (p. 2457)」を
参照してください。
• モデルの説明可能性に関するガイダンスについては、「アマゾン SageMaker モデルの説明可能性の明
確化 (p. 2478)」を参照してください。
• 段階的トレーニングのガイダンスについて SageMaker... を参照してくださいAmazon の段階的トレーニ
ング SageMaker (p. 2503)。
• でのマネージドスポットトレーニングの使い方に関するガイダンス SageMaker... を参照してくださ
いAmazon でのマネージドスポットトレーニング SageMaker (p. 2521)。
• でのトレーニングガイダンス SageMaker... を参照してくださいAmazon でチェックポイントを使用する
SageMaker (p. 2522)。
• ハイパーパラメータチューニングとしても知られる自動モデル調整のガイダンスについては、「を使用
して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)」を参照してください。
• 拡張マニフェストファイルを使用してトレーニングデータにラベルを付ける方法については、「拡張マ
ニフェストファイルを使用してトレーニングジョブにデータセットメタデータを提供する (p. 2527)」を
参照してください。
トピック
• アルゴリズムの選択 (p. 977)
• Amazon でMachine Learning を管理する SageMaker 実験 (p. 2091)
• Amazon を使ったトレーニングジョブのデバッグとプロバッグ SageMaker デバッガー (p. 2118)
• を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)
• アマゾン SageMaker 分散トレーニングライブラリ (p. 2333)
• アマゾン SageMaker バイアス検出とモデルの説明可能性を明確化 (p. 2443)
• 異種クラスタを使用したトレーニング (p. 2489)
• を使用して列車 SageMaker ウォームプール管理 (p. 2497)
• Amazon の段階的トレーニング SageMaker (p. 2503)
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• アマゾン SageMaker トレーニングデータセット、チェックポイント、モデルアーティファクト、およ
び出力用のトレーニングストレージフォルダー (p. 2508)
• トレーニングデータにアクセスする (p. 2512)
• Amazon でのマネージドスポットトレーニング SageMaker (p. 2521)
• Amazon でチェックポイントを使用する SageMaker (p. 2522)
• 拡張マニフェストファイルを使用してトレーニングジョブにデータセットメタデータを提供す
る (p. 2527)
• Amazon を使用してトレーニングジョブのモニタリングと分析を行う CloudWatchメトリク
ス (p. 2531)

アルゴリズムの選択
機械学習は何らかの帰納的推論を必要とする経験的タスクの実行に役立ちます。このタスクでは、データ
を使用してアルゴリズムをトレーニングし、一般化可能な推論を行う帰納が伴います。つまり、アルゴリ
ズムは統計的に信頼できる予測や決定を行うことも、トレーニングに使用されなかった新しいデータに適
用された場合に他のタスクを行うこともできます。
タスクに対して最適なアルゴリズムを選択できるように、これらのタスクをさまざまな抽象レベルで分類
します。最高レベルの抽象化において、機械学習は、特徴間または構造化されていない項目 (データセッ
ト内のテキストなど) 間のパターンや関係性を見つけようとします。パターン認識技術は、個別の機械学
習パラダイムに分類でき、それぞれが特定の問題タイプに対処します。現在、機械学習は次の 3 つの基本
的なパラダイムを使用して、さまざまな問題タイプに対処しています。
• 教師あり学習 (p. 980)
• 教師なし学習 (p. 980)
• 強化学習 (p. 981)
各学習パラダイムが対処できる問題のタイプは、所有しているデータのタイプまたは収集できるデータの
タイプから行う推論 (または予測、決定、その他のタスク) を考慮することによって識別されます。機械
学習パラダイムは、アルゴリズム手法を使用してさまざまな問題タイプに対処します。アルゴリズムによ
り、これらの問題を解決するレシピが提供されます。
ただし、ニューラルネットワークなどの多くのアルゴリズムは異なる学習パラダイムを使用してさまざま
な問題タイプにデプロイできます。複数のアルゴリズムで特定の問題タイプに対処することもできます。
アルゴリズムによっては、より一般的に適用できる場合も、特定の目的やデータに対して特に固有であ
る特場合もあります。したがって、機械学習アルゴリズムと問題タイプのマッピングは次のようになりま
す。 many-to-many。また、アルゴリズムにはさまざまな実装オプションがあります。
次のセクションでは、実装オプション、機械学習パラダイム、さまざまな問題タイプに適したアルゴリズ
ムに関するガイダンスについて説明します。
トピック
• アルゴリズムの実装を選択する (p. 977)
• 基本的な機械学習パラダイムの問題タイプ (p. 979)
• Amazon を使った SageMaker 組み込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモデル (p. 981)
• Amazon で強化学習を使用する SageMaker (p. 2084)

アルゴリズムの実装を選択する
アルゴリズムを選択したら、使用するアルゴリズムの実装を決定する必要があります。アマゾン
SageMaker 労力レベルの増加が要求される 3 つの実装オプションをサポートしています。

977

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
アルゴリズムの実装を選択する

• 事前トレーニング済みのデータ最小限の労力しか必要とせず、モデルを展開する準備ができているか、
またはを使用して微調整して展開する準備ができているか SageMaker JumpStart。
• 組み込みアルゴリズムデータセットが大きく、モデルのトレーニングとデプロイに大量のリソースが必
要な場合に労力とスケールが要求されます。
• 動作する組み込みソリューションがない場合は、以下を使用するソリューションを開発してみてくださ
い機械学習およびディープラーニングフレームワーク用の既製画像Scikit-Learnなどのサポートされてい
るフレームワークでは、 TensorFlow, PyTorch、MXNet、またはチェイナー。
• カスタムパッケージを実行したり、サポートされているフレームワークの一部ではない、または PyPi、
それからビルドする必要があります独自のカスタム Docker イメージ必要なパッケージまたはソフト
ウェアをインストールするように構成されています。カスタムイメージは、Amazon Elastic Container
Registry などのオンラインリポジトリにもプッシュする必要があります。
トピック
• 組み込みのアルゴリズムを使用するする (p. 978)
• サポートされているフレームワークでスクリプトモードを使用する (p. 979)
• カスタム Docker イメージを使用する (p. 979)

アルゴリズムの実装ガイダンス
実装

コードが必要

事前にコード化 サードパー
カスタムコード 労力レベル
されたアルゴリ ティーパッケー のサポート
ズム
ジのサポート

組み込み

いいえ

はい

いいえ

いいえ

低

Scikit-learn

はい

はい

PyPi のみ

はい

中

Spark ML

はい

はい

PyPi のみ

はい

中

XGBoost (オー
プンソース)

はい

はい

PyPi のみ

はい

中

TensorFlow

はい

いいえ

PyPi のみ

はい

やや高い

PyTorch

はい

いいえ

PyPi のみ

はい

やや高い

MXNet

はい

いいえ

PyPi のみ

はい

やや高い

Chainer

はい

いいえ

PyPi のみ

はい

やや高い

カスタムイメー はい
ジ

いいえ

はい (任意の
ソースから)

はい

高

組み込みのアルゴリズムを使用するする
問題とデータのタイプに対してアルゴリズムを選択する場合、最も簡単なオプションはいずれかの
Amazon を使用することです。 SageMakerの組み込みアルゴリズム。これらの組み込みアルゴリズムには
大きな利点が 2 つあります。
• 組み込みアルゴリズムでは、実験開始に必要なコードはありません。必要な入力は、データ、ハイパー
パラメータ、コンピューティングリソースのみです。これにより、結果やコードの変更を追跡するオー
バーヘッドを削減しながら、実験をより迅速に実行できます。
• 組み込みアルゴリズムは複数のコンピューティングインスタンス間で並列化され、適用可能なすべての
アルゴリズムに対して設定なしで GPU 対応となります (固有の制限により、一部のアルゴリズムが含
まれないことがあります)。モデルのトレーニングに使うデータが多い場合、ほとんどの組み込みアル

978

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
基本的な機械学習パラダイムの問題タイプ

ゴリズムは需要に合わせて簡単にスケーリングできます。事前トレーニング済みのモデルがある場合で
も、その推論を使用するほうが簡単です。 SageMaker サポートされているフレームワークでスクリプ
トモードを使用し、移植するよりも、既知のハイパーパラメータを入力します。
ビルトインアルゴリズムの詳細については SageMaker... を参照してください。Amazon を使った
SageMaker 組み込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモデル (p. 981)。
docker レジストリパス、データ形式、推奨される EC2 インスタンスタイプ、 CloudWatch が提供するす
べての組み込みアルゴリズムに共通するログ SageMaker... を参照してください。組み込みアルゴリズムに
関する共通情報 (p. 986)。

サポートされているフレームワークでスクリプトモードを使用す
る
モデルに使うアルゴリズムが組み込みの選択肢でサポートされていなくても、独自のソリューションを問
題なくコーディングできる場合、Amazonの使用を検討する必要があります。 SageMakerサポートされて
いるフレームワーク。これは、カスタムコード (スクリプト) を .py 拡張子を使ったテキストファイルに書
き込むため、「スクリプトモード」と呼ばれます。上の表が示すように、 SageMaker 一般的なほとんど
の機械学習フレームワークをサポートしています。これらのフレームワークには、対応するフレームワー
クと追加の Python パッケージ (Pandas や NumPyアルゴリズムをトレーニングする独自のコードを記述
できます。これらのフレームワークでは、ホストされている任意の Python パッケージをインストールす
ることもできます。 PyPi requirements.txt ファイルをトレーニングコードに含めたり、独自のコードディ
レクトリを含めたりします。R はネイティブでサポートされています。 SageMaker ノートブックカーネ
ル。簡単に使用できる事前コード化されたアルゴリズムがある scikit-learn や Spark ML のようなフレーム
ワークも、アルゴリズムがある TensorFlow そして PyTorchアルゴリズムを自分で実装する必要があるか
もしれません。サポートされているフレームワークイメージを使う場合の唯一の制限は、ホストされてい
ないソフトウェアパッケージをインポートできないことです。 PyPi または、フレームワークのイメージに
まだ含まれていないものもあります。
サポートされているフレームワークの詳細については SageMaker... を参照してください。Amazon で
Machine Learning フレームワーク、Python、R を使う SageMaker (p. 12)。

カスタム Docker イメージを使用する
アマゾン SageMakerの組み込みアルゴリズムとサポートされているフレームワークはほとんどのユース
ケースに対応していますが、サポートされているフレームワークに含まれていないパッケージのアルゴリ
ズムを使用しなければならない場合もあります。また、デプロイが必要な場所に、事前トレーニング済み
のモデルが選択または永続化されていることがあります。 SageMaker Docker イメージを使用してすべて
のモデルのトレーニングと提供をホストするため、必要なパッケージまたはソフトウェアがサポートされ
ているフレームワークに含まれていない場合に、独自のカスタム Docker イメージを提供できます。これ
は、独自の Python パッケージの場合も、Stan や Julia のような言語でコード化されたアルゴリズムの場合
もあります。これらのイメージについては、Dockerfile でアルゴリズムのトレーニングとモデルの提供を
適切に設定する必要もあります。これには Docker に関する中程度の知識が必要であり、独自の機械学習
アルゴリズムの記述に慣れていない限り、お勧めできません。モデルを適切にトレーニングして提供する
には、Docker イメージを Amazon Elastic Container Registry (ECR) などのオンラインリポジトリにアップ
ロードする必要があります。
カスタム Docker イメージの詳細については、「」を参照してください。 SageMaker... を参照してくださ
い。Docker コンテナを使用する SageMaker (p. 2910)。

基本的な機械学習パラダイムの問題タイプ
次の 3 つのセクションでは、機械学習の 3 つの基本的なパラダイムで対処する主な問題タイプについ
て説明します。組み込みアルゴリズムのリストについては SageMaker これらの問題タイプに対処する
方法を提供します。Amazon を使った SageMaker 組み込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモデ
ル (p. 981)。
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トピック
• 教師あり学習 (p. 980)
• 教師なし学習 (p. 980)
• 強化学習 (p. 981)

教師あり学習
データセットがターゲット値 (出力) を含む特徴または属性 (入力) で構成されている場合、教師あり学習の
問題があります。ターゲット値がカテゴリ (数学的に離散的) である場合、分類問題があります。これは二
項分類と複数クラス分類を区別する標準的な方法です。
• 二項分類は、教師あり学習の一種で、個人の属性に基づいて、事前に定義された相互に排他的な 2 つの
クラスのいずれかに個人を割り当てます。属性が正しくラベル付けされたオブジェクトを提供する例を
使用してモデルがトレーニングされるため、教師ありです。診断検査の結果に基づいて、個人が疾患を
有するか否かの医学的診断が二値分類の一例です。
• 複数クラス分類は、教師あり学習の一種で、個人の属性に基づいて複数のクラスのいずれかに個人を割
り当てる分類です。属性が正しくラベル付けされたオブジェクトを提供する例を使用してモデルがト
レーニングされるため、教師ありです。一例として、テキストドキュメントに最も関連性の高いトピッ
クの予測があります。ドキュメントは、宗教、政治、金融、または他のいくつかの事前定義されたト
ピッククラスのいずれかに関するものとして分類できます。
予測しようとしているターゲット値が数学的に連続している場合、回帰問題があります。回帰では、従属
ターゲット変数の値は、それと相関する 1 つ以上の他の変数または属性に基づいて推定されます。一例と
して、バスルームと寝室の数、家と庭の平方フィートなどの特徴を使用した住宅価格の予測があります。
回帰分析では、これらの特徴の 1 つ以上を入力として受け取り、家の価格を予測するモデルを作成できま
す。
組み込みアルゴリズムの詳細については SageMaker... を参照してください。教師あり学習 (p. 985)。

教師なし学習
データセットがラベルやターゲット値 (出力) を含まない特徴または属性 (入力) で構成されている場合、教
師なし学習の問題があります。このタイプの問題では、入力データで検出されたパターンに基づいて出力
を予測する必要があります。教師なし学習問題の目標は、データ内のグループ化などのパターンを検出す
ることです。教師なし学習を適用できるタスクや問題のタイプは多種多様です。主成分分析とクラスター
分析は、データの前処理に一般的にデプロイされる主な 2 つの方法です。教師なし学習で対処できる問題
タイプの短いリストを次に示します。
• 次元削減は通常、モデル構築に使う最も関連性の高い特徴を決定するために使用されるデータ探索ス
テップの一部です。これを行うには、格納データの少ない高次元空間から、元のデータの最も重要な特
性を保持する低次元空間にデータを変換します。これにより、統計分析が問題となる、格納データの少
ない高次元データで発生する可能性のある次元の呪いの打開策が得られます。また、データを理解し、
高次元データを可視化できる低次元まで削減する場合にも役立ちます。
• クラスター分析は、オブジェクトやケースをクラスターと呼ばれるグループへの分類に使用される技術
クラスです。これは、1 つのグループのメンバーができるだけ類似し、他のグループのメンバーとでき
るだけ異なる離散グループをデータ内に見つけようとします。アルゴリズムで類似性の判定に使う特
徴または属性を定義し、類似度を測定する距離関数を選択して、解析で使うクラスターの数を指定しま
す。
• 異常検出は、残りのデータとは大きく異なるために疑わしいと思われるデータセット内の希少項目、イ
ベント、または観測値の識別です。異常な項目の識別は、銀行の不正や医療ミスの検出などに使用でき
ます。異常は、外れ値、ノベルティ、ノイズ、偏差、例外とも呼ばれます。
• 密度推定は、観測データに基づいて観測不可能な基礎となる確率密度関数の推定値の構造です。密度推
定の自然な使用はデータ探索です。密度推定では、データ内の歪みやマルチモダリティなどの特徴を検
出できます。密度推定の最も基本的な形式は、拡大縮小し直されたヒストグラムです。

980

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

SageMaker には、これらの教師なし学習タスクに使用できる、いくつかの組み込みアルゴリズム。組み込
みアルゴリズムの詳細については SageMaker... を参照してください。教師なし学習 (p. 985)。

強化学習
強化学習は、環境との相互作用に基づく学習の一種です。このタイプの学習は、行動について学習しなけ
ればならないエージェントが使用します。 trial-and-error 動的な環境とのやり取り。エージェントがアク
ションの結果として受け取る長期的な報酬の最大化を目的としています。報酬は、報酬が不確かな探索ア
クションを報酬が既知の活用アクションとトレードオフすることで最大化されます。
詳細については SageMaker強化学習向けフレームワーク、ツールキット、環境については、「」を参照し
てください。Amazon で強化学習を使用する SageMaker (p. 2084)。

Amazon を使った SageMaker 組み込みアルゴリズム
または事前トレーニングモデル
アマゾン SageMaker には、データサイエンティストや機械学習の実践者が機械学習モデルのトレーニン
グとデプロイを迅速に開始できるようにする組み込みアルゴリズム、トレーニング済みのモデル、構築済
みのソリューションテンプレートが含まれています。初めての方へ SageMakerでは、特定のユースケース
に適したアルゴリズムを選択するのは難しい作業です。次の表に、サンプル問題またはユースケースから
開始し、によって提供される適切な組み込みアルゴリズムを見つける方法を示すクイックチートシートを
示します。 SageMaker それはその問題タイプに有効です。学習パラダイム (教師ありと教師なし) と重要
なデータドメイン (テキストとイメージ) によって構成される追加のガイダンスについては、表の次のセク
ションを参照してください。

テーブル: 組み込みアルゴリズムへのユースケースのマッピング
問題とユースケー
ス例

学習パラダイムま
たはドメイン

問題タイプ

データ入力形式

組み込みアルゴリ
ズム

以下に、事前にト
レーニングされ
たモデルと事前に
用意されているソ
リューションテン
プレートで対処で
きる 15 種類の問
題のうち、いくつ
かの例を示しま
す。 SageMaker
JumpStart:

事前トレーニング
済みのモデルと構
築済みのソリュー
ションテンプレー
ト

イメージ分類

画像、テキスト、
表形式

モバイルネッ
ト、YOLO、Faster
RCNN、BERT、LightGBM、
CatBoost

表形式分類
表形式回帰
テキスト分類
オブジェクトの検
出
テキスト埋め込み

質問回答:特定の質
問に対する回答を
出力するチャット
ボット。

質問に対する回答

テキスト分析:金融
などの業界分野に
特有のモデルのテ
キストを分析しま
す。

イメージ埋め込み

センテンスペア分
類

固有表現認識
インスタンスセグ
メンテーション
テキスト生成
テキスト要約
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問題とユースケー
ス例

学習パラダイムま
たはドメイン

問題タイプ

データ入力形式

組み込みアルゴリ
ズム

セマンティックセ
グメンテーション
機械翻訳
項目がカテゴリに
教師あり学
属しているかどう
習 (p. 985)
かを予測する: メー
ルスパムフィル
ター

二項/複数クラス分
類

表形式

AutoGluon-表形
式分類 (p. 1847),
CatBoost (p. 1854),
因数分解機アルゴ
リズム (p. 1863),
K 最近傍 (kNN) アルゴリ
ズム (p. 1872),
LightGBM (p. 1881),
線形学習アルゴ
リズム (p. 1890),
TabTransformer (p. 1907),
XGBoost アルゴリ
ズム (p. 1914)

数値/連続値を予測
する: 家の価値を推
定

回帰

表形式

AutoGluon-表形
式分類 (p. 1847),
CatBoost (p. 1854),
因数分解機アルゴ
リズム (p. 1863),
K 最近傍 (kNN) アルゴリ
ズム (p. 1872),
LightGBM (p. 1881),
線形学習アルゴ
リズム (p. 1890),
TabTransformer (p. 1907),
XGBoost アルゴリ
ズム (p. 1914)

行動の履歴データ
に基づいて将来の
行動を予測する: 以
前の売上データに
基づいて新製品の
売上を予測

時系列予測

表形式

DeepAR 予測アル
ゴリズム (p. 1993)

高次元オブジェク
トのデータ埋め込
みを改善する: 重
複するサポートチ
ケットを特定する
か、チケット内の
テキストの類似性
に基づいて正しい
ルーティングを検
出

埋め込み: 高次元の 表形式
オブジェクトを低
次元空間に変換し
ます。

Object2Vec アルゴ
リズム (p. 1964)
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問題とユースケー
ス例

学習パラダイムま
たはドメイン

問題タイプ

データ入力形式

組み込みアルゴリ
ズム

ラベル/ターゲット
変数と関係が弱い
列をデータセット
からドロップする:
走行距離の予測時
の車の色

教師なし学
習 (p. 985)

特徴量エンジニア
リング: 次元縮退

表形式

主成分分析法
(PCA) アルゴリズ
ム (p. 2026)

アプリケーション
の異常動作を検出
する: IoT センサー
が異常な読み取り
値を送信すること
を特定

異常検出

表形式

ランダムカッ
トフォレスト
(RCF) アルゴリズ
ム (p. 2030)

疑わしいユーザー
からアプリケー
ションを保護する:
サービスにアクセ
スする IP アドレス
が不正なアクター
によるものかどう
かを検出

IP 異常検出

表形式

IP
Insights (p. 2009)

類似するオブジェ
クト/データをグ
ループ化する: トラ
ンザクション履歴
から高、中、低支
出の顧客を検出

クラスタリングま
たはグループ化

表形式

K-Means アルゴリ
ズム (p. 2018)

一連のドキュメン
トをトピックに
整理する (事前に
確認できない): ド
キュメントで使用
されている用語に
基づいてドキュメ
ントを医療カテゴ
リに属するものと
してタグ付け

トピックのモデリ
ング

[Text] (テキスト)

潜在的ディリクレ
配分 (LDA) アルゴ
リズム (p. 1953),
ニューラルト
ピックモデル
(NTM) アルゴリズ
ム (p. 1958)

コーパス内のド
テキスト分
キュメントに事前
析 (p. 986)
定義されたカテゴ
リを割り当てる: ラ
イブラリ内の書籍
を学問分野別に分
類

テキスト分類

[Text] (テキスト)

BlazingText アルゴ
リズム (p. 1943)

ある言語から別の
言語にテキストを
変換する: スペイン
語 → 英語

機械翻訳
アルゴリズム

[Text] (テキスト)

Sequence to
Sequence アルゴ
リズム (p. 1980)

983

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

問題とユースケー
ス例

学習パラダイムま
たはドメイン

問題タイプ

データ入力形式

組み込みアルゴリ
ズム

長いテキストコー
パスを要約する: 研
究論文の要約

テキストの要約

[Text] (テキスト)

Sequence to
Sequence アルゴ
リズム (p. 1980)

オーディオファイ
ルをテキストに変
換する: コールセン
ターの会話を書き
起こしてさらに分
析

Speech-to-text

[Text] (テキスト)

Sequence to
Sequence アルゴ
リズム (p. 1980)

イメージのコンテ
Image
イメージおよびマ
ンツに基づいてイ
Processing (p. 986) ルチラベル分類
メージにラベル/タ
グを付ける: イメー
ジ内のアダルトコ
ンテンツに関する
アラート

[Image] (イメージ)

イメージ分類MXNet (p. 2039)

転移学習を使用し
て画像内の何かを
分類します。

イメージ分類

[Image] (イメージ)

イメージ分類TensorFlow (p. 2050)

イメージ内の人や
物体を検出する: 警
察が行方不明の人
物について大きな
フォトギャラリー
をレビュー

オブジェクトの検
出と分類

[Image] (イメージ)

オブジェクトの検
出 (p. 2064)

画像のすべてのピ
クセルにカテゴリ
を個別にタグ付け
する: 自動運転車が
道中で物体を識別
する準備を整える

コンピュータビ
ジョン

[Image] (イメージ)

セマンティッ
クセグメンテー
ションアルゴリズ
ム (p. 2074)

Docker レジストリパス、データ形式、推奨される Amazon EC2 インスタンスタイプ、に関する重要な情
報 CloudWatch が提供するすべての組み込みアルゴリズムに共通するログ SageMaker、「」を参照してく
ださい組み込みアルゴリズムに関する共通情報 (p. 986)。
次のセクションでは、Amazonに関する追加のガイダンスを示します。 SageMaker 組み込みアルゴリズム
が、属している教師あり学習パラダイムと教師なし学習パラダイム別にグループ化されています。これら
の学習パラダイムとそれに関連する問題タイプの詳細については、「アルゴリズムの選択 (p. 977)」を参
照してください。以下のセクションも用意されています SageMaker テキスト解析と画像処理という 2 つ
の重要な機械学習ドメインに対処するために使用できる組み込みアルゴリズム。
• 事前トレーニング済みのモデルとソリューションテンプレート (p. 985)
• 教師あり学習 (p. 985)
• 教師なし学習 (p. 985)
• テキスト分析 (p. 986)
• Image Processing (p. 986)
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事前トレーニング済みのモデルとソリューションテンプレート
SageMaker JumpStart には、事前にトレーニングされたさまざまなモデル、事前に構築されたソリュー
ションテンプレート、および以下を使用する一般的な問題タイプの例が用意されています。 SageMaker
SDKとスタジオ。これらのモデル、ソリューション、およびサンプルノートブックの詳細については、
SageMaker JumpStart、「」を参照してくださいSageMaker JumpStart (p. 46)。

教師あり学習
アマゾン SageMaker には、分類問題または回帰問題に使用できる組み込みの汎用アルゴリズムがいくつ
か用意されています。
• AutoGluon-表形式分類 (p. 1847)—モデルをアンサンブルして複数のレイヤーに積み重ねることで成功す
るオープンソースの AutoML フレームワーク。
• CatBoost (p. 1854)-順序ブーストツリーアルゴリズムの実装。
• 因数分解機アルゴリズム (p. 1863) - 高次元スパースデータセット内の特徴間の相互作用を経済的にキャ
プチャするように設計された線形モデルの拡張。
• K 最近傍 (k-NN) アルゴリズム (p. 1872) - K 個の最も近いラベル付きポイントを使用して分類用の新し
いデータポイントにラベルを割り当てるか、回帰用の K 近接ポイントの平均から予測ターゲット値を割
り当てるノンパラメトリック手法。
• LightGBM (p. 1881)-効率とスケーラビリティを向上させる勾配ブーストツリーアルゴリズムの実装。グ
ラデーションベースの片側サンプリング (GOSS) と専用フィーチャバンドル (EFB)。
• 線形学習アルゴリズム (p. 1890) - 回帰の線形関数または分類の線形しきい値関数を学習します。
• TabTransformer (p. 1907)—その上に構築された新しいディープテーブル形式のデータモデリングアー
キテクチャ self-attention-basedトランスフォーマー。
• XGBoost アルゴリズム (p. 1914)-より単純で弱いモデルのセットから推定のアンサンブルを組み合わせ
る勾配ブーストツリーアルゴリズムの実装。
アマゾン SageMaker には、時系列データからの特徴量エンジニアリングおよび予測時により特殊なタス
クに使用される組み込み教師あり学習アルゴリズムもいくつか用意されています。
• Object2Vec アルゴリズム (p. 1964) — 特徴量エンジニアリングに使用される新しい高度にカスタマイ
ズ可能な汎用アルゴリズム。高次元オブジェクトの低次元高密度埋め込みを学習して、下流モデルのト
レーニング効率を向上する特徴を生成できます。トレーニングにラベル付きデータが必要なため教師あ
りアルゴリズムですが、明示的な人間による注釈なしで、データ内の自然なクラスタリングから関係ラ
ベルを単純に取得できるシナリオが多数あります。
• DeepAR 予測アルゴリズム (p. 1993) - 予測アルゴリズムは、再帰型ニューラルネットワーク (RNN) を
使用してスカラー (1 次元) 時系列を予測する教師あり学習アルゴリズム。

教師なし学習
アマゾン SageMaker には、クラスタリング、次元削減、パターン認識、異常検出など、さまざまな教師
なし学習タスクに使用できる組み込みアルゴリズムがいくつか用意されています。
• 主成分分析法 (PCA) アルゴリズム (p. 2026) - データポイントを最初のいくつかの主成分に射影するこ
とにより、データセット内の次元 (特徴の数) を縮退させます。目的は、できるだけ多くの情報やバリ
エーションを保持することです。数学者の場合、主成分はデータの共分散行列の固有ベクトルです。
• K-Means アルゴリズム (p. 2018) - 1 つのグループのメンバーができるだけ互いに類似し、他のグループ
のメンバーとできるだけ異なる離散グループをデータ内に見つけます。
• IP Insights (p. 2009) - IPv4 アドレスの使用パターンを学習します。このアルゴリズムは、IPv4 アドレ
スと、ユーザー ID やアカウント番号などの各種エンティティとの間の関連付けをキャプチャするように
設計されています。
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• ランダムカットフォレスト (RCF) アルゴリズム (p. 2030) - その他の高度に構造化またはパターン化さ
れたデータとは異なるデータセット内の異常なデータポイントを検出します。

テキスト分析
SageMaker は、自然言語処理、文書の分類または要約、トピックのモデリングまたは分類、言語の文字起
こしまたは翻訳で使用されるテキスト文書の分析用に調整されたアルゴリズムを提供します。
• BlazingText アルゴリズム (p. 1943) - 大規模なデータセットに簡単に拡張できる Word2vec とテキスト
分類アルゴリズムの高度に最適化された実装。これは、多くの下流の自然言語処理 (NLP) タスクに役立
ちます。
• Sequence to Sequence アルゴリズム (p. 1980) - 一般的にニューラル機械翻訳に使用される教師ありア
ルゴリズム。
• 潜在的ディリクレ配分 (LDA) アルゴリズム (p. 1953) - 一連のドキュメントのトピックを決定するのに適
しているアルゴリズム。これは 教師なしアルゴリズムです。つまり、トレーニング時に回答を含むサン
プルデータを使用しないということです。
• ニューラルトピックモデル (NTM) アルゴリズム (p. 1958) - ニューラルネットワークアプローチを使用
して一連のドキュメントのトピックを決定する別の教師なし手法。

Image Processing
SageMaker には、イメージ分類、オブジェクト検出、コンピュータビジョンに使用される画像処理アルゴ
リズムも用意されています。
• イメージ分類-MXNet (p. 2039) - 回答を含むサンプルデータを使用します (教師ありアルゴリズムと呼ば
れる)。 このアルゴリズムを使用してイメージを分類します。
• イメージ分類- TensorFlow (p. 2050)—事前学習済みを使用 TensorFlow 特定のタスクに合わせて微調整
するハブモデル（教師ありアルゴリズム). このアルゴリズムを使用してイメージを分類します。
• セマンティックセグメンテーションアルゴリズム (p. 2074) - コンピュータビジョンアプリケーション開
発のためのピクセルレベルのきめ細かいアプローチを提供します。
• オブジェクトの検出 (p. 2064) — 1 つの深層ニューラルネットワークを使用して、イメージ内のオブ
ジェクトを検出および分類します。このアルゴリズムは、入力としてイメージを取得し、イメージシー
ン内のオブジェクトのすべてのインスタンスを識別する、教師あり学習アルゴリズムです。
トピック
• 組み込みアルゴリズムに関する共通情報 (p. 986)
• 組み込み SageMaker 表形式データのアルゴリズム (p. 1846)
• 組み込み SageMaker テキストデータのアルゴリズム (p. 1942)
• 組み込み SageMaker 時系列データのアルゴリズム (p. 1993)
• 教師なし組み込み SageMaker アルゴリズム¶ (p. 2008)
• 組み込み SageMaker コンピュータービジョンのアルゴリズム (p. 2038)

組み込みアルゴリズムに関する共通情報
次の表に、Amazonが提供する各アルゴリズムのパラメータを示します。 SageMaker。
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アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

AutoGluon表形式です

トレーニン
グと (オプ
ションで) 検
証

File

CSV

CPU または
GPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

BlazingText

トレーニン
グ

ファイルま
たはパイプ

テキスト
ファイル (1
行に 1 文、
スペース区
切りのトー
クンを含む)

CPU または
GPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

CatBoost

トレーニン
グと (オプ
ションで) 検
証

File

CSV

CPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

DeepAR 予
測

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

File

JSON Lines
または
Parquet

CPU または
GPU

はい

因数分解機

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf

CPU (高密度
データ用の
GPU)

はい

イメージ分
類-MxNet

トレーニ
ファイルま
ングと検
たはパイプ
証、(オプ
ションで)
train_lst、validation_lst、
およびモデ
ル

recordIO ま
たはイメー
ジファイル
(.jpg また
は .png)

GPU

はい

イメー
ジ分類TensorFlow

トレーニン
グと検証

File

イメージ
CPU または はい (単一イ
ファイル
GPU
ンスタンス
(.jpg、.jpg、.jpg、.jpg、.jpg、.j上の複数の
GPU にまた
がる場合の
み)

IP Insights

トレーニン
グ、および
(オプション
で) 検証

File

CSV

CPU または
GPU

K-Means

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU または いいえ
GPUCommon
(1 つ以上の
インスタン
ス上の単一
の GPU デバ
イス)
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アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

最も近い隣
人 (k-NN)

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU または
GPU (1 つ以
上のインス
タンス上の
単一の GPU
デバイス)

はい

LDA

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

LightGBM

トレーニン
グと (オプ
ションで) 検
証

File

CSV

CPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

線形学習

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
検証、テス
ト、または
その両方

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU または
GPU

はい

ニューラル
トピックモ
デル

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
検証、テス
ト、または
その両方

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU または
GPU

はい

Object2Vec

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
検証、テス
ト、または
その両方

File

JSON Lines

CPU または
GPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

オブジェク
トの検出

トレーニ
ファイルま
recordIO ま
ングと検
たはパイプ
たはイメー
証、(オプ
ジファイル
ションで)
(.jpg また
train_annotation、validation_annotation、
は .png)
およびモデ
ル

GPU

はい

PCA

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

CPU または
GPU

はい

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV
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アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

ランダム
カットフォ
レスト

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU

はい

セマン
ティックセ
グメンテー
ション

トレーニ
ファイルま
[Image files] GPU (単一イ
ングと検
たはパイプ
(イメージ
ンスタンス
証、train_annotation、validation_annotation、
ファイル)
のみ)
および (オ
プションで)
label_map お
よびモデル

いいえ

Seq2Seq モ
デリング

トレーニ
ング、検
証、および
vocab

TabTransformerトレーニン
グと (オプ
ションで) 検
証

File

recordIOprotobuf

GPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

File

CSV

CPU または
GPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

XGBoost
トレーニン
ファイルま
(0.90-1、0.90-2、1.0-1、1.2-1、1.2-21)
グ、および
たはパイプ
(オプション
で) 検証

CSV、libsVM、CPU (または
または
1.2-1 の場合
Parquet
GPU)

はい

並列処理可能なアルゴリズムは、トレーニングを分散するために、複数のコンピューティングインスタン
スにデプロイできます。
次のトピックでは、Docker レジストリパス、データ形式、推奨される Amazon EC2 インスタンスタイ
プ、 CloudWatch Amazon が提供するすべての組み込みアルゴリズムに共通するログ SageMaker。
トピック
• Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 989)
• 組み込みアルゴリズムの共通データ形式 (p. 1836)
• 組み込みアルゴリズムのインスタンスタイプ (p. 1845)
• 組み込みアルゴリズムのログ (p. 1845)

Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、各 Amazon に対する Docker レジストリパスとその他のパラメータのリストを示しま
す。 SageMaker アルゴリズムとDeep Learning Containers (DLC) を提供。
次のようにパスを使用します。
• トレーニングジョブ (create_training_job) を作成するには、トレーニングイメージに Docker レジストリ
パス (TrainingImage) とトレーニング入力モード (TrainingInputMode) を指定します。特定のデー
タセットを使用してモデルをトレーニングするには、トレーニングジョブを作成します。
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• モデルを作成するには (create_model)、Docker レジストリパスを指定します (Image) を推論画像用
(PrimaryContainer Image). SageMaker エンドポイント構成に基づく機械学習コンピューティング
インスタンスを起動させてモデルをデプロイします。

Note
レジストリパスの場合、:1 バージョンタグを使用して安定したバージョンのアルゴリズム/DLC
を使用します。:1 タグを持つ推論イメージに :1 タグを含むイメージを使用して、モデルがト
レーニングされるよう確実にホストすることができます。の使用:latestレジストリパスにタグ
を付けると、最も多くの up-to-date アルゴリズム/DLC のバージョンですが、下位互換性の問題が
発生する可能性があります。:latest タグを実稼働環境で使用しないようにしてください。

Important
取得すると SageMaker XGBoost イメージ URI、使用しないでください:latestまたは:1画像
URI タグ用。いずれかを指定する必要があります。サポートされるバージョン (p. 1915)選択する
には SageMaker使用したいネイティブ XGBoost パッケージバージョンの-managed XGBoost コ
ンテナ。に移行されたパッケージバージョンを確認するには SageMaker XGBoost コンテナ、を
参照してくださいDocker レジストリパスとサンプルコード、を選択しますAWS リージョンをク
リックし、XGBoost (アルゴリズム)セクション。
レジストリパスを検索するには、AWS リージョンを選択し、アルゴリズムまたは DLC を選択します。
トピック
• 米国東部 (オハイオ) (us-east-2) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 991)
• 米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1026)
• 米国西部 (北カリフォルニア) (us-west-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1063)
• 米国西部 (オレゴン) (us-west-2) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1098)
• アフリカ (ケープタウン) (af-south-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1133)
• アジアパシフィック (香港) (ap-east-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1166)
• アジアパシフィック (ムンバイ) (ap-south-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1200)
• アジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1235)
• アジアパシフィック (ソウル) (ap-northeast-2) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1261)
• アジアパシフィック (シンガポール) (ap-southeast-1) の Docker レジストリパスとサンプルコー
ド (p. 1296)
• アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2) の Docker レジストリパスとサンプルコー
ド (p. 1331)
• アジアパシフィック (ジャカルタ) (ap-southeast-3) の Docker レジストリパスとサンプルコー
ド (p. 1366)
• アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1388)
• カナダ (中部) (ca-central-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1424)
• 中国 (北京) (cn-north-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1459)
• 中国 (寧夏) (cn-northwest-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1492)
• 欧州 (フランクフルト) (eu-central-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1525)
• 欧州 (アイルランド) (eu-west-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1560)
• 欧州 (ロンドン) (eu-west-2) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1595)
• 欧州 (パリ) (eu-west-3) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1630)
• 欧州 (ストックホルム) (eu-north-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1664)
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• 欧州 (ミラノ) (eu-south-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1697)
• 中東 (バーレーン) (me-south-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1731)
• 南米 (サンパウロ) (sa-east-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 1764)
• 用の Docker レジストリパスとサンプルコードAWS GovCloud (米国西部) (us-gov-west-1) (p. 1798)

米国東部 (オハイオ) (us-east-2) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 992)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 993)
• Chainer (DLC) (p. 993)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 994)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 994)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 994)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 995)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 995)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 995)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 998)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 999)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 999)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 999)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1000)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1000)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1000)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1001)
• MXNet (DLC) (p. 1001)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1004)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1004)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1004)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1005)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1005)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1005)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1006)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1007)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1007)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1007)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1007)
• PyTorch (DLC) (p. 1008)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1011)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1011)
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• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1012)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1012)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1013)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1013)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1013)
• Tensorflow (DLC) (p. 1014)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1022)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1023)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1024)
• VW (アルゴリズム) (p. 1024)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1025)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='useast-2',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

825641698319.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='useast-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us5.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us4.1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us4.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='useast-2',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

211330385671.dkr.ecr.us- 1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

415577184552.dkr.ecr.us- 1.x
east-2.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

915447279597.dkr.ecr.us- 最新
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

566113047672.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='useast-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.4.4.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.4.4.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.4.4.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.4.4.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング
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イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

825641698319.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='useast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

007439368137.dkr.ecr.us1.8
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.5.1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='useast-2',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

007439368137.dkr.ecr.us1.9
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.8
east-2.amazonaws.com/

推論

inf

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>
007439368137.dkr.ecr.us1.7
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

999911452149.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング
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線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='useast-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
east-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='useast-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

777275614652.dkr.ecr.useast-2.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

007439368137.dkr.ecr.us- 最新
east-2.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='useast-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

007439368137.dkr.ecr.us1.8
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='useast-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

007439368137.dkr.ecr.us1.8
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.7
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.6
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.5
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.4
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='useast-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

007439368137.dkr.ecr.us2.4.2
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.15.3
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

007439368137.dkr.ecr.us- 最新
east-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

825641698319.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-east-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='useast-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
east-2.amazonaws.com/

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

pytorchtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
east-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='useast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='useast-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

257758044811.dkr.ecr.us1.0-1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

257758044811.dkr.ecr.us0.23-1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

257758044811.dkr.ecr.us0.20.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-east-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

825641698319.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-east-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

825641698319.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='useast-2',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

314815235551.dkr.ecr.us- 3.1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

314815235551.dkr.ecr.us- 3.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

314815235551.dkr.ecr.us- 2.4
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-east-2',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257758044811.dkr.ecr.us- 2.4
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

257758044811.dkr.ecr.us- 2.2
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='useast-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.9.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.7.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.7.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.5.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.13.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.13.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='useast-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3

1022

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us0.11.1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10.1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='useast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

007439368137.dkr.ecr.us2.5.2
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.15.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3
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Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='useast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.2
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.us0.6.5
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.6
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5.3
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='useast-2',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.us- 8.7.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-east-2',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

257758044811.dkr.ecr.us1.5-1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

257758044811.dkr.ecr.us1.3-1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

257758044811.dkr.ecr.us1.2-2
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

257758044811.dkr.ecr.us1.2-1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

257758044811.dkr.ecr.us1.0-1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

825641698319.dkr.ecr.us1
east-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

257758044811.dkr.ecr.us0.90-2
east-2.amazonaws.com/

0.90

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

0.90

推論、トレーニング

sagemakerxgboost:<tag>
257758044811.dkr.ecr.us0.90-1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1027)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1028)
• Chainer (DLC) (p. 1028)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1029)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1029)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1030)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1030)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1030)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1031)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1034)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1034)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1034)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1035)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1035)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1036)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1036)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1036)
• MXNet (DLC) (p. 1037)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1040)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1040)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1040)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1041)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1041)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1041)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1042)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1043)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1043)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1043)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1044)
• PyTorch (DLC) (p. 1044)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1048)
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• レイ PyTorch (DLC) (p. 1048)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1048)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1049)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1049)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1050)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1050)
• Tensorflow (DLC) (p. 1050)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1059)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1060)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1060)
• VW (アルゴリズム) (p. 1061)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1062)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='useast-1',image_scope='inference',version='0.4')
# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:0.4-cpu-py38'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

autogluoninference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-east-1')
# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingtext:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

811284229777.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='useast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:5.0.0-cpu-py3'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us5.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us4.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us4.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='useast-1',version='1.0',image_scope='processing')
# Output path
'205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

205585389593.dkr.ecr.us- 1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-east-1')
# Output path
'663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:1.x'
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

663277389841.dkr.ecr.us- 1.x
east-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-east-1')
# Output path
'503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

503895931360.dkr.ecr.us- 最新
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-east-1')
# Output path
'522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

522234722520.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-east-1')
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# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='useast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:2.4.1transformers4.4.2-gpu-py37'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-east-1')
# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

811284229777.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='useast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:1.5.1-inf-py3'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

785573368785.dkr.ecr.us1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.5.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='useast-1',version='1.9',py_version='py3')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:1.9-inf-py3'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

785573368785.dkr.ecr.us1.9
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.7
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-east-1')
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# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-east-1')
# Output path
'766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

766337827248.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:1'
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='useast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:1.4.1-cpu-py3'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='useast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11-cpu-py3'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-east-1')
# Output path
'156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

156813124566.dkr.ecr.useast-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:1'
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-east-1')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:latest'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

785573368785.dkr.ecr.us- 最新
east-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='useast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:1.8-cpu-py3'

レジストリパス

バージョン

785573368785.dkr.ecr.us1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='useast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:1.6-cpu-py3'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

785573368785.dkr.ecr.us1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.7
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.6
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.5
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.4
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='useast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:1.15.3-cpupy3'

レジストリパス

バージョン

785573368785.dkr.ecr.us2.4.2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

785573368785.dkr.ecr.us1.15.3
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-east-1')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:latest'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

785573368785.dkr.ecr.us- 最新
east-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-east-1')
# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

811284229777.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:1'
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='useast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:1.8.0-cpu-py3'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
east-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='useast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torchcpu-py36'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='useast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:0.23-1-cpu-py3'
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

683313688378.dkr.ecr.us1.0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

683313688378.dkr.ecr.us0.23-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

683313688378.dkr.ecr.us0.20.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-east-1')
# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

811284229777.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-east-1')
# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:1'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

811284229777.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング
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Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='useast-1',version='3.0',image_scope='processing')
# Output path
'173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:3.0-cpu'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

173754725891.dkr.ecr.us- 3.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

173754725891.dkr.ecr.us- 3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

173754725891.dkr.ecr.us- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-east-1',version='2.4')
# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:2.4'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

683313688378.dkr.ecr.us- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

683313688378.dkr.ecr.us- 2.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='useast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:1.12.0-cpu'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.9.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.7.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.7.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
east-1.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.5.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.13.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.13.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.13.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

1057

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='useast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tfcpu-py3'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='useast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:1.15.0-inf-py3'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

785573368785.dkr.ecr.us2.5.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.15.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='useast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf-cpupy36'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.us0.6.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.6
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5.3
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='vw',region='useast-1',version='8.7.0',image_scope='training')
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0-cpu'

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.us- 8.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-east-1',version='1.5-1')
# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.5-1'

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

683313688378.dkr.ecr.us1.5-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

683313688378.dkr.ecr.us1.3-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

683313688378.dkr.ecr.us1.2-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

683313688378.dkr.ecr.us1.2-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

683313688378.dkr.ecr.us1.0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

811284229777.dkr.ecr.us1
east-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

683313688378.dkr.ecr.us0.90-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

683313688378.dkr.ecr.us0.90-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

米国西部 (北カリフォルニア) (us-west-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1064)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1065)
• Chainer (DLC) (p. 1065)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1066)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1066)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1067)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1067)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1067)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1068)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1070)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1071)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1071)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1071)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1072)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1072)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1072)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1073)
• MXNet (DLC) (p. 1073)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1076)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1076)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1077)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1077)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1077)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1078)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1078)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1079)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1079)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1079)
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• PCA (アルゴリズム) (p. 1080)
• PyTorch (DLC) (p. 1080)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1083)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1084)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1084)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1084)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1085)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1085)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1085)
• Tensorflow (DLC) (p. 1086)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1094)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1095)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1096)
• VW (アルゴリズム) (p. 1096)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1097)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='uswest-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

1064

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.0
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.0
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='uswest-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us5.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us4.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us4.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='uswest-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

740489534195.dkr.ecr.us- 1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

926135532090.dkr.ecr.us- 1.x
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-

処理
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

data-wranglercontainer:<tag>

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

685455198987.dkr.ecr.us- 最新
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング
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Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='uswest-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

huggingface-tensorflowtraining:<tag>
763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.4.4.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.4.4.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='uswest-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

710691900526.dkr.ecr.us1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

710691900526.dkr.ecr.us1.5.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='uswest-1',version='1.9',py_version='py3')

1071

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

710691900526.dkr.ecr.us1.9
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

710691900526.dkr.ecr.us1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

710691900526.dkr.ecr.us1.7
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-west-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='uswest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='uswest-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

890145073186.dkr.ecr.uswest-1.amazonaws.com/

モニタリング

1076

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

710691900526.dkr.ecr.us- 最新
west-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='uswest-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

710691900526.dkr.ecr.us1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

inferencemxnet:<tag>

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='uswest-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

710691900526.dkr.ecr.us1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

710691900526.dkr.ecr.us1.7
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

710691900526.dkr.ecr.us1.6
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

710691900526.dkr.ecr.us1.5
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

710691900526.dkr.ecr.us1.4
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='uswest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

710691900526.dkr.ecr.us2.4.2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

710691900526.dkr.ecr.us1.15.3
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

710691900526.dkr.ecr.us- 最新
west-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='uswest-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング
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レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='uswest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='uswest-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

746614075791.dkr.ecr.us1.0-1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

746614075791.dkr.ecr.us0.23-1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

746614075791.dkr.ecr.us0.20.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='uswest-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

667973535471.dkr.ecr.us- 3.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

667973535471.dkr.ecr.us- 3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

667973535471.dkr.ecr.us- 2.4
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-west-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

746614075791.dkr.ecr.us- 2.4
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

746614075791.dkr.ecr.us- 2.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='uswest-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.9.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.7.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.7.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
west-1.amazonaws.com/

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.5.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowinference:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.13.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.13.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='uswest-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us0.11.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

rl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='uswest-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

710691900526.dkr.ecr.us2.5.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

710691900526.dkr.ecr.us1.15.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3
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Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='uswest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.us0.6.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.6
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5.3
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='uswest-1',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.us- 8.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-west-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

746614075791.dkr.ecr.us1.5-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

746614075791.dkr.ecr.us1.3-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

746614075791.dkr.ecr.us1.2-2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

746614075791.dkr.ecr.us1.2-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

746614075791.dkr.ecr.us1.0-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

632365934929.dkr.ecr.us1
west-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

746614075791.dkr.ecr.us0.90-2
west-1.amazonaws.com/

0.90

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

0.90

推論、トレーニング

sagemakerxgboost:<tag>
746614075791.dkr.ecr.us0.90-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

米国西部 (オレゴン) (us-west-2) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1099)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1100)
• Chainer (DLC) (p. 1100)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1101)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1101)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1101)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1102)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1102)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1102)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1105)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1106)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1106)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1106)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1107)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1107)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1107)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1108)
• MXNet (DLC) (p. 1108)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1111)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1111)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1111)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1112)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1112)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1112)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1113)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1114)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1114)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1114)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1114)
• PyTorch (DLC) (p. 1115)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1118)
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• レイ PyTorch (DLC) (p. 1118)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1119)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1119)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1120)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1120)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1120)
• Tensorflow (DLC) (p. 1121)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1129)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1130)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1131)
• VW (アルゴリズム) (p. 1131)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1132)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='uswest-2',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

433757028032.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='uswest-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us5.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us4.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us4.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='uswest-2',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

306415355426.dkr.ecr.us- 1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

174368400705.dkr.ecr.us- 1.x
west-2.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

895741380848.dkr.ecr.us- 最新
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

156387875391.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='uswest-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.us- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング
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イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

433757028032.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='uswest-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

301217895009.dkr.ecr.us1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.5.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='uswest-2',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

301217895009.dkr.ecr.us1.9
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.8
west-2.amazonaws.com/

推論

inf

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>
301217895009.dkr.ecr.us1.7
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

266724342769.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング
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線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='uswest-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='uswest-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

159807026194.dkr.ecr.uswest-2.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

301217895009.dkr.ecr.us- 最新
west-2.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='uswest-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

301217895009.dkr.ecr.us1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='uswest-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

301217895009.dkr.ecr.us1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.7
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.6
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.5
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.4
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='uswest-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

301217895009.dkr.ecr.us2.4.2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.15.3
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

1113

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

301217895009.dkr.ecr.us- 最新
west-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

433757028032.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='uswest-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
west-2.amazonaws.com/

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

pytorchtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
west-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
west-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='uswest-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='uswest-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

246618743249.dkr.ecr.us1.0-1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

246618743249.dkr.ecr.us0.23-1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

246618743249.dkr.ecr.us0.20.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-west-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

433757028032.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

433757028032.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='uswest-2',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

153931337802.dkr.ecr.us- 3.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

153931337802.dkr.ecr.us- 3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

153931337802.dkr.ecr.us- 2.4
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-west-2',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

246618743249.dkr.ecr.us- 2.4
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

246618743249.dkr.ecr.us- 2.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='uswest-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.9.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.7.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.7.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.5.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

1122

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.13.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.13.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

1127

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='uswest-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.us0.11.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='uswest-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

301217895009.dkr.ecr.us2.5.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.15.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3
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Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='uswest-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.us0.6.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.6
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5.3
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='uswest-2',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.us- 8.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-west-2',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

246618743249.dkr.ecr.us1.5-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

246618743249.dkr.ecr.us1.3-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

246618743249.dkr.ecr.us1.2-2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

246618743249.dkr.ecr.us1.2-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

246618743249.dkr.ecr.us1.0-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

433757028032.dkr.ecr.us1
west-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

246618743249.dkr.ecr.us0.90-2
west-2.amazonaws.com/

0.90

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

0.90

推論、トレーニング

sagemakerxgboost:<tag>
246618743249.dkr.ecr.us0.90-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

アフリカ (ケープタウン) (af-south-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1134)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1135)
• Chainer (DLC) (p. 1135)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1136)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1136)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1136)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1137)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1137)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1137)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1140)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1141)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1141)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1141)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1142)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1142)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1142)
• MXNet (DLC) (p. 1143)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1145)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1146)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1146)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1146)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1147)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1147)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1148)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1148)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1149)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1149)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1149)
• PyTorch (DLC) (p. 1149)
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• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1153)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1153)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1153)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1154)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1154)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1154)
• Tensorflow (DLC) (p. 1155)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1163)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1164)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1164)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1165)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='afsouth-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

626614931356.dkr.ecr.af- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

626614931356.dkr.ecr.af- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

1134

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

626614931356.dkr.ecr.af- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='afsouth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

313743910680.dkr.ecr.af5.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af4.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af4.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='afsouth-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

811711786498.dkr.ecr.af- 1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

143210264188.dkr.ecr.af- 1.x
south-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

314341159256.dkr.ecr.af- 最新
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='afsouth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

626614931356.dkr.ecr.af- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

626614931356.dkr.ecr.af- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

626614931356.dkr.ecr.af- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

626614931356.dkr.ecr.af- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

626614931356.dkr.ecr.af- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

626614931356.dkr.ecr.af- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

626614931356.dkr.ecr.af- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

626614931356.dkr.ecr.af- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング
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イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='afsouth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

774647643957.dkr.ecr.af1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.5.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='afsouth-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

774647643957.dkr.ecr.af1.9
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.8
south-1.amazonaws.com/

推論

inf

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>
774647643957.dkr.ecr.af1.7
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング
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MXNet (DLC)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='afsouth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

626614931356.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

626614931356.dkr.ecr.af1.5.1
south-1.amazonaws.com/

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

313743910680.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

626614931356.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

626614931356.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

mxnet-inferenceeia:<tag>

1144

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

313743910680.dkr.ecr.af1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='afsouth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

313743910680.dkr.ecr.af0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

875698925577.dkr.ecr.afsouth-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='af-south-1')

1146

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

774647643957.dkr.ecr.af- 最新
south-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='afsouth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

774647643957.dkr.ecr.af1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='afsouth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

774647643957.dkr.ecr.af1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.7
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.6
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

774647643957.dkr.ecr.af1.5
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.4
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

inferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='afsouth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

774647643957.dkr.ecr.af2.4.2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.15.3
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

774647643957.dkr.ecr.af- 最新
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論
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オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='afsouth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

626614931356.dkr.ecr.af1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

626614931356.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

626614931356.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

626614931356.dkr.ecr.af1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

626614931356.dkr.ecr.af1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

626614931356.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

626614931356.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

626614931356.dkr.ecr.af1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

626614931356.dkr.ecr.af1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

626614931356.dkr.ecr.af1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

626614931356.dkr.ecr.af1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

626614931356.dkr.ecr.af1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

313743910680.dkr.ecr.af0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='afsouth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

510948584623.dkr.ecr.af1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

510948584623.dkr.ecr.af0.23-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

510948584623.dkr.ecr.af0.20.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='af-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='afsouth-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

309385258863.dkr.ecr.af- 3.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

309385258863.dkr.ecr.af- 3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

309385258863.dkr.ecr.af- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='af-south-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

510948584623.dkr.ecr.af- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

510948584623.dkr.ecr.af- 2.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='afsouth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af2.9.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

626614931356.dkr.ecr.af2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

626614931356.dkr.ecr.af2.7.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af2.7.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.6.3
south-1.amazonaws.com/

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.5.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowinference:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

626614931356.dkr.ecr.af2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

626614931356.dkr.ecr.af2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

626614931356.dkr.ecr.af2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

626614931356.dkr.ecr.af1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

626614931356.dkr.ecr.af1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

626614931356.dkr.ecr.af1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

626614931356.dkr.ecr.af1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

626614931356.dkr.ecr.af1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.13.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

626614931356.dkr.ecr.af1.13.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af1.13.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.13.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

313743910680.dkr.ecr.af1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

313743910680.dkr.ecr.af1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

313743910680.dkr.ecr.af1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

313743910680.dkr.ecr.af1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

313743910680.dkr.ecr.af1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

313743910680.dkr.ecr.af1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

313743910680.dkr.ecr.af1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

313743910680.dkr.ecr.af1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='afsouth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

313743910680.dkr.ecr.af0.11.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

313743910680.dkr.ecr.af0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.10.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.10
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

tensorflow:coach0.11.1<tag>

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='afsouth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

774647643957.dkr.ecr.af2.5.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.15.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='afsouth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

313743910680.dkr.ecr.af0.6.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.6
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.5.3
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='af-south-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

510948584623.dkr.ecr.af1.5-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

510948584623.dkr.ecr.af1.3-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

510948584623.dkr.ecr.af1.2-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

510948584623.dkr.ecr.af1.2-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

510948584623.dkr.ecr.af1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

455444449433.dkr.ecr.af1
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

510948584623.dkr.ecr.af0.90-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

510948584623.dkr.ecr.af0.901
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

アジアパシフィック (香港) (ap-east-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1167)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1168)
• Chainer (DLC) (p. 1169)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1169)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1169)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1170)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1170)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1170)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1171)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1174)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1174)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1174)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1175)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1175)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1175)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1176)
• MXNet (DLC) (p. 1176)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1179)
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• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1179)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1180)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1180)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1180)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1181)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1181)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1182)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1182)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1182)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1183)
• PyTorch (DLC) (p. 1183)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1186)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1187)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1187)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1187)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1188)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1188)
• Tensorflow (DLC) (p. 1189)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1197)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1198)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1198)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1199)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apeast-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

autogluoninference:<tag>
871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-east-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apeast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap5.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap4.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap4.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apeast-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

098760798382.dkr.ecr.ap- 1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

707077482487.dkr.ecr.ap- 1.x
east-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

199566480951.dkr.ecr.ap- 最新
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-east-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apeast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

huggingface-tensorflowinference:<tag>
871362719292.dkr.ecr.ap- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apeast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

110948597952.dkr.ecr.ap1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3
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レジストリパス

バージョン

110948597952.dkr.ecr.ap1.5.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apeast-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

110948597952.dkr.ecr.ap1.9
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.7
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apeast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.5.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

871362719292.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

871362719292.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apeast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.11
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

001633400207.dkr.ecr.apeast-1.amazonaws.com/

モニタリング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

110948597952.dkr.ecr.ap- 最新
east-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apeast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

110948597952.dkr.ecr.ap1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

inferencemxnet:<tag>

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apeast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

110948597952.dkr.ecr.ap1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.7
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.6
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.5
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.4
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apeast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

110948597952.dkr.ecr.ap2.4.2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.15.3
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

110948597952.dkr.ecr.ap- 最新
east-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-east-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apeast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap1.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング
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Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apeast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

651117190479.dkr.ecr.ap1.0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

651117190479.dkr.ecr.ap0.23-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

651117190479.dkr.ecr.ap0.20.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-east-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apeast-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

732049463269.dkr.ecr.ap- 3.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

732049463269.dkr.ecr.ap- 3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

732049463269.dkr.ecr.ap- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-east-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

651117190479.dkr.ecr.ap- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

651117190479.dkr.ecr.ap- 2.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論
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Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apeast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

871362719292.dkr.ecr.ap2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

871362719292.dkr.ecr.ap2.7.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap2.7.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap2.6.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.6.0
east-1.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.5.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap1.13.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

871362719292.dkr.ecr.ap1.13.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.13.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.13.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

057415533634.dkr.ecr.ap1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

057415533634.dkr.ecr.ap1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

057415533634.dkr.ecr.ap1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

057415533634.dkr.ecr.ap1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apeast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap0.11.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.11
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap0.10.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.10
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

110948597952.dkr.ecr.ap2.5.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.15.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap0.6.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.6
east-1.amazonaws.com/

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

057415533634.dkr.ecr.ap0.5.3
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-east-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

651117190479.dkr.ecr.ap1.5-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

651117190479.dkr.ecr.ap1.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

651117190479.dkr.ecr.ap1.2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

651117190479.dkr.ecr.ap1.1-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

651117190479.dkr.ecr.ap1.0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

286214385809.dkr.ecr.ap1
east-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

651117190479.dkr.ecr.ap0.90-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

651117190479.dkr.ecr.ap0.90-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

アジアパシフィック (ムンバイ) (ap-south-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1201)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1202)
• Chainer (DLC) (p. 1202)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1203)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1203)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1204)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1204)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1204)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1205)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1207)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1208)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1208)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1208)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1209)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1209)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1209)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1210)
• MXNet (DLC) (p. 1210)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1213)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1213)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1214)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1214)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1214)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1215)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1215)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1216)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1216)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1216)
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• PCA (アルゴリズム) (p. 1217)
• PyTorch (DLC) (p. 1217)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1220)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1221)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1221)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1222)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1222)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1222)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1223)
• Tensorflow (DLC) (p. 1223)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1232)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1233)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1233)
• VW (アルゴリズム) (p. 1234)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1234)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apsouth-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

1201

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apsouth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap5.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apsouth-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

452307495513.dkr.ecr.ap- 1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

089933028263.dkr.ecr.ap- 1.x
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-

処理
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

data-wranglercontainer:<tag>

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

904829902805.dkr.ecr.ap- 最新
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング
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Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apsouth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

huggingface-tensorflowtraining:<tag>
763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apsouth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763008648453.dkr.ecr.ap1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

763008648453.dkr.ecr.ap1.5.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apsouth-1',version='1.9',py_version='py3')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763008648453.dkr.ecr.ap1.9
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

763008648453.dkr.ecr.ap1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

763008648453.dkr.ecr.ap1.7
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-south-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apsouth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apsouth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

126357580389.dkr.ecr.apsouth-1.amazonaws.com/

モニタリング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763008648453.dkr.ecr.ap- 最新
south-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apsouth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

763008648453.dkr.ecr.ap1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

inferencemxnet:<tag>

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apsouth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763008648453.dkr.ecr.ap1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763008648453.dkr.ecr.ap1.7
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763008648453.dkr.ecr.ap1.6
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763008648453.dkr.ecr.ap1.5
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763008648453.dkr.ecr.ap1.4
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apsouth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763008648453.dkr.ecr.ap2.4.2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763008648453.dkr.ecr.ap1.15.3
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763008648453.dkr.ecr.ap- 最新
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-south-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apsouth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-south-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='apsouth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apsouth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

720646828776.dkr.ecr.ap1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

720646828776.dkr.ecr.ap0.23-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

720646828776.dkr.ecr.ap0.20.0
south-1.amazonaws.com/

0.20.0

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

sagemaker-scikitlearn:<tag>

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apsouth-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

105495057255.dkr.ecr.ap- 3.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

105495057255.dkr.ecr.ap- 3.0
south-1.amazonaws.com/

処理

1222

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-sparkprocessing:<tag>
105495057255.dkr.ecr.ap- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-south-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

720646828776.dkr.ecr.ap- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

720646828776.dkr.ecr.ap- 2.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apsouth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.9.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
south-1.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py39
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apsouth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apsouth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763008648453.dkr.ecr.ap2.5.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

763008648453.dkr.ecr.ap1.15.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apsouth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ap0.6.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap0.6
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5.3
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='apsouth-1',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.ap- 8.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-south-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

720646828776.dkr.ecr.ap1.5-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

1.5.2

推論、トレーニング

1234

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

720646828776.dkr.ecr.ap1.3-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

720646828776.dkr.ecr.ap1.2-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

720646828776.dkr.ecr.ap1.2-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

720646828776.dkr.ecr.ap1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

991648021394.dkr.ecr.ap1
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

720646828776.dkr.ecr.ap0.90-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

720646828776.dkr.ecr.ap0.90-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

アジアパシフィック (大阪) (ap-northeast-3) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1236)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1237)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1238)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1238)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1238)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1239)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1239)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1242)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1242)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1243)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1243)
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• K-Means (アルゴリズム) (p. 1243)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1244)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1244)
• MXNet (DLC) (p. 1244)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1246)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1246)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1246)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1247)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1247)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1248)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1248)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1249)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1249)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1249)
• PyTorch (DLC) (p. 1249)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1252)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1252)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1253)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1253)
• Tensorflow (DLC) (p. 1254)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1260)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1260)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apnortheast-3',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-3.amazonaws.com/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

autogluoninference:<tag>
364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-northeast-3')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apnortheast-3',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

912233562940.dkr.ecr.ap- 1.0
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

479947661362.dkr.ecr.ap- 最新
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

forecastingdeepar:<tag>

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apnortheast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-3.amazonaws.com/

.training
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

huggingface-pytorchtraining:<tag>
364406365360.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング
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Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apnortheast-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

925152966179.dkr.ecr.ap1.8
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apnortheast-3',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

925152966179.dkr.ecr.ap1.9
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.8
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.7
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-northeast-3')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apnortheast-3',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

990339680094.dkr.ecr.apnortheast-3.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-northeast-3')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

925152966179.dkr.ecr.ap- 最新
northeast-3.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apnortheast-3',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

925152966179.dkr.ecr.ap1.8
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apnortheast-3',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

925152966179.dkr.ecr.ap1.8
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.7
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.6
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-

推論

CPU、GPU

py3

1247

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

925152966179.dkr.ecr.ap1.5
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.4
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

inferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apnortheast-3',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

925152966179.dkr.ecr.ap2.4.2
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

925152966179.dkr.ecr.ap- 最新
northeast-3.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論
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オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apnortheast-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

1250

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apnortheast-3',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap1.0-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

867004704886.dkr.ecr.ap0.23-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

867004704886.dkr.ecr.ap0.20.0
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-northeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング
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Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apnortheast-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap2.9.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

364406365360.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

364406365360.dkr.ecr.ap2.7.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap2.7.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap2.6.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-3.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.5.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.4
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.4
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.13.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

364406365360.dkr.ecr.ap1.13.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

-

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apnortheast-3',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

925152966179.dkr.ecr.ap2.5.2
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-3',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap1.5-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

867004704886.dkr.ecr.ap1.3-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

867004704886.dkr.ecr.ap1.2-2
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

867004704886.dkr.ecr.ap1.2-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

867004704886.dkr.ecr.ap1.0-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

867004704886.dkr.ecr.ap1
northeast-3.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

867004704886.dkr.ecr.ap0.90-2
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

867004704886.dkr.ecr.ap0.90-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

アジアパシフィック (ソウル) (ap-northeast-2) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1262)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1263)
• Chainer (DLC) (p. 1264)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1264)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1265)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1265)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1265)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1265)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1266)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1269)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1269)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1269)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1270)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1270)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1270)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1271)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1271)
• MXNet (DLC) (p. 1271)
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• MXNet Coach (DLC) (p. 1274)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1275)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1275)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1275)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1276)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1276)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1277)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1277)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1277)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1278)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1278)
• PyTorch (DLC) (p. 1278)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1282)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1282)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1282)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1283)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1283)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1284)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1284)
• Tensorflow (DLC) (p. 1284)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1293)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1294)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1294)
• VW (アルゴリズム) (p. 1295)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1295)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apnortheast-2',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

306986355934.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apnortheast-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap5.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apnortheast-2',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

263625296855.dkr.ecr.ap- 1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理
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Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

131546521161.dkr.ecr.ap- 1.x
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

578805364391.dkr.ecr.ap- 最新
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

204372634319.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apnortheast-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-2.amazonaws.com/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

huggingface-tensorflowinference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.4.4.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.4.4.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

306986355934.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apnortheast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

151534178276.dkr.ecr.ap1.8
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3
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レジストリパス

バージョン

151534178276.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apnortheast-2',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

151534178276.dkr.ecr.ap1.9
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.8
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.7
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

293181348795.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apnortheast-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

mxnettraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apnortheast-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
northeast-2.amazonaws.com/

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

709848358524.dkr.ecr.apnortheast-2.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

151534178276.dkr.ecr.ap- 最新
northeast-2.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論
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Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apnortheast-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

151534178276.dkr.ecr.ap1.8
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apnortheast-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

151534178276.dkr.ecr.ap1.8
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.7
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.6
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.5
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.4
northeast-2.amazonaws.com/

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

sagemakerinferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apnortheast-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

151534178276.dkr.ecr.ap2.4.2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

151534178276.dkr.ecr.ap- 最新
northeast-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-northeast-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

306986355934.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apnortheast-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

1279

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='apnortheast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apnortheast-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

366743142698.dkr.ecr.ap1.0-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

366743142698.dkr.ecr.ap0.23-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

366743142698.dkr.ecr.ap0.20.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

306986355934.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-northeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

306986355934.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング
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Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apnortheast-2',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

860869212795.dkr.ecr.ap- 3.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

860869212795.dkr.ecr.ap- 3.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

860869212795.dkr.ecr.ap- 2.4
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-2',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

366743142698.dkr.ecr.ap- 2.4
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

366743142698.dkr.ecr.ap- 2.2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apnortheast-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.9.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

1292

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apnortheast-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3

tensorflow:coach0.10.1<tag>
520713654638.dkr.ecr.ap0.10
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apnortheast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

151534178276.dkr.ecr.ap2.5.2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apnortheast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ap0.6.5
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.6
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5.3
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='apnortheast-2',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.ap- 8.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-2',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

366743142698.dkr.ecr.ap1.5-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

366743142698.dkr.ecr.ap1.3-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

366743142698.dkr.ecr.ap1.2-2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

366743142698.dkr.ecr.ap1.2-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

366743142698.dkr.ecr.ap1.0-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

306986355934.dkr.ecr.ap1
northeast-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

366743142698.dkr.ecr.ap0.90-2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

366743142698.dkr.ecr.ap0.90-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

アジアパシフィック (シンガポール) (ap-southeast-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1297)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1299)
• Chainer (DLC) (p. 1299)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1299)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1300)
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• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1300)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1300)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1301)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1301)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1304)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1304)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1305)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1305)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1305)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1306)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1306)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1306)
• MXNet (DLC) (p. 1307)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1309)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1310)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1310)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1310)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1311)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1311)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1312)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1312)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1313)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1313)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1313)
• PyTorch (DLC) (p. 1313)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1317)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1317)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1317)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1318)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1318)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1319)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1319)
• Tensorflow (DLC) (p. 1319)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1328)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1329)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1329)
• VW (アルゴリズム) (p. 1330)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1330)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apsoutheast-1',image_scope='inference',version='0.4')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apsoutheast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap5.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apsoutheast-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

834264404009.dkr.ecr.ap- 1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

119527597002.dkr.ecr.ap- 1.x
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

972752614525.dkr.ecr.ap- 最新
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apsoutheast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング
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Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apsoutheast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

324986816169.dkr.ecr.ap1.8
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apsoutheast-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

324986816169.dkr.ecr.ap1.9
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.8
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.7
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング
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MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apsoutheast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-1.amazonaws.com/

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

mxnet-inferenceeia:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apsoutheast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

245545462676.dkr.ecr.apsoutheast-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-southeast-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

324986816169.dkr.ecr.ap- 最新
southeast-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apsoutheast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

324986816169.dkr.ecr.ap1.8
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apsoutheast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

324986816169.dkr.ecr.ap1.8
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.7
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.6
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-

推論

CPU、GPU

py3

1311

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

324986816169.dkr.ecr.ap1.5
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.4
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

inferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apsoutheast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

324986816169.dkr.ecr.ap2.4.2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

324986816169.dkr.ecr.ap- 最新
southeast-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

1312

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apsoutheast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='apsoutheast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apsoutheast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

121021644041.dkr.ecr.ap1.0-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

121021644041.dkr.ecr.ap0.23-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

121021644041.dkr.ecr.ap0.20.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-southeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング
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Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apsoutheast-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

759080221371.dkr.ecr.ap- 3.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

759080221371.dkr.ecr.ap- 3.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

759080221371.dkr.ecr.ap- 2.4
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

121021644041.dkr.ecr.ap- 2.4
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

121021644041.dkr.ecr.ap- 2.2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apsoutheast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.9.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

1327

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apsoutheast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3

tensorflow:coach0.10.1<tag>
520713654638.dkr.ecr.ap0.10
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apsoutheast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

324986816169.dkr.ecr.ap2.5.2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apsoutheast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ap0.6.5
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.6
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5.3
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='apsoutheast-1',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.ap- 8.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-southeast-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

121021644041.dkr.ecr.ap1.5-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

121021644041.dkr.ecr.ap1.3-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

121021644041.dkr.ecr.ap1.2-2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

121021644041.dkr.ecr.ap1.2-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

121021644041.dkr.ecr.ap1.0-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

475088953585.dkr.ecr.ap1
southeast-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

121021644041.dkr.ecr.ap0.90-2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

121021644041.dkr.ecr.ap0.90-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1332)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1334)
• Chainer (DLC) (p. 1334)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1334)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1335)
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• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1335)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1335)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1336)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1336)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1339)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1339)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1340)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1340)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1340)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1341)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1341)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1341)
• MXNet (DLC) (p. 1342)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1344)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1345)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1345)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1345)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1346)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1346)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1347)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1347)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1348)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1348)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1348)
• PyTorch (DLC) (p. 1348)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1352)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1352)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1352)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1353)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1353)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1354)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1354)
• Tensorflow (DLC) (p. 1354)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1363)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1364)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1364)
• VW (アルゴリズム) (p. 1365)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1365)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apsoutheast-2',image_scope='inference',version='0.4')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.4.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.4.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

544295431143.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apsoutheast-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap5.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apsoutheast-2',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

007051062584.dkr.ecr.ap- 1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

422173101802.dkr.ecr.ap- 1.x
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

184798709955.dkr.ecr.ap- 最新
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

514117268639.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apsoutheast-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.4.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.4.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

544295431143.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング
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Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apsoutheast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

355873309152.dkr.ecr.ap1.8
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apsoutheast-2',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

355873309152.dkr.ecr.ap1.9
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.8
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.7
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

297031611018.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング
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MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apsoutheast-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-2.amazonaws.com/

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

mxnet-inferenceeia:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apsoutheast-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

563025443158.dkr.ecr.apsoutheast-2.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-southeast-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

355873309152.dkr.ecr.ap- 最新
southeast-2.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apsoutheast-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

355873309152.dkr.ecr.ap1.8
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apsoutheast-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

355873309152.dkr.ecr.ap1.8
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.7
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.6
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

355873309152.dkr.ecr.ap1.5
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.4
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

inferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apsoutheast-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

355873309152.dkr.ecr.ap2.4.2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

355873309152.dkr.ecr.ap- 最新
southeast-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論
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オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

544295431143.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apsoutheast-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.4.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.4.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='apsoutheast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apsoutheast-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

783357654285.dkr.ecr.ap1.0-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

783357654285.dkr.ecr.ap0.23-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

783357654285.dkr.ecr.ap0.20.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

544295431143.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-southeast-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

544295431143.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング
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Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apsoutheast-2',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

440695851116.dkr.ecr.ap- 3.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

440695851116.dkr.ecr.ap- 3.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

440695851116.dkr.ecr.ap- 2.4
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-2',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

783357654285.dkr.ecr.ap- 2.4
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

783357654285.dkr.ecr.ap- 2.2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apsoutheast-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.9.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apsoutheast-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3

tensorflow:coach0.10.1<tag>
520713654638.dkr.ecr.ap0.10
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apsoutheast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

355873309152.dkr.ecr.ap2.5.2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apsoutheast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ap0.6.5
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.6
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5.3
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='apsoutheast-2',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.ap- 8.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-southeast-2',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

783357654285.dkr.ecr.ap1.5-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

783357654285.dkr.ecr.ap1.3-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

783357654285.dkr.ecr.ap1.2-2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

783357654285.dkr.ecr.ap1.2-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

783357654285.dkr.ecr.ap1.0-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

544295431143.dkr.ecr.ap1
southeast-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

783357654285.dkr.ecr.ap0.90-2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

783357654285.dkr.ecr.ap0.90-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

アジアパシフィック (ジャカルタ) (ap-southeast-3) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1367)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1368)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1369)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1369)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1369)
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• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1369)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1372)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1373)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1373)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1373)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1374)
• MXNet (DLC) (p. 1374)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1375)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1375)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1376)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1376)
• PyTorch (DLC) (p. 1376)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1379)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1380)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1380)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1380)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1381)
• Tensorflow (DLC) (p. 1381)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1387)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apsoutheast-3',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.0
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.0
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング
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Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apsoutheast-3',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

705930551576.dkr.ecr.ap- 1.0
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apsoutheast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-3.amazonaws.com/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

huggingface-pytorchinference:<tag>
907027046896.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.4.4.4.4.
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.4.4.4.4.
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-southeast-3')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング
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線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apsoutheast-3',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apsoutheast-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング
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Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apsoutheast-3',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap1.0-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

951798379941.dkr.ecr.ap0.23-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

951798379941.dkr.ecr.ap0.20.0
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-southeast-3')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apsoutheast-3',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

732049463269.dkr.ecr.ap- 3.1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

732049463269.dkr.ecr.ap- 3.0
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

732049463269.dkr.ecr.ap- 2.4
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apsoutheast-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap2.9.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

907027046896.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

907027046896.dkr.ecr.ap2.7.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap2.7.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap2.6.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.5.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.13.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.13.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-southeast-3',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

951798379941.dkr.ecr.ap1.5-1
southeast-3.amazonaws.com/

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

1.5.2

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

951798379941.dkr.ecr.ap1.3-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

951798379941.dkr.ecr.ap1.2-2
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

951798379941.dkr.ecr.ap1.2-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

951798379941.dkr.ecr.ap1.0-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

951798379941.dkr.ecr.ap1
southeast-3.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

951798379941.dkr.ecr.ap0.90-2
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

951798379941.dkr.ecr.ap0.90-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

sagemakerxgboost:<tag>

アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1389)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1391)
• Chainer (DLC) (p. 1391)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1391)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1392)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1392)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1392)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1393)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1393)
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• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1396)
•
•
•
•
•

イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1396)
Inferentia MXNet (DLC) (p. 1397)
Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1397)
K-Means (アルゴリズム) (p. 1397)
KNN (アルゴリズム) (p. 1398)

• LDA (アルゴリズム) (p. 1398)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1398)
• MXNet (DLC) (p. 1399)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1401)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1402)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1402)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1402)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1403)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1403)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1404)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1404)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1405)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1405)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1405)
• PyTorch (DLC) (p. 1405)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1409)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1409)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1410)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1410)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1410)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1411)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1411)
• Tensorflow (DLC) (p. 1412)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1420)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1421)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1421)
• VW (アルゴリズム) (p. 1422)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1423)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apnortheast-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-1.amazonaws.com/

.training
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

autogluontraining:<tag>
763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

501404015308.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apnortheast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap5.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apnortheast-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

377024640650.dkr.ecr.ap- 1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

649008135260.dkr.ecr.ap- 1.x
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

430734990657.dkr.ecr.ap- 最新
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

633353088612.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apnortheast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

501404015308.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング
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Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apnortheast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

941853720454.dkr.ecr.ap1.8
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apnortheast-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

941853720454.dkr.ecr.ap1.9
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.8
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.7
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-northeast-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

258307448986.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング
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MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apnortheast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-1.amazonaws.com/

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

mxnet-inferenceeia:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apnortheast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

1401

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

574779866223.dkr.ecr.apnortheast-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-northeast-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

941853720454.dkr.ecr.ap- 最新
northeast-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apnortheast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

941853720454.dkr.ecr.ap1.8
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apnortheast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

941853720454.dkr.ecr.ap1.8
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.7
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.6
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

941853720454.dkr.ecr.ap1.5
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.4
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

inferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apnortheast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

941853720454.dkr.ecr.ap2.4.2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

941853720454.dkr.ecr.ap- 最新
northeast-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論
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オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

501404015308.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apnortheast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='apnortheast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36
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Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apnortheast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

354813040037.dkr.ecr.ap1.0-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

354813040037.dkr.ecr.ap0.23-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

354813040037.dkr.ecr.ap0.20.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

501404015308.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-northeast-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

501404015308.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apnortheast-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

411782140378.dkr.ecr.ap- 3.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

411782140378.dkr.ecr.ap- 3.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

411782140378.dkr.ecr.ap- 2.4
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

354813040037.dkr.ecr.ap- 2.4
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

354813040037.dkr.ecr.ap- 2.2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論
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Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apnortheast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.9.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-1.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apnortheast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

tensorflow:coach0.11.0<tag>

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apnortheast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

941853720454.dkr.ecr.ap2.5.2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apnortheast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ap0.6.5
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.6
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5.3
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='apnortheast-1',version='8.7.0',image_scope='training')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.ap- 8.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

354813040037.dkr.ecr.ap1.5-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

354813040037.dkr.ecr.ap1.3-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

354813040037.dkr.ecr.ap1.2-2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

354813040037.dkr.ecr.ap1.2-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

354813040037.dkr.ecr.ap1.0-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

501404015308.dkr.ecr.ap1
northeast-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

354813040037.dkr.ecr.ap0.90-2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

354813040037.dkr.ecr.ap0.90-1
northeast-1.amazonaws.com/

0.90

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

sagemakerxgboost:<tag>

カナダ (中部) (ca-central-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1425)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1426)
• Chainer (DLC) (p. 1426)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1427)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1427)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1427)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1428)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1428)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1428)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1431)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1432)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1432)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1432)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1433)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1433)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1433)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1434)
• MXNet (DLC) (p. 1434)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1437)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1437)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1437)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1438)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1438)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1438)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1439)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1440)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1440)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1440)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1440)
• PyTorch (DLC) (p. 1441)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1444)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1444)
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• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1445)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1445)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1446)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1446)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1446)
• Tensorflow (DLC) (p. 1447)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1455)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1456)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1457)
• VW (アルゴリズム) (p. 1457)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1458)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='cacentral-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.5.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.5.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.3
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.3
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.0
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.0
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.3.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.3.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.3.1
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.3.1
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='cacentral-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ca5.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca4.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca4.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='cacentral-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

675030665977.dkr.ecr.ca- 1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

557239378090.dkr.ecr.ca- 1.x
central-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

519511493484.dkr.ecr.ca- 最新
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cacentral-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.5.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.5.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.4.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.4.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング
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イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='cacentral-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

464438896020.dkr.ecr.ca1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.5.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='cacentral-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

464438896020.dkr.ecr.ca1.9
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.8
central-1.amazonaws.com/

推論

inf

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>
464438896020.dkr.ecr.ca1.7
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング
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線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cacentral-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.5.1
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.2.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.2.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.12.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

520713654638.dkr.ecr.ca0.12.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cacentral-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ca0.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.11
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

536280801234.dkr.ecr.cacentral-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

464438896020.dkr.ecr.ca- 最新
central-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='cacentral-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

464438896020.dkr.ecr.ca1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='cacentral-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

464438896020.dkr.ecr.ca1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.7
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.6
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.5
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.4
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cacentral-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

464438896020.dkr.ecr.ca2.4.2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.15.3
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

464438896020.dkr.ecr.ca- 最新
central-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ca-central-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='cacentral-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca1.12.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.12.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.11.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.11.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.10.2
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.10.2
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.10.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.10.0
central-1.amazonaws.com/

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.7.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.7.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

pytorchtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.5.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.5.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.4.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.4.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.2.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.2.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ca1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='cacentral-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ca0.8.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cacentral-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

341280168497.dkr.ecr.ca1.0-1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

341280168497.dkr.ecr.ca0.23-1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

341280168497.dkr.ecr.ca0.20.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

semanticsegmentation:<tag>

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ca-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cacentral-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

446299261295.dkr.ecr.ca- 3.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

446299261295.dkr.ecr.ca- 3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

446299261295.dkr.ecr.ca- 2.4
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ca-central-1',version='2.4')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

341280168497.dkr.ecr.ca- 2.4
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

341280168497.dkr.ecr.ca- 2.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='cacentral-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca2.9.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ca2.8.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.8.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ca2.7.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca2.7.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.6.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.6.3
central-1.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca2.6.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca2.6.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.6.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca2.5.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.5.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.5.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.4.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.4.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.4.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.4.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.5
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.5
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.ca1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.13.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ca1.13.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.13.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.13.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ca1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ca1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ca1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ca1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ca1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ca1.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.5.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.5.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='cacentral-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

462105765813.dkr.ecr.ca1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.ca0.11.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.11
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.10.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.10
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='cacentral-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

464438896020.dkr.ecr.ca2.5.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.15.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3
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Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='cacentral-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.ca0.8.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ca0.8.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ca0.6.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.6
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.5.3
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='cacentral-1',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.ca- 8.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ca-central-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

341280168497.dkr.ecr.ca1.5-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

341280168497.dkr.ecr.ca1.3-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

341280168497.dkr.ecr.ca1.2-2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

341280168497.dkr.ecr.ca1.2-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

341280168497.dkr.ecr.ca1.0-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

469771592824.dkr.ecr.ca1
central-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

341280168497.dkr.ecr.ca0.90-2
central-1.amazonaws.com/

0.90

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

0.90

推論、トレーニング

sagemakerxgboost:<tag>
341280168497.dkr.ecr.ca0.90-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

中国 (北京) (cn-north-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1460)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1460)
• Chainer (DLC) (p. 1461)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1461)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1462)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1462)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1462)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1462)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1463)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1466)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1466)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1466)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1467)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1467)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1467)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1468)
• MXNet (DLC) (p. 1468)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1471)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1471)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1472)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1472)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1472)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1473)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1473)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1474)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1474)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1474)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1475)
• PyTorch (DLC) (p. 1475)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1478)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1479)
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• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1479)
•
•
•
•
•

Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1479)
Spark (アルゴリズム) (p. 1480)
SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1480)
Tensorflow (DLC) (p. 1481)
Tensorflow Coach (DLC) (p. 1489)

• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1490)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1490)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1491)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='cnnorth-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.5.2
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.3
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.2
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.3.2
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='cnnorth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn5.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn4.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn4.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='cnnorth-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

122526803553.dkr.ecr.cn- 1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

1461

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

245909111842.dkr.ecr.cn- 1.x
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

618459771430.dkr.ecr.cn- 最新
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='cn-north-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cnnorth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
north-1.amazonaws.com.cn/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

huggingface-tensorflowinference:<tag>
727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.4.4.4.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

1465

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.4.4.4.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='cnnorth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

472730292857.dkr.ecr.cn1.8
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neomxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3
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レジストリパス

バージョン

472730292857.dkr.ecr.cn1.5.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neomxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='cnnorth-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

472730292857.dkr.ecr.cn1.9
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.8
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.7
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='knn',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
knn:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cnnorth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.1
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.2.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.2.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn1.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.12.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.12.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cnnorth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn0.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.11
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

453000072557.dkr.ecr.cnnorth-1.amazonaws.com.cn/

モニタリング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

472730292857.dkr.ecr.cn- 最新
north-1.amazonaws.com.cn/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='cnnorth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

472730292857.dkr.ecr.cn1.8
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

inferencemxnet:<tag>

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='cnnorth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

472730292857.dkr.ecr.cn1.8
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.7
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.6
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.5
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.4
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cnnorth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

472730292857.dkr.ecr.cn2.4.2
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.15.3
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

472730292857.dkr.ecr.cn- 最新
north-1.amazonaws.com.cn/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='cn-north-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='cnnorth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.12.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.12.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.2.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.2.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='cn-north-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cnnorth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

450853457545.dkr.ecr.cn1.0-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

450853457545.dkr.ecr.cn0.23-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

450853457545.dkr.ecr.cn0.20.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='cn-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cnnorth-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

671472414489.dkr.ecr.cn- 3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

671472414489.dkr.ecr.cn- 3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

671472414489.dkr.ecr.cn- 2.4
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-north-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

450853457545.dkr.ecr.cn- 2.4
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

450853457545.dkr.ecr.cn- 2.2
north-1.amazonaws.com.cn/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-sparkmlserving:<tag>

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='cnnorth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn2.9.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

727897471807.dkr.ecr.cn2.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

727897471807.dkr.ecr.cn2.7.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.4
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.4
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.5
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.5
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.4
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.4
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn1.13.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.13.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.13.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.13.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

422961961927.dkr.ecr.cn1.12.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

422961961927.dkr.ecr.cn1.12.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

422961961927.dkr.ecr.cn1.12.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

422961961927.dkr.ecr.cn1.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn1.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.10.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.10.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.10.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='cnnorth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn0.11.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.11
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn0.10.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.10
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='cnnorth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

472730292857.dkr.ecr.cn2.5.2
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.15.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='cnnorth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn0.6.5
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.6
north-1.amazonaws.com.cn/

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

422961961927.dkr.ecr.cn0.5.3
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.5
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='cn-north-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

450853457545.dkr.ecr.cn1.5-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

450853457545.dkr.ecr.cn1.3-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

450853457545.dkr.ecr.cn1.2-2
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

450853457545.dkr.ecr.cn1.2-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

450853457545.dkr.ecr.cn1.0-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

390948362332.dkr.ecr.cn1
north-1.amazonaws.com.cn/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

450853457545.dkr.ecr.cn0.90-2
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

450853457545.dkr.ecr.cn0.90-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

中国 (寧夏) (cn-northwest-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1493)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1494)
• Chainer (DLC) (p. 1494)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1494)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1495)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1495)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1495)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1496)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1496)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1499)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1499)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1499)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1500)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1500)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1501)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1501)
• MXNet (DLC) (p. 1501)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1504)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1504)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1505)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1505)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1505)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1506)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1506)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1507)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1507)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1507)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1508)
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• PyTorch (DLC) (p. 1508)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1511)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1512)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1512)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1512)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1513)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1513)
• Tensorflow (DLC) (p. 1514)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1522)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1523)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1523)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1524)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='cnnorthwest-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.5.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.3.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

推論
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BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='cnnorthwest-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

423003514399.dkr.ecr.cn5.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn4.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn4.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='cnnorthwest-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

122578899357.dkr.ecr.cn- 1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/

処理
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249157047649.dkr.ecr.cn- 1.x
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

658757709296.dkr.ecr.cn- 最新
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング
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因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cnnorthwest-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='cnnorthwest-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

474822919863.dkr.ecr.cn1.8
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.5.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='cnnorthwest-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

474822919863.dkr.ecr.cn1.9
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.8
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.7
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング
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KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
knn:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cnnorthwest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.2.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.2.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

423003514399.dkr.ecr.cn1.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.12.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.12.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cnnorthwest-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

423003514399.dkr.ecr.cn0.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.11
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='cn-northwest-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

453252182341.dkr.ecr.cnnorthwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

474822919863.dkr.ecr.cn- 最新
northwest-1.amazonaws.com.cn/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='cnnorthwest-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

474822919863.dkr.ecr.cn1.8
northwest-1.amazonaws.com.cn/

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

sagemakerinferencemxnet:<tag>

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='cnnorthwest-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

474822919863.dkr.ecr.cn1.8
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.7
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.6
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.5
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cnnorthwest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

474822919863.dkr.ecr.cn2.4.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.15.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

474822919863.dkr.ecr.cn- 最新
northwest-1.amazonaws.com.cn/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='cn-northwest-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='cnnorthwest-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.12.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.12.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.2.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.2.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='cn-northwest-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cnnorthwest-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

451049120500.dkr.ecr.cn1.0-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

451049120500.dkr.ecr.cn0.23-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

451049120500.dkr.ecr.cn0.20.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='cn-northwest-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cnnorthwest-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

844356804704.dkr.ecr.cn- 3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

844356804704.dkr.ecr.cn- 3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

844356804704.dkr.ecr.cn- 2.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-northwest-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

451049120500.dkr.ecr.cn- 2.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

451049120500.dkr.ecr.cn- 2.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-sparkmlserving:<tag>

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='cnnorthwest-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn2.9.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

727897471807.dkr.ecr.cn2.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

727897471807.dkr.ecr.cn2.7.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.5
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.5
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

423003514399.dkr.ecr.cn1.13.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.13.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.13.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.13.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

423003514399.dkr.ecr.cn1.12.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

423003514399.dkr.ecr.cn1.12.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

423003514399.dkr.ecr.cn1.12.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

423003514399.dkr.ecr.cn1.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

423003514399.dkr.ecr.cn1.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.10.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.10.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.10.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

423003514399.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='cnnorthwest-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

423003514399.dkr.ecr.cn0.11.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.11
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

423003514399.dkr.ecr.cn0.10.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.10
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='cnnorthwest-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

474822919863.dkr.ecr.cn2.5.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.15.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='cnnorthwest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

423003514399.dkr.ecr.cn0.6.5
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.6
northwest-1.amazonaws.com.cn/

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

423003514399.dkr.ecr.cn0.5.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.5
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='cn-northwest-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

451049120500.dkr.ecr.cn1.5-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

451049120500.dkr.ecr.cn1.3-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

451049120500.dkr.ecr.cn1.2-2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

451049120500.dkr.ecr.cn1.2-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

451049120500.dkr.ecr.cn1.0-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

387376663083.dkr.ecr.cn1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

451049120500.dkr.ecr.cn0.90-2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

451049120500.dkr.ecr.cn0.90-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

欧州 (フランクフルト) (eu-central-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1526)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1527)
• Chainer (DLC) (p. 1527)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1528)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1528)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1529)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1529)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1529)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1530)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1532)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1533)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1533)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1533)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1534)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1534)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1534)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1535)
• MXNet (DLC) (p. 1535)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1538)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1538)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1539)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1539)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1539)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1540)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1540)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1541)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1541)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1541)
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• PCA (アルゴリズム) (p. 1542)
• PyTorch (DLC) (p. 1542)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1545)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1546)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1546)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1547)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1547)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1547)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1548)
• Tensorflow (DLC) (p. 1548)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1557)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1558)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1558)
• VW (アルゴリズム) (p. 1559)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1559)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eucentral-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

813361260812.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eucentral-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu5.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eucentral-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

017069133835.dkr.ecr.eu- 1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

024640144536.dkr.ecr.eu- 1.x
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-

処理
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

data-wranglercontainer:<tag>

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

482524230118.dkr.ecr.eu- 最新
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

495149712605.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング
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Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eucentral-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

huggingface-tensorflowtraining:<tag>
763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

813361260812.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eucentral-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

746233611703.dkr.ecr.eu1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

746233611703.dkr.ecr.eu1.5.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eucentral-1',version='1.9',py_version='py3')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

746233611703.dkr.ecr.eu1.9
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

746233611703.dkr.ecr.eu1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

746233611703.dkr.ecr.eu1.7
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='eu-central-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

353608530281.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eucentral-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eucentral-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

048819808253.dkr.ecr.eucentral-1.amazonaws.com/

モニタリング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

746233611703.dkr.ecr.eu- 最新
central-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eucentral-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

746233611703.dkr.ecr.eu1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

inferencemxnet:<tag>

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eucentral-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

746233611703.dkr.ecr.eu1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

746233611703.dkr.ecr.eu1.7
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

746233611703.dkr.ecr.eu1.6
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

746233611703.dkr.ecr.eu1.5
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

746233611703.dkr.ecr.eu1.4
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eucentral-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

746233611703.dkr.ecr.eu2.4.2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

746233611703.dkr.ecr.eu1.15.3
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

746233611703.dkr.ecr.eu- 最新
central-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

813361260812.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-central-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eucentral-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-central-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='eucentral-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eucentral-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

492215442770.dkr.ecr.eu1.0-1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

492215442770.dkr.ecr.eu0.23-1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

492215442770.dkr.ecr.eu0.20.0
central-1.amazonaws.com/

0.20.0

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

sagemaker-scikitlearn:<tag>

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

813361260812.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-central-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

813361260812.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eucentral-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

906073651304.dkr.ecr.eu- 3.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

906073651304.dkr.ecr.eu- 3.0
central-1.amazonaws.com/

処理
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-sparkprocessing:<tag>
906073651304.dkr.ecr.eu- 2.4
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-central-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

492215442770.dkr.ecr.eu- 2.4
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

492215442770.dkr.ecr.eu- 2.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eucentral-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.9.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
central-1.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py39
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eucentral-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eucentral-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

746233611703.dkr.ecr.eu2.5.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

746233611703.dkr.ecr.eu1.15.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eucentral-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.eu0.6.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.6
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5.3
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='eucentral-1',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.eu- 8.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-central-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

492215442770.dkr.ecr.eu1.5-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

1.5.2

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

492215442770.dkr.ecr.eu1.3-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

492215442770.dkr.ecr.eu1.2-2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

492215442770.dkr.ecr.eu1.2-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

492215442770.dkr.ecr.eu1.0-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

813361260812.dkr.ecr.eu1
central-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

492215442770.dkr.ecr.eu0.90-2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

492215442770.dkr.ecr.eu0.90-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

欧州 (アイルランド) (eu-west-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1561)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1563)
• Chainer (DLC) (p. 1563)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1563)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1564)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1564)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1564)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1565)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1565)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1568)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1568)
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• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1568)
•
•
•
•
•

Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1569)
K-Means (アルゴリズム) (p. 1569)
KNN (アルゴリズム) (p. 1570)
LDA (アルゴリズム) (p. 1570)
線形学習 (アルゴリズム) (p. 1570)

• MXNet (DLC) (p. 1570)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1573)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1574)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1574)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1574)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1575)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1575)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1576)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1576)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1576)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1577)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1577)
• PyTorch (DLC) (p. 1577)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1581)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1581)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1581)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1582)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1582)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1583)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1583)
• Tensorflow (DLC) (p. 1583)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1592)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1593)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1593)
• VW (アルゴリズム) (p. 1594)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1594)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='euwest-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論
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BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

685385470294.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='euwest-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu5.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='euwest-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

131013547314.dkr.ecr.eu- 1.0
west-1.amazonaws.com/

処理
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

245179582081.dkr.ecr.eu- 1.x
west-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

929884845733.dkr.ecr.eu- 最新
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

224300973850.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング
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因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='euwest-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

685385470294.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='euwest-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

802834080501.dkr.ecr.eu1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.5.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='euwest-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

802834080501.dkr.ecr.eu1.9
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.7
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング
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KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

999678624901.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='euwest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='euwest-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11
west-1.amazonaws.com/

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

468650794304.dkr.ecr.euwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

802834080501.dkr.ecr.eu- 最新
west-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論
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Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='euwest-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

802834080501.dkr.ecr.eu1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='euwest-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

802834080501.dkr.ecr.eu1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.7
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.6
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.5
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.4
west-1.amazonaws.com/

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

sagemakerinferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='euwest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

802834080501.dkr.ecr.eu2.4.2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.15.3
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

802834080501.dkr.ecr.eu- 最新
west-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

685385470294.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='euwest-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
west-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='euwest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='euwest-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

141502667606.dkr.ecr.eu1.0-1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

141502667606.dkr.ecr.eu0.23-1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

141502667606.dkr.ecr.eu0.20.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

685385470294.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

685385470294.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング
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Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='euwest-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

571004829621.dkr.ecr.eu- 3.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

571004829621.dkr.ecr.eu- 3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

571004829621.dkr.ecr.eu- 2.4
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

141502667606.dkr.ecr.eu- 2.4
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

141502667606.dkr.ecr.eu- 2.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='euwest-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.9.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

1590

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='euwest-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3

tensorflow:coach0.10.1<tag>
520713654638.dkr.ecr.eu0.10
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='euwest-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

802834080501.dkr.ecr.eu2.5.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.15.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='euwest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.eu0.6.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.6
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5.3
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='euwest-1',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.eu- 8.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-west-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

141502667606.dkr.ecr.eu1.5-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

141502667606.dkr.ecr.eu1.3-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

141502667606.dkr.ecr.eu1.2-2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

141502667606.dkr.ecr.eu1.2-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

141502667606.dkr.ecr.eu1.0-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

685385470294.dkr.ecr.eu1
west-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

141502667606.dkr.ecr.eu0.90-2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

141502667606.dkr.ecr.eu0.90-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

欧州 (ロンドン) (eu-west-2) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1596)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1598)
• Chainer (DLC) (p. 1598)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1598)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1599)
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• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1599)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1599)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1600)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1600)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1603)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1603)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1604)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1604)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1604)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1605)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1605)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1605)
• MXNet (DLC) (p. 1606)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1608)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1609)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1609)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1609)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1610)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1610)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1611)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1611)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1612)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1612)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1612)
• PyTorch (DLC) (p. 1612)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1616)
• レイ PyTorch (DLC) (p. 1616)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1616)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1617)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1617)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1617)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1618)
• Tensorflow (DLC) (p. 1618)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1627)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1628)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1628)
• VW (アルゴリズム) (p. 1629)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1629)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='euwest-2',image_scope='inference',version='0.4')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='euwest-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu5.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。

1598

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='euwest-2',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

440796970383.dkr.ecr.eu- 1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

894491911112.dkr.ecr.eu- 1.x
west-2.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

250201462417.dkr.ecr.eu- 最新
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-west-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='euwest-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング
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Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='euwest-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

205493899709.dkr.ecr.eu1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

205493899709.dkr.ecr.eu1.5.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='euwest-2',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

205493899709.dkr.ecr.eu1.9
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

205493899709.dkr.ecr.eu1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

205493899709.dkr.ecr.eu1.7
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-west-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

1605

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='euwest-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
west-2.amazonaws.com/

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

mxnet-inferenceeia:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='euwest-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749857270468.dkr.ecr.euwest-2.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-west-2')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

205493899709.dkr.ecr.eu- 最新
west-2.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='euwest-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

205493899709.dkr.ecr.eu1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='euwest-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

205493899709.dkr.ecr.eu1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

205493899709.dkr.ecr.eu1.7
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

205493899709.dkr.ecr.eu1.6
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

205493899709.dkr.ecr.eu1.5
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

205493899709.dkr.ecr.eu1.4
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

inferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='euwest-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

205493899709.dkr.ecr.eu2.4.2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

205493899709.dkr.ecr.eu1.15.3
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

205493899709.dkr.ecr.eu- 最新
west-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論
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オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='euwest-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

レイ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='euwest-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5torch-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='euwest-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

1616

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

764974769150.dkr.ecr.eu1.01
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

764974769150.dkr.ecr.eu0.23-1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.223.2

推論、トレーニング

764974769150.dkr.ecr.eu0.20.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-2')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='spark',region='euwest-2',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

836651553127.dkr.ecr.eu- 3.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

836651553127.dkr.ecr.eu- 3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

836651553127.dkr.ecr.eu- 2.4
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-2',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

764974769150.dkr.ecr.eu- 2.4
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

764974769150.dkr.ecr.eu- 2.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='euwest-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.9.1
west-2.amazonaws.com/

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

.training

CPU、GPU

py39
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

1625

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='euwest-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10.1
west-2.amazonaws.com/

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3

sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>
520713654638.dkr.ecr.eu0.10
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='euwest-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

205493899709.dkr.ecr.eu2.5.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

205493899709.dkr.ecr.eu1.15.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='euwest-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

トレーニング

CPU、GPU

py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.eu0.6.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.6
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5.3
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

container:ray-0.8.5tf-<tag>

VW (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='euwest-2',version='8.7.0',image_scope='training')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

462105765813.dkr.ecr.eu- 8.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

トレーニング

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-west-2',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

764974769150.dkr.ecr.eu1.5-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

764974769150.dkr.ecr.eu1.3-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

764974769150.dkr.ecr.eu1.2-2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

764974769150.dkr.ecr.eu1.2-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

764974769150.dkr.ecr.eu1.01
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

644912444149.dkr.ecr.eu1
west-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

764974769150.dkr.ecr.eu0.90-2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

764974769150.dkr.ecr.eu0.90-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

欧州 (パリ) (eu-west-3) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1631)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1633)
• Chainer (DLC) (p. 1633)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1633)
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• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1634)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1634)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1634)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1635)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1635)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1638)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1638)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1639)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1639)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1639)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1640)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1640)
• MXNet (DLC) (p. 1640)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1643)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1644)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1644)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1644)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1644)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1645)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1645)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1646)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1646)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1646)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1647)
• PyTorch (DLC) (p. 1647)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1650)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1651)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1651)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1651)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1652)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1652)
• Tensorflow (DLC) (p. 1653)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1661)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1662)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1662)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1663)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='euwest-3',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-3.amazonaws.com/

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

autogluontraining:<tag>
763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='euwest-3',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu5.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='euwest-3',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

341593696636.dkr.ecr.eu- 1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

807237891255.dkr.ecr.eu- 1.x
west-3.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

447278800020.dkr.ecr.eu- 最新
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-west-3')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='euwest-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング
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Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='euwest-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

254080097072.dkr.ecr.eu1.8
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.5.1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='euwest-3',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

254080097072.dkr.ecr.eu1.9
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.8
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.7
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-west-3')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='euwest-3',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
west-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='euwest-3',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

680080141114.dkr.ecr.euwest-3.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

254080097072.dkr.ecr.eu- 最新
west-3.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='euwest-3',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

254080097072.dkr.ecr.eu1.8
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='euwest-3',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

254080097072.dkr.ecr.eu1.8
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.7
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.6
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.5
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.4
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='euwest-3',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

254080097072.dkr.ecr.eu2.4.2
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.15.3
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

254080097072.dkr.ecr.eu- 最新
west-3.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-3')

1646

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='euwest-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング
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Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='euwest-3',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

659782779980.dkr.ecr.eu1.0-1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

659782779980.dkr.ecr.eu0.23-1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

659782779980.dkr.ecr.eu0.20.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-3')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='euwest-3',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

136845547031.dkr.ecr.eu- 3.1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

136845547031.dkr.ecr.eu- 3.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

136845547031.dkr.ecr.eu- 2.4
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-3',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

659782779980.dkr.ecr.eu- 2.4
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

659782779980.dkr.ecr.eu- 2.2
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論
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Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='euwest-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.9.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-3.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

1655

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='euwest-3',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.10.1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='euwest-3',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

254080097072.dkr.ecr.eu2.5.2
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.15.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='euwest-3',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.6.5
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.6
west-3.amazonaws.com/

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.5.3
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-west-3',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

659782779980.dkr.ecr.eu1.5-1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

659782779980.dkr.ecr.eu1.3-1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

659782779980.dkr.ecr.eu1.2-2
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

659782779980.dkr.ecr.eu1.2-1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

659782779980.dkr.ecr.eu1.0-1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

749696950732.dkr.ecr.eu1
west-3.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

659782779980.dkr.ecr.eu0.90-2
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

659782779980.dkr.ecr.eu0.90-1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

欧州 (ストックホルム) (eu-north-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1665)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1666)
• Chainer (DLC) (p. 1666)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1667)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1667)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1667)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1668)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1668)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1668)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1671)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1672)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1672)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1672)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1673)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1673)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1673)
• MXNet (DLC) (p. 1674)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1676)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1677)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1677)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1677)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1678)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1678)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1679)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1679)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1680)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1680)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1680)
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• PyTorch (DLC) (p. 1680)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1684)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1684)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1685)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1685)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1685)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1686)
• Tensorflow (DLC) (p. 1686)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1694)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1695)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1696)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1696)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eunorth-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eunorth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu5.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eunorth-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763603941244.dkr.ecr.eu- 1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

054986407534.dkr.ecr.eu- 1.x
north-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

314864569078.dkr.ecr.eu- 最新
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eunorth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング
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イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eunorth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

601324751636.dkr.ecr.eu1.8
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.5.1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eunorth-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

601324751636.dkr.ecr.eu1.9
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.8
north-1.amazonaws.com/

推論

inf

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>
601324751636.dkr.ecr.eu1.7
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング
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MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eunorth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
north-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
north-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
north-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
north-1.amazonaws.com/

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

mxnet-inferenceeia:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eunorth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

895015795356.dkr.ecr.eunorth-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-north-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

601324751636.dkr.ecr.eu- 最新
north-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eunorth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

601324751636.dkr.ecr.eu1.8
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eunorth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

601324751636.dkr.ecr.eu1.8
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.7
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.6
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

601324751636.dkr.ecr.eu1.5
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.4
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

inferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eunorth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

601324751636.dkr.ecr.eu2.4.2
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.15.3
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

601324751636.dkr.ecr.eu- 最新
north-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論
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オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eunorth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
north-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eunorth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

662702820516.dkr.ecr.eu1.0-1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

662702820516.dkr.ecr.eu0.23-1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

662702820516.dkr.ecr.eu0.20.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング
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セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-north-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eunorth-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

330188676905.dkr.ecr.eu- 3.1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

330188676905.dkr.ecr.eu- 3.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

330188676905.dkr.ecr.eu- 2.4
north-1.amazonaws.com/

処理
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-sparkprocessing:<tag>

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-north-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

662702820516.dkr.ecr.eu- 2.4
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

662702820516.dkr.ecr.eu- 2.2
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eunorth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.9.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.1
north-1.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eunorth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10.1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eunorth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

601324751636.dkr.ecr.eu2.5.2
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.15.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3
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Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eunorth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.eu0.6.5
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.6
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5.3
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-north-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

662702820516.dkr.ecr.eu1.5-1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

662702820516.dkr.ecr.eu1.3-1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

662702820516.dkr.ecr.eu1.2-2
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

662702820516.dkr.ecr.eu1.2-1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

662702820516.dkr.ecr.eu1.0-1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

669576153137.dkr.ecr.eu1
north-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

662702820516.dkr.ecr.eu0.90-2
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

662702820516.dkr.ecr.eu0.90-1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

欧州 (ミラノ) (eu-south-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1698)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1699)
• Chainer (DLC) (p. 1700)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1700)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1701)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1701)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1701)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1701)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1702)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1705)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1705)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1705)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1706)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1706)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1706)
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• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1707)
• MXNet (DLC) (p. 1707)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1710)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1710)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1711)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1711)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1711)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1712)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1712)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1713)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1713)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1713)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1714)
• PyTorch (DLC) (p. 1714)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1717)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1718)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1718)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1718)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1719)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1719)
• Tensorflow (DLC) (p. 1720)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1728)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1729)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1729)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1730)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eusouth-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eusouth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu5.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu4.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu4.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eusouth-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

638885417683.dkr.ecr.eu- 1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理
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Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

488287956546.dkr.ecr.eu- 1.x
south-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

563282790590.dkr.ecr.eu- 最新
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-south-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eusouth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

huggingface-tensorflowinference:<tag>
692866216735.dkr.ecr.eu- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eusouth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

966458181534.dkr.ecr.eu1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

1705

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

966458181534.dkr.ecr.eu1.5.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eusouth-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

966458181534.dkr.ecr.eu1.9
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.7
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eusouth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.5.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

692866216735.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

692866216735.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

1709

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eusouth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

933208885752.dkr.ecr.eusouth-1.amazonaws.com/

モニタリング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

966458181534.dkr.ecr.eu- 最新
south-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eusouth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

966458181534.dkr.ecr.eu1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

inferencemxnet:<tag>

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eusouth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

966458181534.dkr.ecr.eu1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.7
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.6
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.5
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.4
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eusouth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

966458181534.dkr.ecr.eu2.4.2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.15.3
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

966458181534.dkr.ecr.eu- 最新
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-south-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eusouth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング
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Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eusouth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

978288397137.dkr.ecr.eu1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

978288397137.dkr.ecr.eu0.23-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

978288397137.dkr.ecr.eu0.20.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-south-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eusouth-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

753923664805.dkr.ecr.eu- 3.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

753923664805.dkr.ecr.eu- 3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

753923664805.dkr.ecr.eu- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-south-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

978288397137.dkr.ecr.eu- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

978288397137.dkr.ecr.eu- 2.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論
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Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eusouth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu2.9.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

692866216735.dkr.ecr.eu2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

692866216735.dkr.ecr.eu2.7.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu2.7.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu2.6.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.6.0
south-1.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.5.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

1725

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu1.13.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

692866216735.dkr.ecr.eu1.13.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.13.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.13.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

048378556238.dkr.ecr.eu1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

048378556238.dkr.ecr.eu1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

048378556238.dkr.ecr.eu1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

048378556238.dkr.ecr.eu1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eusouth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu0.11.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu0.10.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.10
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eusouth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

966458181534.dkr.ecr.eu2.5.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.15.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eusouth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu0.6.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.6
south-1.amazonaws.com/

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

048378556238.dkr.ecr.eu0.5.3
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-south-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

978288397137.dkr.ecr.eu1.5-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

978288397137.dkr.ecr.eu1.3-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

978288397137.dkr.ecr.eu1.2-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

978288397137.dkr.ecr.eu1.2-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

978288397137.dkr.ecr.eu1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

257386234256.dkr.ecr.eu1
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

978288397137.dkr.ecr.eu0.90-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

978288397137.dkr.ecr.eu0.90-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

中東 (バーレーン) (me-south-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1732)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1733)
• Chainer (DLC) (p. 1733)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1734)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1734)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1734)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1735)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1735)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1735)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1738)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1739)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1739)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1739)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1740)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1740)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1740)
• MXNet (DLC) (p. 1741)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1743)
• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1744)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1744)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1744)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1745)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1745)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1746)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1746)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1747)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1747)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1747)
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• PyTorch (DLC) (p. 1747)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1751)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1751)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1751)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1752)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1752)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1752)
• Tensorflow (DLC) (p. 1753)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1761)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1762)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1762)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1763)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='mesouth-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

217643126080.dkr.ecr.me-0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

217643126080.dkr.ecr.me-0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

217643126080.dkr.ecr.me-0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='mesouth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

724002660598.dkr.ecr.me5.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me4.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me4.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='mesouth-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

835444307964.dkr.ecr.me-1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

376037874950.dkr.ecr.me-1.x
south-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

986000313247.dkr.ecr.me-最新
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='mesouth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

217643126080.dkr.ecr.me-4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

217643126080.dkr.ecr.me-4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

217643126080.dkr.ecr.me-4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

217643126080.dkr.ecr.me-4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

217643126080.dkr.ecr.me-4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

217643126080.dkr.ecr.me-4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

217643126080.dkr.ecr.me-4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

217643126080.dkr.ecr.me-4.4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング
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イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='mesouth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

836785723513.dkr.ecr.me1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.5.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='mesouth-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

836785723513.dkr.ecr.me1.9
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.8
south-1.amazonaws.com/

推論

inf

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>
836785723513.dkr.ecr.me1.7
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング
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MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='mesouth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

217643126080.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

217643126080.dkr.ecr.me1.5.1
south-1.amazonaws.com/

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

724002660598.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

217643126080.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

217643126080.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

mxnet-inferenceeia:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

724002660598.dkr.ecr.me1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='mesouth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

724002660598.dkr.ecr.me0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

607024016150.dkr.ecr.mesouth-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

モニタリング

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='me-south-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

836785723513.dkr.ecr.me-最新
south-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='mesouth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

836785723513.dkr.ecr.me1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='mesouth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

836785723513.dkr.ecr.me1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.7
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.6
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

836785723513.dkr.ecr.me1.5
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.4
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

inferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='mesouth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

836785723513.dkr.ecr.me2.4.2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.15.3
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

836785723513.dkr.ecr.me-最新
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論
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オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='mesouth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

217643126080.dkr.ecr.me1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

217643126080.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

217643126080.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

217643126080.dkr.ecr.me1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

217643126080.dkr.ecr.me1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

217643126080.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

217643126080.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

217643126080.dkr.ecr.me1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

217643126080.dkr.ecr.me1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

217643126080.dkr.ecr.me1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

217643126080.dkr.ecr.me1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

217643126080.dkr.ecr.me1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

724002660598.dkr.ecr.me0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='mesouth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

801668240914.dkr.ecr.me1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

801668240914.dkr.ecr.me0.23-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

801668240914.dkr.ecr.me0.20.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='me-south-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='mesouth-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

750251592176.dkr.ecr.me-3.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

750251592176.dkr.ecr.me-3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

750251592176.dkr.ecr.me-2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='me-south-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

801668240914.dkr.ecr.me-2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

801668240914.dkr.ecr.me-2.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='mesouth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me2.9.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

217643126080.dkr.ecr.me2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

217643126080.dkr.ecr.me2.7.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me2.7.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.6.3
south-1.amazonaws.com/

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me2.6.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.5.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowinference:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

217643126080.dkr.ecr.me2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

217643126080.dkr.ecr.me2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

217643126080.dkr.ecr.me2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

1757

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

217643126080.dkr.ecr.me1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

217643126080.dkr.ecr.me1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

217643126080.dkr.ecr.me1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

217643126080.dkr.ecr.me1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

217643126080.dkr.ecr.me1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.13.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

217643126080.dkr.ecr.me1.13.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me1.13.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.13.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

724002660598.dkr.ecr.me1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

724002660598.dkr.ecr.me1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

724002660598.dkr.ecr.me1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

724002660598.dkr.ecr.me1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

724002660598.dkr.ecr.me1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

724002660598.dkr.ecr.me1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

724002660598.dkr.ecr.me1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

724002660598.dkr.ecr.me1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='mesouth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

724002660598.dkr.ecr.me0.11.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

724002660598.dkr.ecr.me0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.10.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.10
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

tensorflow:coach0.11.1<tag>

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='mesouth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

836785723513.dkr.ecr.me2.5.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.15.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='mesouth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

724002660598.dkr.ecr.me0.6.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.6
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.5.3
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='me-south-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

801668240914.dkr.ecr.me1.5-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

801668240914.dkr.ecr.me1.3-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

801668240914.dkr.ecr.me1.2-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

801668240914.dkr.ecr.me1.2-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

801668240914.dkr.ecr.me1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

249704162688.dkr.ecr.me1
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

801668240914.dkr.ecr.me0.90-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

801668240914.dkr.ecr.me0.90-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

南米 (サンパウロ) (sa-east-1) の Docker レジストリパスとサンプルコード
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1765)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1766)
• Chainer (DLC) (p. 1767)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1767)
• Data Wrangler (アルゴリズム) (p. 1767)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1768)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1768)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1768)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1769)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1772)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1772)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1772)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1773)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1773)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1773)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1774)
• MXNet (DLC) (p. 1774)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1777)
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• モデルモニタリング (アルゴリズム) (p. 1777)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1778)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1778)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1778)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1779)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1779)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1780)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1780)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1780)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1781)
• PyTorch (DLC) (p. 1781)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1784)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1785)
• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1785)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1785)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1786)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1786)
• Tensorflow (DLC) (p. 1787)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1795)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1796)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1796)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1797)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='saeast-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.5.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.5.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

autogluoninference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='sa-east-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング

Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='saeast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa5.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa4.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa4.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='saeast-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

520018980103.dkr.ecr.sa- 1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

Data Wrangler (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

424196993095.dkr.ecr.sa- 1.x
east-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

818342061345.dkr.ecr.sa- 最新
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='sa-east-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='saeast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

huggingface-tensorflowinference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.sa- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング

Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='saeast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

756306329178.dkr.ecr.sa1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3
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レジストリパス

バージョン

756306329178.dkr.ecr.sa1.5.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='saeast-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

756306329178.dkr.ecr.sa1.9
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.7
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='knn',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='saeast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

1774

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.5.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='saeast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.11
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

モデルモニタリング (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

539772159869.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/

モニタリング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

756306329178.dkr.ecr.sa- 最新
east-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='saeast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

756306329178.dkr.ecr.sa1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

inferencemxnet:<tag>

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='saeast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

756306329178.dkr.ecr.sa1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.7
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.6
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.5
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.4
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='saeast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

756306329178.dkr.ecr.sa2.4.2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.15.3
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

756306329178.dkr.ecr.sa- 最新
east-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング

Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='sa-east-1')

1780

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='saeast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa1.10.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.10.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング
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Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='saeast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

737474898029.dkr.ecr.sa1.0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

737474898029.dkr.ecr.sa0.23-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

737474898029.dkr.ecr.sa0.20.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='sa-east-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='sa-east-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング

Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='saeast-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

737130764395.dkr.ecr.sa- 3.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

737130764395.dkr.ecr.sa- 3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

737130764395.dkr.ecr.sa- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='sa-east-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

737474898029.dkr.ecr.sa- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

737474898029.dkr.ecr.sa- 2.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論
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Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='saeast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa2.9.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.sa2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.sa2.7.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa2.7.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.6.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.6.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa2.6.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa2.6.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.6.0
east-1.amazonaws.com/

.training

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.5.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

1791

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa1.13.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.sa1.13.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.13.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.13.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.sa1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.sa1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

520713654638.dkr.ecr.sa1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.sa1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='saeast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa0.11.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.11
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa0.10.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.10
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='saeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

756306329178.dkr.ecr.sa2.5.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.15.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='saeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa0.6.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.6
east-1.amazonaws.com/

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

520713654638.dkr.ecr.sa0.5.3
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='sa-east-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

737474898029.dkr.ecr.sa1.5-6.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

737474898029.dkr.ecr.sa1.3-6.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

737474898029.dkr.ecr.sa1.2-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

737474898029.dkr.ecr.sa1.2-6.
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

737474898029.dkr.ecr.sa1.0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

855470959533.dkr.ecr.sa1
east-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

737474898029.dkr.ecr.sa0.90-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

737474898029.dkr.ecr.sa0.90-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

用の Docker レジストリパスとサンプルコードAWS GovCloud (米国西部) (us-gov-west-1)
次のトピックでは、Amazon が提供するこのリージョン内の各アルゴリズムと Deep Learning Containers
に対するパラメータのリストを示します。 SageMaker。
トピック
• AutoGluon (アルゴリズム) (p. 1799)
• BlazingText (アルゴリズム) (p. 1800)
• Chainer (DLC) (p. 1801)
• Clarify (アルゴリズム) (p. 1801)
• デバッガー (アルゴリズム) (p. 1801)
• DeepAR 予測 (アルゴリズム) (p. 1802)
• 因数分解機 (アルゴリズム) (p. 1802)
• Hugging Face (アルゴリズム) (p. 1802)
• IP Insights (アルゴリズム) (p. 1806)
• イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1806)
• Inferentia MXNet (DLC) (p. 1807)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1807)
• K-Means (アルゴリズム) (p. 1807)
• KNN (アルゴリズム) (p. 1808)
• LDA (アルゴリズム) (p. 1808)
• 線形学習 (アルゴリズム) (p. 1808)
• MXNet (DLC) (p. 1809)
• MXNet Coach (DLC) (p. 1812)
• NTM (アルゴリズム) (p. 1813)
• Neo イメージ分類 (アルゴリズム) (p. 1813)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1813)
• ネオ PyTorch (DLC) (p. 1814)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1814)
• Neo XGBoost (アルゴリズム) (p. 1815)
• オブジェクト検出 (アルゴリズム) (p. 1815)
• Object2Vec (アルゴリズム) (p. 1816)
• PCA (アルゴリズム) (p. 1816)
• PyTorch (DLC) (p. 1816)
• ランダムカットフォレスト (アルゴリズム) (p. 1820)
• Scikit-learn (アルゴリズム) (p. 1820)
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• セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム) (p. 1821)
• Seq2Seq (アルゴリズム) (p. 1821)
• Spark (アルゴリズム) (p. 1822)
• SparkML Serving (アルゴリズム) (p. 1822)
• Tensorflow (DLC) (p. 1822)
• Tensorflow Coach (DLC) (p. 1833)
• Tensorflow Inferentia (DLC) (p. 1833)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1834)
• XGBoost (アルゴリズム) (p. 1835)

AutoGluon (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='us-govwest-1',image_scope='inference',version='0.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

442386744353.dkr.ecr.us- 0.5.2
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

442386744353.dkr.ecr.us- 0.5.2
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.3
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.3
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.2
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.2
govwest-1.amazonaws.com/

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

autogluoninference:<tag>
442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 0.3.2
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

.training

442386744353.dkr.ecr.us- 0.3.2
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 0.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 0.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

推論

BlazingText (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

推論、トレーニング
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Chainer (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='us-govwest-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

246785580436.dkr.ecr.us5.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us4.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us4.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

推論、トレーニン
グ

CPU、GPU

py2、py3

Clarify (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='us-govwest-1',version='1.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

598674086554.dkr.ecr.us- 1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

処理

デバッガー (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-gov-west-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

515509971035.dkr.ecr.us- 最新
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

デバッガー

DeepAR 予測 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

推論、トレーニング

因数分解機 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

推論、トレーニング

Hugging Face (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='us-govwest-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

442386744353.dkr.ecr.us- 4.17.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

442386744353.dkr.ecr.us- 4.17.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

442386744353.dkr.ecr.us- 4.17.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.17.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.12.3
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

.training

442386744353.dkr.ecr.us- 4.12.3
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

.training

442386744353.dkr.ecr.us- 4.12.3
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.12.3
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

442386744353.dkr.ecr.us- 4.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

推論

442386744353.dkr.ecr.us- 4.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

1805

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

442386744353.dkr.ecr.us- 4.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.4.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

トレーニング

442386744353.dkr.ecr.us- 4.4.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

IP Insights (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

推論、トレーニング

イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

推論、トレーニング
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Inferentia MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='us-govwest-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

263933020539.dkr.ecr.us1.8
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.5.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

推論

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='us-govwest-1',version='1.9',py_version='py3')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

263933020539.dkr.ecr.us1.9
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.8
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.7
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

推論

inf

py3

K-Means (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

推論、トレーニング

KNN (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

推論、トレーニング

LDA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

推論、トレーニング

線形学習 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-gov-west-1')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

推論、トレーニング

MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='us-govwest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us1.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us1.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us1.5.1
govwest-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

442386744353.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

442386744353.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

246785580436.dkr.ecr.us1.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.2.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.2.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

246785580436.dkr.ecr.us1.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us0.12.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us0.12.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

MXNet Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='us-govwest-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

246785580436.dkr.ecr.us0.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.11
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

トレーニング

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

mxnet:coach0.11<tag>

NTM (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

推論、トレーニング

Neo イメージ分類 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

263933020539.dkr.ecr.us- 最新
govwest-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

推論

Neo MXNet (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='us-govwest-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

263933020539.dkr.ecr.us1.8
govwest-1.amazonaws.com/

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

推論

CPU、GPU

py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

sagemakerinferencemxnet:<tag>

ネオ PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='us-govwest-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

263933020539.dkr.ecr.us1.8
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.7
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.6
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.5
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.4
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='us-govwest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

263933020539.dkr.ecr.us2.4.2
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.15.3
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

Neo XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

263933020539.dkr.ecr.us- 最新
govwest-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

推論

オブジェクト検出 (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

推論、トレーニング
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Object2Vec (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

推論、トレーニング

PCA (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

推論、トレーニング

PyTorch (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='us-govwest-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us1.12.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.12.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us1.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.10.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.10.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.9.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.9.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py38
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.8.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

442386744353.dkr.ecr.us1.8.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

442386744353.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

442386744353.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

442386744353.dkr.ecr.us1.7.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

442386744353.dkr.ecr.us1.7.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36

442386744353.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3、py36

442386744353.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us1.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us1.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us1.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us1.2.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us1.2.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

246785580436.dkr.ecr.us1.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us0.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

推論

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us0.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

ランダムカットフォレスト (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

推論、トレーニング

Scikit-learn (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-govwest-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
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レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

414596584902.dkr.ecr.us1.0-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

推論、トレーニング

414596584902.dkr.ecr.us0.23-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

推論、トレーニング

414596584902.dkr.ecr.us0.20.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

推論、トレーニング

セマンティックセグメンテーション (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

推論、トレーニング

Seq2Seq (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-gov-west-1')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

推論、トレーニング
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Spark (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-govwest-1',version='3.0',image_scope='processing')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

271483468897.dkr.ecr.us- 3.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

271483468897.dkr.ecr.us- 3.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

271483468897.dkr.ecr.us- 2.4
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

処理

SparkML Serving (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-gov-west-1',version='2.4')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イメージ
スコープ)

414596584902.dkr.ecr.us- 2.4
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

414596584902.dkr.ecr.us- 2.2
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

推論

Tensorflow (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-govwest-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us2.9.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

442386744353.dkr.ecr.us2.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py39

442386744353.dkr.ecr.us2.7.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us2.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.6.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.6.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us2.6.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us2.6.0
govwest-1.amazonaws.com/

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us2.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

.training

CPU、GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us2.5.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.5.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.4.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.4.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.3.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

tensorflowinference:<tag>
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us2.3.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.2.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.2.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.2.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us2.2.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.2.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.2.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.1.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.1.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us2.1.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.1.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us2.1.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.1.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us2.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us2.0.4
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.4
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us2.0.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us2.0.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us2.0.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us2.0.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us2.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us1.15.5
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.5
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

442386744353.dkr.ecr.us1.15.4
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.4
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3、py36、py37

442386744353.dkr.ecr.us1.15.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

442386744353.dkr.ecr.us1.15.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

442386744353.dkr.ecr.us1.15.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3、py37

442386744353.dkr.ecr.us1.15.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

442386744353.dkr.ecr.us1.14.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.14.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.14.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

246785580436.dkr.ecr.us1.13.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

442386744353.dkr.ecr.us1.13.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us1.13.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.13.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

推論

CPU、GPU

-

246785580436.dkr.ecr.us1.12.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

246785580436.dkr.ecr.us1.12.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

246785580436.dkr.ecr.us1.12.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

246785580436.dkr.ecr.us1.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

推論

CPU、GPU

-

246785580436.dkr.ecr.us1.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2、py3

246785580436.dkr.ecr.us1.10.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.10.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.10.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

246785580436.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

推論

CPU、GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py2
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Tensorflow Coach (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='us-govwest-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

246785580436.dkr.ecr.us0.11.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11.0<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.11
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.11<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.10.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10.1<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.10
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:coach0.10<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

Tensorflow Inferentia (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='us-govwest-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
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レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

263933020539.dkr.ecr.us2.5.2
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.15.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

推論

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='us-govwest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

レジストリパス

バージョン

ジョブタイプ (イ
メージスコープ)

プロセッサタイプ

Python バージョン

246785580436.dkr.ecr.us0.6.5
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.6
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.6<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.5.3
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5.3<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.5
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow:ray0.5<tag>

トレーニング

CPU、GPU

py3

1834

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

XGBoost (アルゴリズム)
SageMaker レジストリパスを取得するための Python SDK サンプル。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-gov-west-1',version='1.5-1')

レジストリパス

バージョン

パッケージバージョ
ン

ジョブタイプ (イメー
ジスコープ)

414596584902.dkr.ecr.us1.5-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

推論、トレーニング

414596584902.dkr.ecr.us1.3-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

推論、トレーニング

414596584902.dkr.ecr.us1.2-2
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

414596584902.dkr.ecr.us1.2-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

推論、トレーニング

414596584902.dkr.ecr.us1.0-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.0

推論、トレーニング

226302683700.dkr.ecr.us1
govwest-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0.72

推論、トレーニング

414596584902.dkr.ecr.us0.90-2
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング

414596584902.dkr.ecr.us0.90-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

推論、トレーニング
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組み込みアルゴリズムの共通データ形式
次のトピックでは、Amazonが提供するアルゴリズムのデータ形式について説明します。 SageMaker。
トピック
• トレーニングの共通データ形式 (p. 1836)
• 推論の共通データ形式 (p. 1840)

トレーニングの共通データ形式
トレーニングの準備として、AWS Glue、Amazon EMR、Amazon Redshift、Amazon Relational Database
Service、Amazon Athena などのさまざまな AWS サービスを使用してデータを前処理できます。前処理の
後、データを Amazon S3 バケットに発行します。トレーニングのために、データに次の一連の変換と変
化を行う必要があります。
• トレーニングデータのシリアル化 (ユーザーによる処理)
• トレーニングデータの逆シリアル化 (アルゴリズムによる処理)
• トレーニングモデルのシリアル化 (アルゴリズムによる処理)
• トレーニング済みモデルの逆シリアル化 (オプション、ユーザーによる処理)
アマゾンをご利用の場合 SageMaker アルゴリズムのトレーニングの部分では、必ずすべてのデータを一
度にアップロードします。その場所により多くのデータが追加された場合は、新しいモデルを構築するた
めに、新しいトレーニングの呼び出しが必要になります。
トピック
• 組み込みアルゴリズムによってサポートされるコンテンツタイプ (p. 1836)
• パイプモードを使用する (p. 1837)
• CSV 形式を使用する (p. 1837)
• RecordIO 形式を使用する (p. 1837)
• トレーニング済みモデルの逆シリアル化 (p. 1839)

組み込みアルゴリズムによってサポートされるコンテンツタイプ
次の表に、一般的にサポートされているものをいくつか示します。ContentType値とそれを使用するアル
ゴリズム:

ContentTypes 組み込みアルゴリズム用
ContentType

Algorithm

application/x-image

オブジェクト検出アルゴリズム、セマンティックセグメンテーション

application/x-recordio

オブジェクト検出アルゴリズム

application/x-recordioprotobuf

因数分解機、K-Means、k-NN、潜在的ディリクレ割り当て、線形学
習、NTM、PCA、RCF、Sequence-to-Sequence

application/jsonlines

BlazingText、DeepAR

image/jpeg

オブジェクト検出アルゴリズム、セマンティックセグメンテーション

image/png

オブジェクト検出アルゴリズム、セマンティックセグメンテーション

text/csv

IP Insights、K-Means、k-NN、潜在的ディリクレ割り当て、線形学
習、NTM、PCA、RCF、XGBoost
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ContentType

Algorithm

text/libsvm

XGBoost

各アルゴリズムで使用されているパラメータの要約については、個々のアルゴリズムのドキュメントまた
はこの表を参照してください。

パイプモードを使用する
パイプモードでは、トレーニングジョブが Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) から直接デー
タをストリーミングします。ストリーミングにより、トレーニングジョブの開始時間が短縮され、スルー
プットが向上します。これは、ファイルモードとは対照的です。ファイルモードでは、Amazon S3 から
のデータは、インスタンスボリュームに保存されます。ファイルモードでは、最終的なモデルアーティ
ファクトと完全なトレーニングデータセットの両方を保存するためのディスク容量を使用します。パイ
プモードで Amazon S3 から直接データをストリーミングすることにより、トレーニングインスタンスの
Amazon Elastic Block Store ボリュームのサイズを縮小できます。パイプモードでは、最終的なモデルアー
ティファクトを保存するのに十分なディスク容量が必要です。トレーニング入力モードの詳細について
は、AlgorithmSpecification を参照してください。

CSV 形式を使用する
Amazon Amazon が多い SageMaker アルゴリズムは、CSV 形式のデータによるトレーニングをサポー
トします。CSV 形式のデータをトレーニングに使うには、入力データチャネルの仕様でtext/csvとし
てContentType。アマゾン SageMaker には、CSV ファイルにヘッダーレコードを含めないことと、
ターゲット変数を最初の列に含める必要があります。ターゲットが設定されていない教師なし学習ア
ルゴリズムを実行するには、コンテンツタイプでラベル列の数を指定します。たとえば、この場合は
'content_type=text/csv;label_size=0' と指定します。CSV 形式を使用するノートブックの例
については、「Breast Cancer Prediction」(乳がんの予測) を参照してください。詳細については、次を参
照してください。Amazon でパイプモードを使用し、Amazon でパイプモードを使用し、Amazon でのト
レーニングを高速化可能に SageMaker組み込みアルゴリズム。

RecordIO 形式を使用する
protobuf recordIO フォーマットでは、 SageMaker データセット内の各観測値を 4 バイトの浮動小数点数
のセットとしてのバイナリ表現に変換し、それを protobuf の値フィールドにロードします。データの準備
に Python を使用している場合は、これらの既存の変換を使用することを強くお勧めします。ただし、他
の言語を使用している場合、次の protobuf 定義ファイルに、データの変換に使用されるスキーマが含まれ
ています。 SageMaker protobuf 形式。

Note
一般的に使用される numPy 配列を protobuf recordIO 形式に変換する方法を示す例については、
「An Introduction to Factorization Machines with MNIST」(MNIST による因数分解機の概要) を参
照してください。
syntax = "proto2";
package aialgs.data;
option java_package = "com.amazonaws.aialgorithms.proto";
option java_outer_classname = "RecordProtos";
// A sparse or dense rank-R tensor that stores data as doubles (float64).
message Float32Tensor
{
// Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a
// dense vector.
repeated float values = 1 [packed = true];
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// If key is not empty, the vector is treated as sparse, with
// each key specifying the location of the value in the sparse vector.
repeated uint64 keys = 2 [packed = true];

}

// An optional shape that allows the vector to represent a matrix.
// For example, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 20) gives the row,
// and keys[i] % 20 gives the column.
// This also supports n-dimensonal tensors.
// Note: If the tensor is sparse, you must specify this value.
repeated uint64 shape = 3 [packed = true];

// A sparse or dense rank-R tensor that stores data as doubles (float64).
message Float64Tensor {
// Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a
// dense vector.
repeated double values = 1 [packed = true];
// If this is not empty, the vector is treated as sparse, with
// each key specifying the location of the value in the sparse vector.
repeated uint64 keys = 2 [packed = true];

}

// An optional shape that allows the vector to represent a matrix.
// For example, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 10) gives the row,
// and keys[i] % 20 gives the column.
// This also supports n-dimensonal tensors.
// Note: If the tensor is sparse, you must specify this value.
repeated uint64 shape = 3 [packed = true];

// A sparse or dense rank-R tensor that stores data as 32-bit ints (int32).
message Int32Tensor {
// Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a
// dense vector.
repeated int32 values = 1 [packed = true];
// If this is not empty, the vector is treated as sparse with
// each key specifying the location of the value in the sparse vector.
repeated uint64 keys = 2 [packed = true];

}

// An optional shape that allows the vector to represent a matrix.
// For Exmple, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 10) gives the row,
// and keys[i] % 20 gives the column.
// This also supports n-dimensonal tensors.
// Note: If the tensor is sparse, you must specify this value.
repeated uint64 shape = 3 [packed = true];

// Support for storing binary data for parsing in other ways (such as JPEG/etc).
// This is an example of another type of value and may not immediately be supported.
message Bytes {
repeated bytes value = 1;

}

// If the content type of the data is known, stores it.
// This allows for the possibility of using decoders for common formats
// in the future.
optional string content_type = 2;

message Value {
oneof value {
// The numbering assumes the possible use of:
// - float16, float128
// - int8, int16, int32
Float32Tensor float32_tensor = 2;
Float64Tensor float64_tensor = 3;
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}

}

Int32Tensor int32_tensor = 7;
Bytes bytes = 9;

message Record {
// Map from the name of the feature to the value.
//
// For vectors and libsvm-like datasets,
// a single feature with the name `values`
// should be specified.
map<string, Value> features = 1;
// An optional set of labels for this record.
// Similar to the features field above, the key used for
// generic scalar / vector labels should be 'values'.
map<string, Value> label = 2;
// A unique identifier for this record in the dataset.
//
// Whilst not necessary, this allows better
// debugging where there are data issues.
//
// This is not used by the algorithm directly.
optional string uid = 3;
// Textual metadata describing the record.
//
// This may include JSON-serialized information
// about the source of the record.
//
// This is not used by the algorithm directly.
optional string metadata = 4;

}

// An optional serialized JSON object that allows per-record
// hyper-parameters/configuration/other information to be set.
//
// The meaning/interpretation of this field is defined by
// the algorithm author and may not be supported.
//
// This is used to pass additional inference configuration
// when batch inference is used (e.g. types of scores to return).
optional string configuration = 5;

プロトコルバッファを作成したら、Amazon S3 が使用される Amazon S3 ロケー
ションに格納します SageMaker アクセスでき、その一部として渡すことができま
すInputDataConfigにcreate_training_job。

Note
すべてのアマゾン向け SageMaker Algorithm、ChannelNameにInputDataConfigをに設定する
必要がありますtrain。一部のアルゴリズムでも検証またはテスト input channels がサポー
トされています。これらは通常、ホールドアウトデータセットを使用してモデルのパフォーマン
スを評価するために使用されます。ホールドアウトデータセットは、最初のトレーニングでは使
用されませんが、モデルをさらに調整するために使用できます。

トレーニング済みモデルの逆シリアル化
アマゾン SageMaker モデルは model.tar.gz としてで指定された S3 バケットに保存されま
すOutputDataConfig S3OutputPathのパラメータcreate_training_jobを呼び出します。ホス
ティングモデルを作成しているときに、これらのほとんどのモデルアーティファクトを指定することが
できます。ノートブックインスタンスで開いて確認することもできます。model.tar.gz が解凍される
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と、model_algo-1 が含まれています。これは、シリアル化された Apache MXNet オブジェクトです。
たとえば、次を使用して k-means モデルをメモリにロードし、表示します。
import mxnet as mx
print(mx.ndarray.load('model_algo-1'))

推論の共通データ形式
アマゾン SageMaker アルゴリズムは、オンライン予測およびミニバッチ予測取得に使用される、HTTP ペ
イロード用の異なる MIME タイプをいくつか受け入れて生成します。さまざまな AWS サービスを使用し
て、推論を実行する前にレコードの変換または事前処理を行うことができます。少なくとも、以下のデー
タを変換する必要があります。
• 推論リクエストのシリアル化 (ユーザーによる処理)
• 推論リクエストの逆シリアル化 (アルゴリズムによる処理)
• 推論レスポンスのシリアル化 (アルゴリズムによる処理)
• 推論レスポンスの逆シリアル化 (ユーザーによる処理)
トピック
• 推論リクエストのシリアル化のためにデータを変換する (p. 1840)
• 推論レスポンスの逆シリアル化のためにデータを変換する (p. 1841)
• すべてのアルゴリズムに共通のリクエスト形式 (p. 1842)
• 組み込みアルゴリズムでバッチ変換を使用する (p. 1844)

推論リクエストのシリアル化のためにデータを変換する
Amazon のコンテンツタイプオプション SageMaker アルゴリズム推論要求には以下が含まれま
す。text/csv,application/json、およびapplication/x-recordio-protobuf。これらのすべて
のタイプをサポートしていないアルゴリズムは、他のタイプをサポートできます。たとえば、XGBoost は
このリストの text/csv のみをサポートしていますが、text/libsvm もサポートしています。
text/csv の場合、invoke_endpoint の Body 引数の値は、各機能の値をカンマで区切った文字列であ
る必要があります。例えば、4 つの機能があるモデルのレコードは 1.5,16.0,14,23.0 のようになりま
す。トレーニングデータに対して実行された変換はすべて、推論を取得する前にデータに実行される必要
があります。機能の順序は重要であるため、変更せずそのままにしておく必要があります。
application/json では、大幅に柔軟性が向上しており、開発者がアプリケーションで使用するための
複数の有効な形式を提供しています。高いレベルでは、「」を参照してください。 JavaScript、ペイロー
ドは、以下のようになります。
let request = {
// Instances might contain multiple rows that predictions are sought for.
"instances": [
{
// Request and algorithm specific inference parameters.
"configuration": {},
// Data in the specific format required by the algorithm.
"data": {
"<field name>": dataElement
}
}
]
}

dataElement を指定するために、次のオプションがあります。

1840

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

同等のプロトコルバッファ
// Has the same format as the protocol buffers implementation described for training.
let dataElement = {
"keys": [],
"values": [],
"shape": []
}

単純な数値ベクトル
// An array containing numeric values is treated as an instance containing a
// single dense vector.
let dataElement = [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]
// It will be
let converted
"features":
"values":
}
}

converted to the following representation by the SDK.
= {
{
dataElement

複数数のレコード:
let request = {
"instances": [
// First instance.
{
"features": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0 ]
},
// Second instance.
{
"features": [ -2.0, 100.2, 15.2, 9.2 ]
}
]
}

推論レスポンスの逆シリアル化のためにデータを変換する
アマゾン SageMaker アルゴリズムは、いくつかのレイアウトで JSON を返します。高いレベルで、構造
は次のようになります。
let response = {
"predictions": [{
// Fields in the response object are defined on a per algorithm-basis.
}]
}

予測に含まれるフィールドはアルゴリズムで異なります。以下は、k-means アルゴリズムの出力例です。
単一レコード推論
let response = {
"predictions": [{
"closest_cluster": 5,
"distance_to_cluster": 36.5
}]
}

マルチレコード推論
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let response = {
"predictions": [
// First instance prediction.
{
"closest_cluster": 5,
"distance_to_cluster": 36.5
},
// Second instance prediction.
{
"closest_cluster": 2,
"distance_to_cluster": 90.3
}
]
}

protobuf 入力によるマルチレコード推論
{

}

"features": [],
"label": {
"closest_cluster": {
"values": [ 5.0 ] // e.g. the closest centroid/cluster was 1.0
},
"distance_to_cluster": {
"values": [ 36.5 ]
}
},
"uid": "abc123",
"metadata": "{ "created_at": '2017-06-03' }"

SageMaker アルゴリズムは JSONLINES 形式もサポートします。複数レコード構造は、レコードごとのレ
スポンスオブジェクトが改行文字で区切られて連結されたものです。2 つの入力データポイントに対する
組み込み kmeans アルゴリズムのレスポンスコンテンツは、次のとおりです。
{"distance_to_cluster": 23.40593910217285, "closest_cluster": 0.0}
{"distance_to_cluster": 27.250282287597656, "closest_cluster": 0.0}

バッチ変換の実行中は、CreateTransformJobRequest の Accept フィールドを application/
jsonlines に設定して jsonlines レスポンスタイプを使用することをお勧めします。

すべてのアルゴリズムに共通のリクエスト形式
ほとんどのアルゴリズムは、次の推論リクエスト形式の中のいくつかを使用します。

JSON リクエストの形式
コンテンツタイプ: application/JSON
高密度形式
let request =
{
"instances":
[
{
"features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]
}
]
}
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let request =
{
"instances":
[
{
"data": {
"features": {
"values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0]
}
}
}
]
}

疎形式
{

"instances": [
{"data": {"features": {
"keys": [26, 182, 232, 243, 431],
"shape": [2000],
"values": [1, 1, 1, 4, 1]
}
}
},
{"data": {"features": {
"keys": [0, 182, 232, 243, 431],
"shape": [2000],
"values": [13, 1, 1, 4, 1]
}
}
},
]

}

JSONLINES リクエストの形式
コンテンツタイプ: application/JSONLINES
高密度形式
高密度形式の単一レコードは、次のいずれかで表すことができます。
{ "features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0] }

または
{ "data": { "features": { "values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0] } }

スパース形式
疎形式の単一レコードは、次のように表されます。
{"data": {"features": { "keys": [26, 182, 232, 243, 431], "shape": [2000], "values": [1, 1,
1, 4, 1] } } }

複数のレコードは、上記の単一レコード表現が改行文字で区切られて連結されたものとして表されます。
{"data": {"features": { "keys": [0, 1, 3], "shape": [4], "values": [1, 4, 1] } } }
{ "data": { "features": { "values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0] } }
{ "features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0] }

1843

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

CSV リクエストの形式
コンテンツタイプ: text/CSV; label_size=0

Note
CSV のサポートは因数分解機では利用できません。

RECORDIO リクエストの形式
コンテンツタイプ:application/x-recordio-protobuf

組み込みアルゴリズムでバッチ変換を使用する
バッチ変換の実行中は、JSON の代わりに JSONLINES レスポンスタイプを使用するこ
とをお勧めします (ただし、アルゴリズムでサポートされている場合)。これを実現するに
は、CreateTransformJobRequest の Accept フィールドを application/jsonlines に設定しま
す。
変換ジョブを作成するときには、SplitType を入力データの ContentType に応じて設定する必要があ
ります。同様に、CreateTransformJobRequest の Accept フィールドに応じて AssembleWith を設
定する必要があります。次の表を使用して、これらのフィールドを適切に設定してください。
ContentType

推奨 SplitType

application/x-recordio-protobuf

RecordIO

text/csv

Line

application/jsonlines

Line

application/json

None

application/x-image

None

image/*

None

Accept

推奨 AssembleWith

application/x-recordio-protobuf

None

application/json

None

application/jsonlines

Line

特定のアルゴリズムのレスポンス形式の詳細については、以下を参照してください。
• DeepAR 推論の形式 (p. 2005)
• 因数分解機のレスポンス形式 (p. 1871)
• IP Insights 推論データの形式 (p. 2016)
• k-means のレスポンス形式 (p. 2025)
• k-NN リクエストとレスポンスの形式 (p. 1878)
• 線形学習のレスポンス形式 (p. 1905)
• NTM のレスポンス形式 (p. 1963)
• Object2Vec 推論のデータ形式 (p. 1978)
• Object2Vec のエンコーダー埋め込み (p. 1979)
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• PCA のレスポンス形式 (p. 2029)
• RCF のレスポンス形式 (p. 2036)

組み込みアルゴリズムのインスタンスタイプ
Amazon のトレーニングとホスティング用 SageMaker アルゴリズムでは、次の Amazon EC2 インスタン
スタイプを使用することをお勧めします。
• ml.m5.xlarge、ml.m5.4xlarge、ml.m5.12xlarge
• ml.c5.xlarge、ml.c5.2xlarge、ml.c5.8xlarge
• ml.p3.xlarge、ml.p3.8xlarge、ml.p3.16xlarge
ほとんどのAmazon SageMaker アルゴリズムは、トレーニングにGPUコンピューティングを活用するよう
に設計されています。ほとんどのアルゴリズムトレーニングでは、P2、P3、G4Dn、G5 GPU インスタン
スをサポートしています。インスタンスごとのコストは高いものの、GPU はトレーニングをより迅速に行
うため、費用対効果が高くなります。このガイドには例外が記載されています。
データのサイズとタイプは、どのハードウェア構成が最も効果を発揮するかどうかに大きな影響を与えま
す。同じモデルが定期的にトレーニングされる場合、インスタンスタイプの初期テストで、長期的に見て
よりコスト効率の良い構成を発見できます。さらに、GPU に対して最も効率的にトレーニングするアルゴ
リズムは、効率的な推論に GPU を必要としない場合があります。最も費用対効果の高いソリューション
を試してみてください。
詳細については SageMaker ハードウェア仕様、を参照してくださいアマゾン SageMaker ML インスタン
スタイプ。

組み込みアルゴリズムのログ
アマゾン SageMaker Algorithm Amazon CloudWatch Logs: トレーニングプロセスに関する詳細情報を提
供します。ログを確認するには、AWSマネジメントコンソール、選択CloudWatch、選択してくださいロ
グ、そして /aws/sagemaker/ を選択しますTrainingJobs log group。各トレーニングジョブには、トレーニ
ングされたノードごとに 1 つのログストリームがあります。ログストリームの名前は、ジョブの作成時に
TrainingJobName パラメータで指定された値で始まります。

Note
ジョブが失敗してログが表示されない場合 CloudWatch、トレーニングの開始前にエラーが発生
した可能性があります。理由は、間違ったトレーニングイメージや S3 の場所の指定が含まれま
す。
ログの内容は、アルゴリズムによって異なります。ただし、一般的には次の情報が表示されます。
• ログの先頭で指定された引数の確認
• トレーニング中に発生したエラー
• アルゴリズム精度や数値パフォーマンスの測定
• アルゴリズムのタイミングとアルゴリズム内の主要なステージ

共通エラー
トレーニングジョブが失敗した場合、一部のエラーの詳細はトレーニングジョブ説明の FailureReason
戻り値によって以下のように提供されます。
sage = boto3.client('sagemaker')
sage.describe_training_job(TrainingJobName=job_name)['FailureReason']
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それ以外は、「」でのみ報告されます CloudWatch ログ。一般的なエラーは以下のとおりです。
1. ハイパーパラメータを指定しない、またはアルゴリズムに対して無効なハイパーパラメータの指定。
From. CloudWatch ログ
[10/16/2017 23:45:17 ERROR 139623806805824 train.py:48]
Additional properties are not allowed (u'mini_batch_siz' was
unexpected)

2. ハイパーパラメータへの無効な値の指定。
FailureReason
AlgorithmError: u'abc' is not valid under any of the given
schemas\n\nFailed validating u'oneOf' in
schema[u'properties'][u'feature_dim']:\n
{u'oneOf':
[{u'pattern': u'^([1-9][0-9]*)$', u'type': u'string'},\n
{u'minimum': 1, u'type': u'integer'}]}\

FailureReason
[10/16/2017 23:57:17 ERROR 140373086025536 train.py:48] u'abc'
is not valid under any of the given schemas

3. 不正確な protobuf ファイル形式。
From. CloudWatch ログ
[10/17/2017 18:01:04 ERROR 140234860816192 train.py:48] cannot
copy sequence with size 785 to array axis with dimension 784

組み込み SageMaker 表形式データのアルゴリズム
アマゾン SageMaker には、表形式のデータの分析に合わせた組み込みアルゴリズムが用意されていま
す。組み込み SageMaker 表形式データのアルゴリズムは、分類問題または回帰問題に使用できます。
• AutoGluon-表形式分類 (p. 1847)—モデルをアンサンブルして複数のレイヤーに積み重ねることで成功す
るオープンソースの AutoML フレームワーク。
• CatBoost (p. 1854)-順序ブーストブーストツリーアルゴリズムの実装で、順序ブーストとカテゴリ特徴
を処理する革新的なアルゴリズムを導入します。
• 因数分解機アルゴリズム (p. 1863) - 高次元スパースデータセット内の特徴間の相互作用を経済的にキャ
プチャするように設計された線形モデルの拡張。
• K 最近傍 (k-NN) アルゴリズム (p. 1872) - K 個の最も近いラベル付きポイントを使用して分類用の新し
いデータポイントにラベルを割り当てるか、回帰用の K 近接ポイントの平均から予測ターゲット値を割
り当てるノンパラメトリック手法。
• LightGBM (p. 1881)-効率とスケーラビリティを向上させるための 2 つの新しい手法を追加する勾配ブー
ストツリーアルゴリズムの実装。グラデーションベースの片側サンプリング (GOSS) と専用フィーチャ
バンドル (EFB)。
• 線形学習アルゴリズム (p. 1890) - 回帰の線形関数または分類の線形しきい値関数を学習します。
• TabTransformer (p. 1907)—その上に構築された新しいディープテーブル形式のデータモデリングアー
キテクチャ self-attention-basedトランスフォーマー。
• XGBoost アルゴリズム (p. 1914)-より単純で弱いモデルのセットから推定のアンサンブルを組み合わせ
る勾配ブーストツリーアルゴリズムの実装。
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アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

AutoGluon表形式

トレーニン
グと (オプ
ションで) 検
証

File

CSV

CPU または
GPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

CatBoost

トレーニン
グと (オプ
ションで) 検
証

File

CSV

CPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

因数分解機

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf

CPU (高密度
データ用の
GPU)

はい

K 最近隣 (kNN)

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU または
GPU (1 つ以
上のインス
タンス上の
単一の GPU
デバイス)

はい

LightGBM

トレーニン
グと (オプ
ションで) 検
証

File

CSV

CPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

線形学習

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
検証、テス
ト、または
その両方

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU または
GPU

はい

File

CSV

CPU または
GPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

TabTransformerトレーニン
グと (オプ
ションで) 検
証

XGBoost
トレーニン
ファイルま
(0.90-1、0.90-2、1.0-1、1.2-1、1.2-21)
グ、および
たはパイプ
(オプション
で) 検証

CSV、libsVM、CPU (または
または
1.2-1 の場合
Parquet
GPU)

はい

AutoGluon-表形式分類
AutoGluon-表形式分類は、未処理の表形式のデータセットで高精度の機械学習モデルをトレーニングす
る、人気の高いオープンソースの AutoML フレームワークです。主にモデルとハイパーパラメータの選択
に焦点を当てている既存のAutoMLフレームワークとは異なり、 AutoGluon-Tabularは、複数のモデルをア
ンサンブルして複数のレイヤーに積み重ねることで成功しています。
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を使用する方法 SageMaker AutoGluon-表形式分類
以下を使用できます。 AutoGluon-アマゾンのような表形式 SageMaker 組み込みのアルゴリズム 次の
セクションでは、を使用する方法について説明します。 AutoGluon-表形式で SageMaker SDK (SDK)
の仕組み AutoGluon-アマゾンの表形式 SageMaker スタジオ UI、を参照してくださいSageMaker
JumpStart (p. 46)。
• 使用アイテム AutoGluon-組み込みアルゴリズムとしての表形式です
を使用する AutoGluon-タブ形式組み込みアルゴリズム AutoGluon-次のサンプルコードに示す表形式ト
レーニングコンテナ。自動的に見つけることができます AutoGluon-表形式の組み込みアルゴリズム画像
URI SageMaker image_uris.retrieveAPI (またはget_image_uriAPI（使用する場合）アマゾン
SageMaker SDKバージョン 2)。
指定後 AutoGluon-表形式の画像URI、使用できます AutoGluon-を使用して推定器を構築するための表
形式のコンテナ SageMaker API を見積もり、トレーニングジョブを開始します。- AutoGluon-表形式の
組み込みアルゴリズムはスクリプトモードで実行されますが、トレーニングスクリプトは用意されてお
り、置き換える必要はありません。スクリプトモードを使用して作成した経験が豊富な場合 SageMaker
トレーニングの仕事、そしてあなたは自分の仕事を組み込むことができます AutoGluon-表形式のトレー
ニングスクリプト。
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris
train_model_id, train_model_version, train_scope = "autogluon-regression-ensemble", "*",
"training"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"
# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
region=None,
framework=None,
model_id=train_model_id,
model_version=train_model_version,
image_scope=train_scope,
instance_type=training_instance_type
)
# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)
train_model_uri = model_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)
# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"
training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"
output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
from sagemaker import hyperparameters
# Retrieve the default hyper-parameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)
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# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
"auto_stack"
] = "True"
print(hyperparameters)
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base
training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")
# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
role=aws_role,
image_uri=train_image_uri,
source_dir=train_source_uri,
model_uri=train_model_uri,
entry_point="transfer_learning.py",
instance_count=1,
instance_type=training_instance_type,
max_run=360000,
hyperparameters=hyperparameters,
output_path=s3_output_location
)
# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
{"training": training_dataset_s3_path}, logs=True, job_name=training_job_name
)

の設定方法の詳細については AutoGluon-組み込みのアルゴリズムとして表形式です。次のノートブック
の例を参照してください。
• アマゾンによる表形式分類 SageMaker AutoGluon-表形式アルゴリズム
• Amazonでの表形式回帰 SageMaker AutoGluon-表形式アルゴリズム

の入出力インターフェイス AutoGluon-表形式アルゴリズム
勾配ブースティングは表形式のデータで動作し、行が観測値、1 つの列がターゲット変数またはラベル、
残りの列が特徴を表します。
- SageMaker の実装 AutoGluon-Tabularはトレーニングと推論用のCSVをサポートしています。
• にとってトレーニング ContentType、有効な入力は次のとおりでなければなりませんテキスト/csv。
• にとって推論 ContentType、有効な入力は次のとおりでなければなりませんテキスト/csv。

Note
CSV トレーニングの場合、アルゴリズムはターゲット変数が最初の列にあり、CSV にはヘッダー
レコードがないと見なします。
CSV 推論の場合、アルゴリズムは CSV 入力にラベル列がないと見なします。
トレーニングデータを入力用にフォーマットする方法に注意してください AutoGluon-表形式モデル。ト
レーニングおよびオプションの検証データのサブディレクトリを含む Amazon S3 バケットへのパスを指
定する必要があります。
• トレーニングデータの入力形式: トレーニングデータは、という名前のサブディレクトリにあるはずで
すtrain/にはが含まれていますdata.csvファイル。ターゲット変数は次の最初の列にある必要があり
ますdata.csv。予測変数 (特徴) は残りの列にあるはずです。
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• 検証データの入力形式: オプションで、という名前のディレクトリを含めることができま
す。validation/それにもあるdata.csvファイル。検証データは、各ブースティング反復の終了時に
検証スコアを計算するために使用されます。早期停止は、検証スコアの向上が止まったときに適用され
ます。検証データが提供されない場合は、トレーニングデータの一部が検証データとしてランダムにサ
ンプリングされます。この割合は、トレーニングデータの行数に基づいて選択されます。詳細について
は、「」を参照してください。表形式予測() AutoGluon ドキュメント内) を参照してください。
CSV トレーニング入力モードの場合、アルゴリズムで使用可能なメモリの合計 (インスタンス数)
にInstanceType) はトレーニングデータセットを保持できなければなりません。
SageMaker AutoGluon-表形式はautogluon.tabular.TabularPredictorモデルをシリアル化または
逆シリアル化するためのモジュール。モデルの保存または読み込みに使用できます。

でトレーニングしたモデルを使用するには SageMaker AutoGluon-表形式で AutoGluonフレーム
ワーク
•

次の Python コードを使用します。
import tarfile
from autogluon.tabular import TabularPredictor
t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
model = TabularPredictor.load(model_file_path)
# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ...,
feature_d
pred = model.predict(dtest)

の Amazon EC2 インスタンスに関する推奨事項 AutoGluon-表形式アルゴリズム
SageMaker AutoGluon-Tabular では、シングルインスタンスの CPU トレーニングおよびシングルインス
タンスの GPU トレーニングがサポートされています。インスタンスごとのコストは高いものの、GPU は
トレーニングをより迅速に行うため、費用対効果が高くなります。GPU トレーニングを利用するには、
インスタンスタイプを GPU インスタンスの 1 つ (P3 など) として指定します。 SageMaker AutoGluonTabular では現在、マルチ GPU トレーニングはサポートされていません。

AutoGluon-表形式サンプルノートブック
次の表は、Amazon のさまざまなユースケースに対応する各種サンプルノートブックの概要を示していま
す。 SageMaker AutoGluon-表形式のアルゴリズム。
ノートブックのタイトル

説明

アマゾンによる表形式分類 SageMaker AutoGluon表形式アルゴリズム

このノートブックは、Amazonの使用を示していま
す SageMaker AutoGluon-表形式の分類モデルをト
レーニングしてホストするための表形式アルゴリ
ズム。

Amazonでの表形式回帰 SageMaker AutoGluon-表
形式アルゴリズム

このノートブックは、Amazonの使用を示していま
す SageMaker AutoGluon-表形式の回帰モデルをト
レーニングしてホストするための表形式アルゴリ
ズム。
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でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法
の詳細については SageMaker、「」を参照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタンス
を使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いた後、SageMaker例タブを選択して、す
べてのリストを表示します SageMaker サンプル。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブを選択
し、[Create copy (コピーを作成)] を選択します。

ハウジング AutoGluon-表形式作品
AutoGluon-Tabular は、高度なデータ処理、ディープラーニング、および多層モデルアンサンブル手法を
実行します。各列のデータタイプを自動的に認識し、テキストフィールドの特別な処理を含む確実なデー
タ前処理を実現します。
AutoGluon さまざまなモデルに対応 off-the-shelf カスタマイズされたニューラルネットワークにツリーを
ブーストしました。これらのモデルは斬新な方法で組み合わされています。モデルを複数の層に積み上げ
て層ごとにトレーニングすることで、生データを一定の時間的制約の中で高品質の予測に変換できること
を保証します。このプロセスでは、次の点を注意深く追跡しながらデータをさまざまな方法で分割するこ
とにより、過適合が軽減されます。 out-of-fold の例。
- AutoGluon-表形式のアルゴリズムは、さまざまなデータ型、関係、および分布を堅牢に処理できるた
め、機械学習の競技会で優れたパフォーマンスを発揮します。以下を使用できます。 AutoGluon-回帰、分
類（バイナリおよびマルチクラス）、およびランキング問題の表形式。
多層スタッキング戦略がどのように機能するかを示した次の図を参照してください。

詳細については、次を参照してください。AutoGluon-表形式形式: 構造化データ用の堅牢で正確な
AutoML。

AutoGluon-表形式ハイパーパラメータ
次の表には、Amazonで必要な、または最も一般的に使用されるハイパーパラメータのサブセットが含ま
れています。 SageMaker AutoGluon-表形式のアルゴリズム。ユーザーがこれらのパラメーターを設定す
ると、データからモデルパラメーターを容易に推定できます。- SageMaker AutoGluon-表形式アルゴリズ
ムはオープンソースの実装ですAutoGluon-表形式分類パッケージ。
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Note
デフォルトのハイパーパラメータは、以下のサンプルデータセットに基づいていますAutoGluon表形式サンプルノートブック (p. 1850)。
デフォルトでは、 SageMaker AutoGluon-表形式アルゴリズムは、分類問題のタイプに基づいて評価指標
を自動的に選択します。このアルゴリズムは、データ内のラベルの数に基づいて分類問題のタイプを検
出します。回帰問題の場合、評価指標は二乗平均平方根誤差です。二項分類問題の場合、評価指標は受信
者操作特性曲線 (AUC) の下面積です。マルチクラス分類問題の評価基準は精度です。以下を使用できま
すeval_metricハイパーパラメータを使用してデフォルトの評価指標を変更します。説明、有効値、デ
フォルト値など、LightGBM ハイパーパラメータの詳細については、次の表を参照してください。
Parameter Name

説明

eval_metric

検証データの評価指標。もしeval_metricはデフォルトに設定され
ています"auto"値を入力すると、アルゴリズムは分類問題のタイプ
に基づいて評価指標を自動的に選択します。
• "root_mean_squared_error"回帰
• "roc_auc"バイナリ分類用
• "accuracy"複数クラス分類用
有効な値:文字列。AutoGluon ドキュメンテーション有効な値の場
合。
デフォルト値: "auto"。

presets

のさまざまな引数のプリセット設定のリストfit()。
• "best_quality": 高い予測精度、遅い推論時間、高いディスク
使用量
• "high_quality": 高い予測精度と高速推論
• "good_quality": 優れた予測精度と非常に高速な推論
• "medium_quality": 中程度の予測精度、非常に速い推論とト
レーニング時間
• "optimize_for_deployment": 未使用のモデルの削除とトレー
ニングアーティファクトの削除
• "interpretable": の解釈可能なルールベースのモデルにのみ適
合しますimodelsパッケージ
詳細については、「」を参照してください。AutoGluon Predictor。

有効な値:文字列、以下のいずれかです。
("best_quality","high_quality",good_quality","medium_quality","op
or "interpretable").
デフォルト値: "medium_quality"。
auto_stack

かどうか AutoGluon 予測精度を高めるために、バギングと
多層スタックアンサンブルを自動的に利用する必要がありま
す。SETauto_stackに"True"予測精度を最大化するために、より
長いトレーニング時間を許容したい場合。これにより自動的に設定
されますnum_bag_foldsそしてnum_stack_levelsデータセット
のプロパティに基づく引数。
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Parameter Name

説明
有効な値:文字列、"True"または"False"。
デフォルト値: "False"。

num_bag_folds

モデルの袋詰めに使用される折り目の数。メトリッ
クnum_bag_foldsEqual tok、トレーニング時間はおおよその倍
に増加しますk。SETnum_bag_folds0にするとバギングが無効
になります。これはデフォルトでは無効になっていますが、予測
パフォーマンスを最大化するには、5 ～ 10 の値を使用することを
おすすめします。増加中num_bag_foldsバイアスの低いモデルに
なりますが、過適合になりやすいモデルになります。1 はこのパ
ラメータの値としては無効です。ValueError。値が10を超える
と、収益が減少する可能性があり、オーバーフィットによって全
体的な結果に悪影響を及ぼす可能性もあります。予測をさらに改善
するには、増加を避けてくださいnum_bag_folds代わりに増加す
るnum_bag_sets。
有効な値:文字列、その間の任意の整数 (および含む)"0"そし
て"10"。
デフォルト値: "0"。

num_bag_sets

実行する kfold バギングを繰り返す回数 (値は 1 以上である必要
があります)。バギング中にトレーニングを受けたモデルの総数
はnum_bag_folds*num_bag_sets。このパラメータのデフォルト
は 1 です。time_limit未指定。このパラメータは次の場合に無効
になりますnum_bag_folds未指定。値が2より大きいと、特に小さ
な問題や積み重ねが有効になっている場合に、予測パフォーマンス
が向上します。
有効な値:整数、範囲:[1,20]。
デフォルト値: 1。

num_stack_levels

スタック・アンサンブルで使用するスタッキング・レベル
の数。モデルトレーニング時間がおおよその倍に増加しま
すnum_stack_levels+ 1. スタックアンサンブルを無効にするに
は、このパラメータを 0 に設定します。このパラメーターはデフォ
ルトでは無効になっていますが、予測パフォーマンスを最大化する
には 1 ～ 3 の値を使用することをおすすめします。過適合を防ぐた
めにValueError,num_bag_folds2 以上である必要があります。
有効値:浮動小数点数、範囲:[0,3]。
デフォルト値: 0。

refit_full

通常のトレーニング手順の後に、すべてのデータ (トレーニングと検
証) ですべてのモデルを再トレーニングするかどうか。詳細について
は、「」を参照してください。AutoGluon Predictor。
有効な値:文字列、"True"または"False"。
デフォルト値: "False"。
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Parameter Name

説明

set_best_to_refit_full

予測変数が予測に使用するデフォルトモデルを変更するかどうか。
もしset_best_to_refit_fullはに設定されています"True"、デ
フォルトのモデルは、再適合の結果として最も検証スコアが高かっ
たモデルに変更されます（アクティブ化されるのはrefit_full).
次の場合にのみ有効refit_fullは設定されています。
有効な値:文字列、"True"または"False"。
デフォルト値: "False"。

save_space

新しいデータの予測に必要のない補助モデルファイルを削除して、
予測変数のメモリとディスクサイズを減らすかどうか。これは推論
精度に影響を与えません。推奨設定save_spaceに"True"唯一の
目標がトレーニングされたモデルを予測に使用することだけなら。
次の場合、特定の高度な機能が使用できなくなる可能性がありま
すsave_spaceはに設定されています"True"。を参照してくださ
いpredictor.save_space()詳細については、ドキュメントを参
照してください。
有効な値:文字列、"True"または"False"。
デフォルト値: "False"。

verbosity

印刷メッセージの冗長性。verbosityレベルの範囲は0に4、レベ
ルが高いほど、より詳細な印刷ステートメントに対応します。あ
るverbosityの0警告を非表示にします。
有効な値:整数、以下のいずれかです。(0,1,2,3、または4).
デフォルト値: 2。

調整方法 AutoGluon-表形式モデル
でもね AutoGluon-Tabularはモデルチューニングに使用でき、スタッキング法やアンサンブル法を使用し
て優れたパフォーマンスを発揮できるように設計されているため、ハイパーパラメーターの最適化は不要
です。モデルのチューニングに焦点を合わせるのではなく、 AutoGluon-Tabularは、モデルを複数のレイ
ヤーに積み重ね、レイヤーごとにトレーニングすることで成功します。
の詳細については、「」を参照してください。 AutoGluon-表形式のハイパーパラメータ、を参照してくだ
さいAutoGluon-表形式ハイパーパラメータ (p. 1851)。

CatBoost
CatBoostは、勾配増強デシジョンツリー (GBDT) アルゴリズムの一般的な高性能なオープンソース実装で
す。GBDT は、より単純で弱いモデルのセットから得られた推定のアンサンブルを組み合わせることで、
ターゲット変数の正確な予測を試みる、教師あり学習アルゴリズムです。
CatBoost GBDTには2つの重要なアルゴリズムの進歩が導入されています。
1. 従来のアルゴリズムに代わる順列駆動型の代替手段である順序付きブースティングの実装
2. カテゴリカルな特徴を処理する革新的なアルゴリズム
どちらの手法も、現在存在するすべての勾配増強アルゴリズムの実装に存在する特殊なターゲットリーク
によって生じる予測シフトに対処するために開発されました。
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を使用する方法 SageMaker CatBoost
を使用できます。 CatBoost アマゾンとして SageMaker 組み込みのアルゴリズム 次のセクションでは、
を使用する方法について説明します CatBoost と SageMaker SDK のメソッド。を使用する方法の詳細
については CatBoost アマゾンから行うこと SageMaker スタジオ UI、を参照してくださいSageMaker
JumpStart (p. 46)。
• 使用アイテム CatBoost 組み込みのアルゴリズムとして
を使用する CatBoost Aを構築するための組み込みアルゴリズム CatBoost 次のコード例に示すようにト
レーニングコンテナ。自動的に見つけることができます CatBoostを使用する組み込みアルゴリズムの画
像 URI SageMaker image_uris.retrieveAPI (またはget_image_uriAPI を使用するするアマゾン
SageMaker SDK のメソッドバージョン 2).
指定後 CatBoost 画像 URI、使用できます CatBoost を使用して推定器を構築するためのコンテナ
SageMaker API を推定、トレーニングジョブを開始します。- CatBoost ビルトインアルゴリズムはスク
リプトモードで動作しますが、トレーニングスクリプトは用意されているので、置き換える必要はあり
ません。スクリプトモードを使用して作成した経験が豊富な場合 SageMaker トレーニングの仕事、そ
してあなたは自分の仕事を組み込むことができます CatBoost トレーニングスクリプト。
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris
train_model_id, train_model_version, train_scope = "catboost-classification-model", "*",
"training"
training_instance_type = "ml.m5.xlarge"
# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
region=None,
framework=None,
model_id=train_model_id,
model_version=train_model_version,
image_scope=train_scope,
instance_type=training_instance_type
)
# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)
train_model_uri = model_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)
# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"
training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"
output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
from sagemaker import hyperparameters
# Retrieve the default hyper-parameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)
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# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
"iterations"
] = "500"
print(hyperparameters)
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base
training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")
# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
role=aws_role,
image_uri=train_image_uri,
source_dir=train_source_uri,
model_uri=train_model_uri,
entry_point="transfer_learning.py",
instance_count=1,
instance_type=training_instance_type,
max_run=360000,
hyperparameters=hyperparameters,
output_path=s3_output_location
)
# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
{"training": training_dataset_s3_path}, logs=True, job_name=training_job_name
)

設定方法の詳細については CatBoost 組み込みのアルゴリズムとして、次のノートブックの例を参照し
てください。
• Amazonでの表形式分類 SageMaker LightGBM と CatBoost アルゴリズム
• Amazonでの表形式回帰 SageMaker LightGBM と CatBoost アルゴリズム

の入出力インターフェイス CatBoostアルゴリズム
勾配ブースティングは表形式のデータで動作し、行が観測値、1 つの列がターゲット変数またはラベル、
残りの列が特徴を表します。
- SageMaker の実装 CatBoost トレーニングと推論用の CSV をサポートします。
• にとってトレーニング ContentType、有効な入力はテキスト/csv。
• にとって推論 ContentType、有効な入力はテキスト/csv。

Note
CSV トレーニングの場合、アルゴリズムはターゲット変数が最初の列にあり、CSV にはヘッダー
レコードがないと見なします。
CSV 推論の場合、アルゴリズムは CSV 入力にラベル列がないと見なします。
トレーニングデータを入力用にフォーマットする方法に注意してください CatBoost MODEL. トレーニン
グおよびオプションの検証データ用のサブディレクトリを含む Amazon S3 バケットへのパスを提供する
必要があります。カテゴリ別特徴のリストを含めることもできます。
• トレーニングデータの入力形式: トレーニングデータは、という名前のサブディレクトリにあるはずで
す。train/にはが含まれていますdata.csvファイル。ターゲット変数は次の最初の列にある必要があ
りますdata.csv。予測変数 (特徴) は残りの列にあるはずです。
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• 検証データの入力形式: オプションという別のディレクトリを含めることができますvalidation/それ
にもあるdata.csvファイル。検証データは、各ブースティング反復の終了時に検証スコアを計算する
ために使用されます。早期停止は、検証スコアの向上が止まったときに適用されます。検証データが提
供されない場合は、トレーニングデータの 20% が検証データとしてランダムにサンプリングされます。
• カテゴリ別特徴入力形式: 予測変数にカテゴリ特徴が含まれる場合は、という名前の JSON ファイルを
指定できますcategorical_index.jsonデータディレクトリと同じ場所にあります。このファイルに
は、キーが文字列である Python 辞書が含まれている必要があります。"cat_index_list"そして値
はユニークな整数のリストです。値リストの各整数は、トレーニングデータCSVファイル内の対応する
カテゴリ特徴の列インデックスを示す必要があります。各値は正の整数 (ゼロは目標値を表すためゼロ
より大きい) で、Int32.MaxValue(2147483647)、列の総数よりも少ない。カテゴリ別インデックス
JSON ファイルは 1 つだけにする必要があります。
CSV トレーニング入力モードの場合、アルゴリズムで使用可能なメモリの合計 (インスタンス数)
にInstanceType) はトレーニングデータセットを保持できなければなりません。
SageMaker CatBoost を使用するcatboost.CatBoostClassifierそし
てcatboost.CatBoostRegressorモデルをシリアル化または逆シリアル化するためのモジュール。モデ
ルの保存または読み込みに使用できます。

でトレーニングしたモデルを使用するには SageMaker CatBoost とcatboost
•

次の Python コードを使用します。
import tarfile
from catboost import CatBoostClassifier
t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
file_path = os.path.join(model_file_path, "model")
model = CatBoostClassifier()
model.load_model(file_path)
# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ...,
feature_d
pred = model.predict(dtest)

の Amazon EC2 インスタンスに関する推奨事項 CatBoostアルゴリズム
SageMaker CatBoost 現在、CPU を使用したトレーニングのみを行っています。 CatBoost （計算制限と
は対照的に）メモリバウンドのアルゴリズムです。そのため、汎用コンピューティングインスタンス (た
とえば M5) は、コンピューティング最適化インスタンス (C5 など) よりも適しています。さらに、トレー
ニングデータを保持するために、選択したインスタンスに十分なメモリを用意することを推奨します。

CatBoost サンプルノートブック
次の表は、Amazon のさまざまなユースケースに対応する各種サンプルノートブックの概要を示していま
す。 SageMaker CatBoost Algalgorithm.
ノートブックのタイトル

説明

Amazonでの表形式分類 SageMaker LightGBM と
CatBoost アルゴリズム

このノートブックは、Amazonの使用を示していま
す SageMaker CatBoost表形式の分類モデルをト
レーニングしてホストするためのアルゴリズム。
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ノートブックのタイトル

説明

Amazonでの表形式回帰 SageMaker LightGBM と
CatBoost アルゴリズム

このノートブックは、Amazonの使用を示していま
す SageMaker CatBoost表形式の回帰モデルをト
レーニングしてホストするアルゴリズム。

でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法
の詳細については SageMaker、「」を参照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタンス
を使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いた後、SageMaker例タブをクリックし
て、すべてのリストを表示します SageMaker サンプル。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブ
を選択し、[Create copy (コピーを作成)] を選択します。

ハウジング CatBoost WORK
CatBoost は、従来の勾配増強デシジョンツリー (GBDT) アルゴリズムを実装し、さらに次の 2 つの重要な
アルゴリズムの進歩を加えています。
1. 従来のアルゴリズムに代わる順列駆動型の代替手段である順序付きブースティングの実装
2. カテゴリカルな特徴を処理する革新的なアルゴリズム
どちらの手法も、現在存在するすべての勾配増強アルゴリズムの実装に存在する特殊なターゲットリーク
によって生じる予測シフトに対処するために開発されました。
- CatBoost アルゴリズムは、さまざまなデータ型、関係、分布、および微調整可能な多様なハイパーパ
ラメータを堅牢に処理できるため、機械学習の競争でうまく機能します。を使用できます。 CatBoost 回
帰、分類（バイナリおよびマルチクラス）、およびランキング問題用。
グラデーションブースティングの詳細については、XGBoost の仕組み (p. 1920)。で使われている追加の
GOSS および EFB 技術の詳細については CatBoost 方法、「」を参照してくださいCatBoost: カテゴリー
別機能による偏りのないブースティング。

CatBoost ハイパーパラメータ
次の表には、Amazonで必要な、または最も一般的に使用されるハイパーパラメータのサブセットが含ま
れています SageMaker CatBoost Algalgorithm. ユーザーがこれらのパラメーターを設定すると、データか
らモデルパラメーターを容易に推定できます。- SageMaker CatBoost アルゴリズムはオープンソースの実
装ですCatBoostpackage.

Note
デフォルトのハイパーパラメータは、以下のサンプルデータセットに基づいています。CatBoost
サンプルノートブック (p. 1857)。
デフォルトでは、 SageMaker CatBoost アルゴリズムは、分類問題のタイプに基づいて評価指標と損
失関数を自動的に選択します。- CatBoost アルゴリズムは、データ内のラベルの数に基づいて分類問題
のタイプを検出します。回帰問題の場合、評価指標と損失関数はどちらも二乗平均平方根誤差です。
二項分類問題の場合、評価指標は曲線下面積 (AUC) で、損失関数は対数損失です。マルチクラス分類
問題の場合、評価メトリックと損失関数はマルチクラスクロスエントロピーです。以下を使用できま
す。eval_metricハイパーパラメータを使用してデフォルトの評価指標を変更します。説明、有効値、デ
フォルト値など、LightGBM ハイパーパラメータの詳細については、次の表を参照してください。
Parameter Name

説明

iterations

構築できるツリーの最大数。
有効な値:整数、範囲: 正の整数。
デフォルト値: 500。
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Parameter Name

説明

early_stopping_rounds

ある検証データポイントの 1 つの指標が最後に改善されない場合、
トレーニングは停止します。early_stopping_roundsROUND.
もしearly_stopping_roundsが 0 以下の場合、このハイパーパラ
メータは無視されます。
有効な値:整数。
デフォルト値: 5。

eval_metric

検証データの評価指標。もしeval_metricはデフォルトに設定され
ています"auto"値を入力すると、アルゴリズムは分類問題のタイプ
に基づいて評価指標を自動的に選択します。
• "RMSE"回帰
• "AUC"二項分類用
• "MultiClass"複数クラス分類用
有効な値:文字列。CatBoost ドキュメンテーション有効な値の場合。
デフォルト値: "auto"。

learning_rate

トレーニング例の各バッチを処理した後に、モデルの重みが更新さ
れるレート。
有効値:浮動小数点数、範囲:(0.0,1.0).
デフォルト値: 0.009。

depth

木の深さ。
有効な値:整数、範囲:(1,16).
デフォルト値: 6。

l2_leaf_reg

コスト関数の L2 正則化項の係数。
有効な値:整数、範囲: 正の整数。
デフォルト値: 3。

random_strength

ツリー構造が選択されたときに、スコアリングスプリットに使用す
るランダム性の度合い。このパラメーターを使用して、モデルの過
適合を防ぎます。
有効値:浮動小数点数、範囲: 正の浮動小数点数
デフォルト値: 1.0。

max_leaves

生成されるツリーの葉の最大数。にのみ使用できま
す"Lossguide"成長政策。
有効な値:整数、範囲:[2,64]。
デフォルト値: 31。
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Parameter Name

説明

rsm

ランダムサブスペース法。フィーチャをランダムに選択し直した場
合に、分割選択ごとに使用するフィーチャの割合。
有効値:浮動小数点数、範囲:(0.0,1.0]。
デフォルト値: 1.0。

sampling_frequency

木を作るときにウェイトやオブジェクトをサンプリングする頻度。
有効な値:文字列、次のいずれか:("PerTreeLevel"また
は"PerTree").
デフォルト値: "PerTreeLevel"。

min_data_in_leaf

リーフ内のトレーニングサンプルの最小数。 CatBoost 指定された値
より少ないサンプル数の葉の新しい分割は検索しません。にのみ使
用できます"Lossguide"そして"Depthwise"成長する政策。
有効な値:整数、範囲:(1または∞).
デフォルト値: 1。

bagging_temperature

ベイジアンブートストラップの設定を定義します。ベイジアン
ブートストラップを使用して、オブジェクトにランダムな重み
を割り当てます。もしbagging_temperatureがに設定されて
います1.0次に、重みが指数分布からサンプリングされます。も
しbagging_temperatureがに設定されています0.0の場合、すべ
てのウェイトは 1.0 になります。
有効値:浮動小数点数、範囲: 非負浮動小数点。
デフォルト値: 1.0。

boosting_type

ブースティングスキーム。「自動」とはboosting_typeは、処理
ユニットのタイプ、トレーニングデータセット内のオブジェクトの
数、および選択した学習モードに基づいて選択されます。
有効な値:文字列、以下のいずれかで
す。"Auto","Ordered","Plain").
デフォルト値: "Auto"。

scale_pos_weight

二項分類における陽性クラスの重み。この値は、陽性クラスのオブ
ジェクトの重みの乗数として使用されます。
有効値:浮動小数点数、範囲: 正の浮動小数点
デフォルト値: 1.0。

max_bin

数値特徴の分割の数。"Auto"という意味max_bin処理ユニットのタ
イプやその他のパラメータに基づいて選択されます。詳細について
は、「」を参照してください。 CatBoost ドキュメント内) を参照し
てください。
有効な値:文字列、次のいずれか:("Auto"または次の整数の文字
列"1"に"65535"包括的に)。
デフォルト値: "Auto"。
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Parameter Name

説明

grow_policy

木を育てる方針。欲張りツリー構築の実行方法を定義します。
有効な値:文字列、以下のいずれかで
す。"SymmetricTree","Depthwise"、または"Lossguide").
デフォルト値: "SymmetricTree"。

random_seed

トレーニングに使用されるランダムシード。
有効な値:整数、範囲: 非負整数。
デフォルト値: 1.0。

thread_count

トレーニング中に使用するスレッドの数。もしthread_countで
す-1では、スレッド数はプロセッサコアの数と等しくなりま
す。thread_countではを使用できます。0。
有効な値:整数、次のいずれか:(-1または正の整数)。
デフォルト値: -1。

verbose

印刷メッセージの冗長性。レベルが高いほど、印刷ステートメント
が詳細になります。
有効な値:整数、範囲: 正の整数。
デフォルト値: 1。

チューン a CatBoost 型
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのトレーニングと検証でさまざ
まなハイパーパラメータをテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけま
す。モデルのチューニングでは、次のハイパーパラメーターに焦点を当てています。

Note
学習損失関数は、分類タスクのタイプに基づいて自動的に割り当てられます。分類タスクは、ラ
ベル列の一意の整数の数によって決まります。詳細については、「CatBoost ハイパーパラメー
タ (p. 1858)」を参照してください。
• モデルトレーニング中に最適化する学習 LOS 関数
• 検証中にモデルのパフォーマンスを評価するために使用する評価メトリック
• モデルの自動調整時に使用する一連のハイパーパラメータとそれぞれの値の範囲
自動モデル調整は、選択したハイパーパラメータを検索して、選択した評価メトリクスを最適化するモデ
ルになる値の組み合わせを見つけます。

Note
の自動モデルチューニング CatBoost アマゾンでのみ入手可能です SageMaker SDK、からではな
い SageMaker コンソール。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。
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によって計算された評価指標 CatBoostアルゴリズム
- SageMaker CatBoost アルゴリズムは、モデルの検証に次のメトリクスを使用して計算します。評価指標
は、分類タスクのタイプに基づいて自動的に割り当てられます。分類タスクは、ラベル列の一意の整数の
数によって決まります。にとって
メトリクス名

説明

最適化の方向

正規表現パターン

RMSE

二乗平均平方根誤差

最小化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

MAE

平均絶対誤差

最小化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

中央絶対誤差
MedianAbsoluteError

最小化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

R2

R2 スコア

最大化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

Logloss

二項クロスエントロピー

最大化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

Precision

precision

最大化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

Recall

想起

最大化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

F1

F1 スコア

最大化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

AUC

auc スコア

最大化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

MultiClass

複数クラスのクロスエントロピー

最大化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

Accuracy

正確さ

最大化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

最大化する

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

BalancedAccuracyバランスの良い精度

調整可能 CatBoost ハイパーパラメータ
チューニング CatBoost 次のハイパーパラメータを使用するする。最適化に最も大きな影響を与えるハ
イパーパラメータ CatBoost 評価指標は次のとおりです。learning_rate,depth,l2_leaf_reg、およ
びrandom_strength。すべてのリストについては CatBoost ハイパーパラメータ、「」を参照してくだ
さい。CatBoost ハイパーパラメータ (p. 1858)。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.001、
MaxValue: 0.01

depth

IntegerParameterRanges

MinValue: 4、
MaxValue: 10
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Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

l2_leaf_reg

IntegerParameterRanges

MinValue: 2、
MaxValue: 10

random_strength

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0, MaxValue:
10

因数分解機アルゴリズム
因数分解機アルゴリズムは、分類タスクと回帰タスクの両方に使用できる汎用的な教師あり学習アルゴリ
ズムです。これは、高次元スパースデータセット内の特徴間の相互作用を経済的にキャプチャするよう
に設計された線形モデルの拡張です。例えばクリック予測システムでは、因数分解機モデルは、特定の広
告カテゴリの広告が特定のページカテゴリのページに配置されたときに確認されたクリック率パターンを
キャプチャできます。因数分解機は、クリック予測や項目推奨など、高次元スパースデータセットを処理
するタスクに適した選択肢です。

Note
アマゾン SageMaker 因数分解機アルゴリズムの場合、特徴間のペアワイズ (2 次) 相互作用のみ
を考慮します。
トピック
• 因数分解機アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 1863)
• 因数分解機アルゴリズムの EC2 インスタンスの推奨事項 (p. 1864)
• 因数分解機サンプルノートブック (p. 1864)
• 因数分解機の仕組み (p. 1864)
• 因数分解機のハイパーパラメータ (p. 1865)
• 因数分解機モデルを調整する (p. 1869)
• 因数分解機のレスポンス形式 (p. 1871)

因数分解機アルゴリズムの入出力インターフェイス
因数分解機アルゴリズムは、二項分類モードまたは回帰モードで実行できます。各モードで、データセッ
トをトレーニングチャネルデータセットと共にテストチャネルに提供できます。スコアリングは、使用す
るモードによって異なります。回帰モードでは、テストデータセットは二乗平均平方根誤差 (RMSE) を使
用してスコアリングされます。二項分類モードでは、テストデータセットは二項交差エントロピー (対数
損失)、精度 (しきい値 = 0.5) および F1 スコア (しきい値 = 0.5) を使用してスコアリングされます。
トレーニングについては、因数分解機アルゴリズムは、現在 Float32 テンソルの recordIO-protobuf
形式でのみサポートしています。ユースケースは主にスパースデータに対するものであるため、CSV は適
切な候補ではありません。recordIO でラップされた protobuf では、ファイルモードとパイプモードの両方
のトレーニングがサポートされます。
推論については、因数分解機アルゴリズムは application/json 形式と x-recordio-protobuf 形式
をサポートします。
• バイナリ分類の問題については、アルゴリズムは、スコアとラベルを予測します。ラベルは、数値で、0
または 1 になります。スコアは、ラベルが 1 があるべきであるとアルゴリズムがみなす度合いを示す数
値です。アルゴリズムは最初にスコアを計算し、次にスコア値からラベルを導出します。スコアが 0.5
以上である場合、ラベルは 1 です。
• 回帰の問題については、スコアのみが返り、それが予測値になります。たとえば、因数分解器が映画の
評価の予測に使用されている場合、スコアは予測された評価値を示します。
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トレーニングファイルと推論ファイルの形式の詳細については、因数分解機サンプルノートブッ
ク (p. 1864)を参照してください。

因数分解機アルゴリズムの EC2 インスタンスの推奨事項
アマゾン SageMaker 因数分解機アルゴリズムは高スケーラブルであり、分散型インスタンスでトレーニ
ングできます。スパースデータセットと高密度データセットの両方に CPU インスタンスでのトレーニン
グと推論をお勧めします。状況によっては、高密度データに対する 1 つ以上の GPU でのトレーニングに
利点がある場合があります。GPU でのトレーニングは高密度データでのみ使用できます。スパースデー
タには CPU インスタンスを使用してください。因数分解機アルゴリズムは、トレーニングと推論用の
P2、P3、G4dN、G5 インスタンスをサポートします。

因数分解機サンプルノートブック
を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker 因数分解機アルゴリズムを使用して MIST データセッ
ト内の 0 ～ 9 の手書き数字のイメージを分析します。MNIST による因数分解機械の紹介。 SageMaker
でサンプルの実行に使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法につい
ては、「Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)」を参照してください。
ノートブックインスタンスを作成して開いたら、SageMaker 例タブを選択して、すべてのリストを表示
します。 SageMaker サンプル。NTM アルゴリズムを使うトピックモデリングのサンプルノートブック
は、[Introduction to Amazon Algorithms] (Amazon アルゴリズムの概要) セクションにあります。ノート
ブックを開くには、その [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピーを作成)] を選択します。

因数分解機の仕組み
因数分解機モデルの予測タスクは、特徴セット xi からターゲットドメインに対する関数 ŷ を推定するこ
とです。このドメインは、回帰の場合は実数値であり、分類の場合は二項です。因数分解機モデルは教師
ありモデルであるため、使用可能なトレーニングデータセット (xii,yj) があります。このモデルが示す利点
は、ペアワイズ特徴相互作用をキャプチャするために因数分解パラメータ化を使用する方法にあります。
これは数学的には次のように表すことができます。

この方程式の 3 つの項は、それぞれモデルの 3 つの要素に対応します。
• w0 項は、グローバルバイアスを表します。
• wi 線形項は、i 番目の変数の強度をモデル化したものです。

• 因数分解項 <vi,vj> は、i 番目と j 番目の変数間のペアワイズ相互作用をモデル化したものです。
グローバルバイアス項と線形項は線形モデルの場合と同じです。ペアワイズ特徴相互作用は、各特徴に
ついて学習された対応する係数の内積として第 3 項でモデル化されます。学習された係数は、各特徴の
埋め込みベクトルと考えることもできます。たとえば、分類タスクでは、特徴のペアが正のラベルの付
いたサンプルで同時に発生する傾向がある場合、それらの係数の内積は大きくなります。つまり、それ
らの埋め込みベクトルはコサイン類似度で相互に近くなります。因数分解機モデルの詳細については、
「Factorization Machines」(因数分解機) を参照してください。
回帰タスクの場合、モデル予測 ŷn とターゲット値 yn の間の二乗誤差を最小化することによってモデルを
トレーニングします。これは二乗損失と呼ばれます。

分類タスクの場合、対数損失とも呼ばれる交差エントロピー損失を最小化することによってモデルをト
レーニングします。
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各パラメータの意味は次のとおりです。

分類のための損失関数の詳細については、Loss functions for classification (分類のための損失関数) を参照
してください。

因数分解機のハイパーパラメータ
次のテーブルに、因数分解機アルゴリズムのハイパーパラメータを示します。これらは、データからモデ
ルパラメータを推定しやすくするためにユーザが設定するパラメータです。設定の必要がある必須ハイ
パーパラメータは、アルファベット順に最初に一覧表示されています。設定可能なオプションのハイパー
パラメータは、アルファベット順に次に一覧表示されています。
Parameter Name

説明

feature_dim

入力特徴空間の次元。これはスパース入力では非常に高くなること
があります。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数。推奨値の範囲: [10000,10000000]

num_factors

因数分解の次元。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数。推奨値の範囲: [2,1000]。通常、64 が良好な結
果を生成し、開始点として推奨されます。

predictor_type

予測子のタイプ。
• binary_classifier: 二項分類タスクの場合。
• regressor: 回帰タスクの場合。
[Required] (必須)
有効な値: 文字列:binary_classifierまたはregressor

bias_init_method

バイアス項の初期化方法。
• normal: 平均が 0 で標準偏差が bias_init_sigma で指定され
た正規分布からサンプリングしたランダム値で重みを初期化しま
す。
• uniform: [-bias_init_scale, +bias_init_scale] で指定さ
れた範囲から均一にサンプリングされたランダム値で重みを初期
化します。
• constant: bias_init_value で指定されたスカラー値に重みを
初期化します。
オプション
有効な値: uniform、normal、または constant
デフォルト値: normal
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Parameter Name

説明

bias_init_scale

バイアス項の初期化の範囲。bias_init_method が uniform に設
定されている場合に有効です。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: なし

bias_init_sigma

バイアス項の初期化の標準偏差。bias_init_method が normal
に設定されている場合に有効です。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: 0.01

bias_init_value

バイアス項の初期値。bias_init_method が constant に設定さ
れている場合に有効です。
オプション
有効な値: FLOAT。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: なし

bias_lr

バイアス項の学習レート。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: 0.1

bias_wd

バイアス項の重み減衰。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: 0.01

clip_gradient

勾配クリッピングオプティマイザパラメータ。区間
[-clip_gradient, +clip_gradient] に投影することで勾配をク
リップします。
オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: なし
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Parameter Name

説明

epochs

実行するトレーニングエポックの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 1

eps

0 による除算を回避するための Epsilon パラメータ。
オプション
有効な値: FLOAT。推奨値: small。
デフォルト値: なし

factors_init_method

因数分解項の初期化方法。
• normal: 平均が 0 で標準偏差が factors_init_sigma で指定さ
れた正規分布からサンプリングしたランダム値で重みを初期化し
ます。
• uniform: [-factors_init_scale, +factors_init_scale] で
指定された範囲から均一にサンプリングされたランダム値で重み
を初期化します。
• constant: factors_init_value で指定されたスカラー値に重
みを初期化します。
オプション
有効な値: uniform、normal、または constant
デフォルト値: normal

factors_init_scale

因数分解項の初期化の範囲。factors_init_method が uniform
に設定されている場合に有効です。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: なし

factors_init_sigma

因数分解項の初期化の標準偏差。factors_init_method が
normal に設定されている場合に有効です。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: 0.001
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Parameter Name

説明

factors_init_value

因数分解項の初期値。factors_init_method が constant に設
定されている場合に有効です。
オプション
有効な値: FLOAT。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: なし

factors_lr

因数分解項の学習レート。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: 0.0001

factors_wd

因数分解項の重み減衰。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: 0.00001

linear_lr

線形項の学習レート。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: 0.001

linear_init_method

線形項の初期化方法。
• normal: 平均が 0 で標準偏差が linear_init_sigma で指定さ
れた正規分布からサンプリングしたランダム値で重みを初期化し
ます。
• uniform: [-linear_init_scale, +linear_init_scale] で指
定された範囲から均一にサンプリングされたランダム値で重みを
初期化します。
• constant: linear_init_value で指定されたスカラー値に重
みを初期化します。
オプション
有効な値: uniform、normal、または constant
デフォルト値: normal
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Parameter Name

説明

linear_init_scale

線形項の初期化の範囲。linear_init_method が uniform に設
定されている場合に有効です。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: なし

linear_init_sigma

線形項の初期化の標準偏差。linear_init_method が normal に
設定されている場合に有効です。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: 0.01

linear_init_value

線形項の初期値。linear_init_method が constant に設定されて
いる場合に有効です。
オプション
有効な値: FLOAT。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: なし

linear_wd

線形項の重み減衰。
オプション
有効な値: 非負浮動小数点。推奨値の範囲: [1e-8, 512]。
デフォルト値: 0.001

mini_batch_size

トレーニングに使用されるミニバッチのサイズ。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 1000

rescale_grad

勾配再スケーリングオプティマイザパラメータ。設定されている
場合、更新前に勾配を rescale_grad で乗算します。多くの場
合、1.0/batch_size として選択されます。
オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: なし

因数分解機モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
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スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

因数分解機アルゴリズムによって計算されたメトリクス
因数分解機アルゴリズムには、二項分類と回帰予測子の両方のタイプがあります。自動モデル調整に使用
できるメトリクスは、予測子タイプによって決まります。アルゴリズムは、トレーニング中に計算される
test:rmse 回帰メトリクスを報告します。回帰タスク用にモデルを調整するときには、このメトリクス
を目標として選択してください。
メトリクス名

説明

最適化の方向

test:rmse

二乗平均平方根誤差

最小化

因数分解機アルゴリズムは、トレーニング中に計算される 3 つの二項分類メトリクスをレポートします。
二項分類タスクのモデルを調整するときには、目標としてこれらのいずれかを選択してください。
メトリクス名

説明

最適化の方向

Accuracy
test:binary_classification_accuracy

最大化

交差エントロピー
test:binary_classification_cross_entropy

最小化

test:binary_f_beta

ベータ

最大化

調整可能な因数分解機ハイパーパラメータ
因数分解機アルゴリズムの次のハイパーパラメータを調整できます。バイアス、線形、および
因数分解の項を含む初期化パラメータは、それらの初期化方法に応じて異なります。初期化方法
は、uniform、normal、constant の 3 つです。これらの初期化方法は、それ自体が調整可能なの
ではありません。調整可能なパラメータは、どの初期化方法を選択したかによって異なります。た
とえば、初期化方法が uniform である場合は、scale パラメータのみが調整可能です。具体的に
は、bias_init_method==uniform の場合は、bias_init_scale、linear_init_scale、および
factors_init_scale が調整可能です。同様に、初期化方法が normal である場合は、sigma パラメー
タのみが調整可能です。初期化方法が constant である場合は、value パラメータのみが調整可能で
す。これらの依存関係を、次の表にリストしてあります。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

依存関係

bias_init_scale

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

bias_init_method==uniform

bias_init_sigma

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

bias_init_method==normal

bias_init_value

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

bias_init_method==constant

bias_lr

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

なし

bias_wd

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

なし
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Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

依存関係

epoch

IntegerParameterRange

MinValue: 1、
MaxValue: 1000

なし

ContinuousParameterRange
factors_init_scale

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

bias_init_method==uniform

ContinuousParameterRange
factors_init_sigma

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

bias_init_method==normal

ContinuousParameterRange
factors_init_value

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

bias_init_method==constant

factors_lr

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

なし

factors_wd

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512]

なし

linear_init_scaleContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

bias_init_method==uniform

linear_init_sigmaContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

bias_init_method==normal

linear_init_valueContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

bias_init_method==constant

linear_lr

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

なし

linear_wd

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 512

なし

mini_batch_size

IntegerParameterRange

MinValue: 100、
MaxValue: 10000

なし

因数分解機のレスポンス形式
JSON レスポンスの形式
二項分類
let response =
{
"predictions":
[
{
"score": 0.4,
"predicted_label": 0
}
]
}

回帰
let response =
{
"predictions":
[
{
"score": 0.4
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}

]

}

JSONLINES レスポンスの形式
二項分類
{"score": 0.4, "predicted_label": 0}

回帰
{"score": 0.4}

RECORDIO レスポンスの形式
二項分類
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'score’: {
keys: [],
values: [0.4] # float32
},
'predicted_label': {
keys: [],
values: [0.0] # float32
}
}
}

回帰
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'score’: {
keys: [],
values: [0.4]
}
}
}

# float32

K 最近傍 (k-NN) アルゴリズム
アマゾン SageMaker k-最近隣 (k-nN) アルゴリズムはインデックスベースのアルゴリズムです。このアル
ゴリズムは、分類または回帰にノンパラメトリック手法を使用します。分類問題の場合、アルゴリズムは
サンプルポイントに最も近い k ポイントに対してクエリを実行し、そのクラスで最も頻繁に使用されるラ
ベルを予測ラベルとして返します。回帰問題の場合、アルゴリズムはサンプルポイントに最も近い k ポイ
ントに対してクエリを実行し、それらの特徴値の平均を予測値として返します。
k-NN アルゴリズムを使用したトレーニングには、サンプリング、次元削減、およびインデックス構築の
3 つのステップがあります。サンプリングによって、初期データセットがメモリに収まるように、そのサ
イズが縮小されます。次元削減の場合、アルゴリズムはデータの特徴次元を削減して、メモリ内の k-NN
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モデルのフットプリントと推論レイテンシーを減らします。ランダムプロジェクションと高速 JohnsonLindenstrauss 変換の 2 つの次元削減手法が用意されています。通常、高次元 (d > 1000) のデータセット
には次元削減を使用して、「次元の呪い」を回避します。次元の呪いとは、次元数が増加するにつれてス
パースが進み、データの統計分析が困難になるという現象です。k-NN のトレーニングの主な目標は、イン
デックスを構築することです。このインデックスを使用すると、値またはクラスラベルがまだ判別されて
いないポイントと、推論に使用する k 近傍ポイントとの間の距離を効率的に検索できます。
トピック
• k-NN アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 1873)
• k-NN サンプルノートブック (p. 1874)
• k-NN アルゴリズムの仕組み (p. 1874)
• k-NN アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 1875)
• k-NN ハイパーパラメータ (p. 1875)
• k-NN モデルの調整 (p. 1876)
• k-NN トレーニング入力のデータ形式 (p. 1878)
• k-NN リクエストとレスポンスの形式 (p. 1878)

k-NN アルゴリズムの入出力インターフェイス
SageMaker K-NN は、トレーニングとテストのデータチャネルをサポートします。
• サンプリングして k-NN インデックスに構築するデータには、トレーニングチャネルを使用します。
• ログファイルにスコアを出力するには、テストチャネルを使用します。スコアはミニバッチごとに 1 行
で表示され、classifier については精度、regressor については平均二乗誤差 (mse) のスコアが表
示されます。
トレーニング入力の場合、k-NN は text/csv および application/x-recordio-protobuf データ形
式をサポートします。入力タイプが text/csv の場合は、最初の label_size 列が、その行のラベルベ
クトルとして解釈されます。ファイルモードまたはパイプモードを使用すると、recordIO-wrappedprotobuf または CSV の形式のデータについてモデルをトレーニングできます。
推論入力の場合、k-NN は application/json、application/x-recordio-protobuf、および
text/csv データ形式をサポートします。text/csv 形式は、label_size およびエンコーディングパラ
メータを受け入れます。label_size は 0 であり、UTF-8 エンコーディングであることが想定されます。
推論出力の場合、k-NN は application/json および application/x-recordio-protobuf データ
形式をサポートします。これら 2 つのデータ形式は冗長出力モードもサポートします。冗長出力モードで
は API は、最小から最大までソートされた距離ベクトルと、ラベルベクトル内の対応する要素を使用し
て、検索結果を提供します。
バッチ変換の場合、k-NN は入力と出力の両方で application/jsonlines データ形式をサポートしま
す。入力例は次のとおりです。
content-type: application/jsonlines
{"features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}
{"data": {"features": {"values": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}}

出力例は次のとおりです。
accept: application/jsonlines
{"predicted_label": 0.0}
{"predicted_label": 2.0}
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入力および出力ファイル形式の詳細については、k-NN トレーニング入力のデータ形式 (p. 1878) (トレー
ニングの場合)、k-NN リクエストとレスポンスの形式 (p. 1878) (推論の場合は)、およびk-NN サンプル
ノートブック (p. 1874)を参照してください。

k-NN サンプルノートブック
を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker K-最近傍の植生タイプを予測するK-最近傍の植生タ
イプを予測するアルゴリズムについては、K-ニアレストネイバーカバータイプ。
Jupyter ノートブックインスタンスを使用して、 SageMaker の例を実行します。Jupyter ノートブックイ
ンスタンスを作成して開く方法の詳細については SageMaker、Amazon SageMaker ノートブックインス
タンスを使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いたら、SageMaker 例タブですべて
のリストを表示します SageMaker サンプルノートブック。「Introduction to Amazon algorithms (Amazon
アルゴリズムの概要)」セクションで、K-Nearest Neighbor ノートブックを検索します。ノートブックを開
くには、その [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピーを作成)] を選択します。

k-NN アルゴリズムの仕組み
ステップ 1: サンプル
トレーニングデータセットからサンプリングするデータポイントの総数を指定するには、sample_size
パラメータを使用します。たとえば、初期データセットに 1,000 個のデータポイントがあ
り、sample_size が 100 に設定されている場合 (インスタンスの総数は 2)、各ワーカーは 50 ポイントを
サンプリングします。合計 100 個のデータポイントが収集されます。サンプリングはデータポイントの数
を基準に線形時間で実行されます。

ステップ 2: ディメンション削減を実行
k-NN アルゴリズムの現在の実装には、2 つの次元削減手法が用意されています。手法を指定するに
は、dimension_reduction_type ハイパーパラメータを使用します。sign 法は、ランダム符号の行
列を用いる線形射影を使用するランダム射影を指定します。一方、fjlt 法は、フーリエ変換に基づく手
法である高速 Johnson-Lindenstrauss 変換を指定します。どちらの方法でも L2 と内積距離は保持されま
す。fjlt法は、標的次元が大きく、CPU 推論でパフォーマンスが優れている場合に使用する必要があり
ます。これらの手法は、計算の複雑性が異なります。sign 法は、次元 d の n 個のポイントのバッチの次
元を標的次元 k に縮小するために O(ndk) 時間を必要とします。fjlt 法は O(nd log(d)) 時間を必要としま
すが、関係する定数はより大きくなります。次元削減を使用すると、データにノイズが入り、このノイズ
が予測精度を低下させる可能性があります。

ステップ 3: 索引の作成
推論中、アルゴリズムはインデックスを照会して k-nearest-neighbors サンプルポイントの。ポイントへの
参照に基づいて、アルゴリズムは分類または回帰予測を行います。提供されたクラスラベルまたは値に基
づいて予測を行います。k-NN は、フラットインデックス、逆インデックス、および直積量子化を使用する
逆インデックスの 3 タイプのインデックスを提供します。このタイプは index_type パラメータで指定
します。

モデルをシリアル化する
k-NN アルゴリズムはトレーニングを終了すると、推論に備えて 3 つのファイルをシリアル化します。
• model_algo-1: 最近傍を計算するためのシリアル化されたインデックスが含まれます。
• model_algo-1.labels: インデックスのクエリ結果に基づいて予測ラベルを計算するためのシリアル化され
たラベル (np.float32 バイナリ形式) が含まれます。
• model_algo-1.json: JSON 形式のモデルメタデータを含み、kそしてpredictor_type他の関連する状態
と一緒に推論のためのトレーニングからのハイパーパラメータ。
k-NN の現在の実装では、メタデータファイルを修正して予測の計算方法を変更できます。たとえば、k を
10 に変更したり、predictor_type を regressor に変更したりできます。
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{

}

"k": 5,
"predictor_type": "classifier",
"dimension_reduction": {"type": "sign", "seed": 3, "target_dim": 10, "input_dim": 20},
"normalize": False,
"version": "1.0"

k-NN アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
CPU インスタンス (ml.m5.2xlarge など) または GPU インスタンスでトレーニングすることをお勧めしま
す。k-nn アルゴリズムは、トレーニングと推論用の P2、P3、G4dN、および G5 GPU インスタンスファ
ミリーをサポートします。
GPU ハードウェアを使用すると、CPU から GPU への通信に負担がかかるため、通常、CPU からの推論
リクエストは GPU からのリクエストよりも平均レイテンシーが短くなります。ただし、GPU は一般的に
バッチサイズが大きいほどスループットが高くなります。

k-NN ハイパーパラメータ
Parameter Name

説明

feature_dim

入力データ内の特徴の数。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数。

k

最近傍の数。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

predictor_type

データラベルに使用する推論のタイプ。
[Required] (必須)
有効な値: 分類の場合は classifier、回帰の場合は regressor。

sample_size

トレーニングデータセットからサンプリングされるデータポイントの数。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

縮小後の標的次元。
dimension_reduction_target
dimension_reduction_type パラメータを指定する場合に必須です。
有効な値: 0 より大きく、feature_dim より小さい正の整数。
次元削減手法のタイプ。
dimension_reduction_type
オプション
有効な値: ランダム射影の場合は sign 、高速 Johnson-Lindenstrauss 変換
の場合は fjlt。
デフォルト値: ディメンション削減なし
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Parameter Name

説明

faiss_index_ivf_nlistsindex_type が faiss.IVFFlat または faiss.IVFPQ である場合に、インデッ
クス内で作成する重心の数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: auto (sqrt(sample_size) に解決される)。
faiss_index_pq_m

index_type が faiss.IVFPQ に設定されている場合に、インデックス内で
作成するベクトルサブコンポーネントの数。
- FaceBook AI 類似検索 (FAISS) ライブラリには、faiss_index_pq_mの
除数はデータのディメンション。faiss_index_pq_m がデータ次元の約
数でない場合は、データ次元を faiss_index_pq_m で割り切れる最小
の整数に増やします。次元削減が適用されない場合、アルゴリズムはゼロ
のパディングを追加します。次元削減が適用される場合、アルゴリズムは
dimension_reduction_target ハイパーパラメータの値を大きくしま
す。
オプション
有効な値: 次の正の整数のいずれか:
1、1、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4

index_metric

最近傍を見つけるときにポイント間の距離を測定するためのメトリク
ス。index_type を faiss.IVFPQ に設定してトレーニングする場
合、INNER_PRODUCT 距離と COSINE 類似度はサポートされません。
オプション
有効な値: L2ユークリッド距離の場合、INNER_PRODUCT製品内距離につ
いては、余弦コサイン類似度のためです。
デフォルト値: L2

index_type

インデックスのタイプ。
オプション
有効な値: faiss.Flat、faiss.IVFFlat、faiss.IVFPQ。
デフォルト値: faiss.Flat

mini_batch_size

データイテレーターのミニバッチごとの観測数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5000

k-NN モデルの調整
アマゾン SageMaker K 最近傍アルゴリズムは、教師ありアルゴリズムです。このアルゴリズムはテスト
データセットを消費し、分類タスクの精度または回帰タスクの平均二乗誤差に関するメトリクスを出力し
ます。これらの精度メトリクスは、それぞれのタスクについてのモデル予測を経験的テストデータによっ
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て提供されるグランドトゥルースと比較します。テストデータセットで最高の精度または最低の誤差を報
告する最善のモデルを見つけるには、k-NN のハイパーパラメータ調整ジョブを実行します。
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパー
パラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムの予測タスクに適
した目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目標
メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。ハイパーパラメータは、モデルパラ
メータの推定を支援する目的でのみ使用され、予測を行うためにトレーニングされたモデルでは使用され
ません。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

k-NN アルゴリズムによって計算されたメトリクス
k 最近傍アルゴリズムは、predictor_type ハイパーパラメータで指定されたタスクのタイプに応じて、
トレーニング中に次の表の 2 つのメトリクスのいずれかを計算します。
• classifier は分類タスクを指定し、test:accuracy を計算します。
• regressor は回帰タスクを指定し、test:mse を計算します。
モデルを調整するときに、関連する目標メトリクスを計算するために実行されるタスクのタイプに適した
predictor_type 値を選択してください。
メトリクス名

説明

最適化の方向

test:accuracy

predictor_type が classifier に設定されている
場合、k-NN は、K 最近傍のラベルの平均に基づい
て予測されたラベルを、テストチャネルデータで
提供されたグランドトゥルースラベルと比較しま
す。報告される精度は、0.0 (0%) ～ 1.0 (100%) の
範囲です。

最大化

test:mse

predictor_type が regressor に設定されている 最小化
場合、k-NN は、K 最近傍のラベルの平均に基づい
て予測されたラベルを、テストチャネルデータで
提供されたグランドトゥルースラベルと比較しま
す。平均二乗誤差は、2 つのラベルを比較すること
によって計算されます。

調整可能な k-NN ハイパーパラメータ
アマゾンのチューン SageMaker 以下のハイパーパラメータをもつ K 最近傍モデルを調整します。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

k

IntegerParameterRanges

MinValue: 1、
MaxValue: 1024

sample_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 25、
MaxValue: 20000000
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k-NN トレーニング入力のデータ形式
すべてアマゾン SageMaker 組み込みアルゴリズムは、「」で説明している一般的な入力トレーニング形
式に従います一般的なデータ形式-トレーニング。このトピックには、 SageMaker k-nearest-neighbor ア
ルゴリズム。

CSV データ形式
content-type: text/csv; label_size=1
4,1.2,1.3,9.6,20.3

最初の label_size 列が、その行のラベルベクトルとして解釈されます。

recordIO データ形式
コンテンツタイプ:アプリケーション/x-recordio-protobuf
[

]

Record = {
features = {
'values': {
values: [1.2, 1.3, 9.6, 20.3]
}
},
label = {
'values': {
values: [4] # float32
}
}
}

# float32

}

k-NN リクエストとレスポンスの形式
すべてアマゾン SageMaker 組み込みアルゴリズムは、「」で説明している一般的な入力推論形式に従い
ます一般的なデータ形式-推論。このトピックには、 SageMaker k-nearest-neighbor アルゴリズム。

INPUT CSV リクエストの形式
content-type: text/csv
1.2,1.3,9.6,20.3

これは label_size またはエンコーディングパラメータを受け入れます。label_size は 0 であ
り、UTF-8 エンコーディングであることが想定されます。

INPUT JSON リクエストの形式
content-type: application/json
{

"instances": [
{"data": {"features": {"values": [-3, -1, -4, 2]}}},
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}

{"features": [3.0, 0.1, 0.04, 0.002]}]

INPUT JSONLINES リクエストの形式
content-type: application/jsonlines
{"features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}
{"data": {"features": {"values": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}}

INPUT RECORDIO リクエストの形式
コンテンツタイプ:アプリケーション/x-recordio-protobuf
[

]

Record = {
features = {
'values': {
values: [-3, -1, -4, 2] # float32
}
},
label = {}
},
Record = {
features = {
'values': {
values: [3.0, 0.1, 0.04, 0.002] # float32
}
},
label = {}
},

出力: JSON レスポンスの形式
accept: application/json
{

}

"predictions": [
{"predicted_label": 0.0},
{"predicted_label": 2.0}
]

出力: JSONLINES レスポンスの形式
accept: application/jsonlines
{"predicted_label": 0.0}
{"predicted_label": 2.0}

出力: 詳細な JSON レスポンスの形式
冗長モードでは API は、最小から最大までソートされた距離ベクトルと、ラベルベクトル内の対応する要
素を使用して、検索結果を提供します。この例では、k が 3 に設定されます。
accept: application/json; verbose=true
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{

}

"predictions": [
{
"predicted_label": 0.0,
"distances": [3.11792408, 3.89746071, 6.32548437],
"labels": [0.0, 1.0, 0.0]
},
{
"predicted_label": 2.0,
"distances": [1.08470316, 3.04917915, 5.25393973],
"labels": [2.0, 2.0, 0.0]
}
]

出力: RECORDIO-PROTOBUF レスポンスフォーマット
コンテンツタイプ:アプリケーション/x-recordio-protobuf
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'predicted_label':
values: [0.0]
}
}
},
Record = {
features = {},
label = {
'predicted_label':
values: [2.0]
}
}
}

{
# float32

{
# float32

出力: VERBOSE RECORDIO-PROTOBUF レスポンスフォーマット
冗長モードでは API は、最小から最大までソートされた距離ベクトルと、ラベルベクトル内の対応する要
素を使用して、検索結果を提供します。この例では、k が 3 に設定されます。
受け付ける:申し込み/x-recordio-protobuf; verbose=true
[

Record = {
features = {},
label = {
'predicted_label': {
values: [0.0] # float32
},
'distances': {
values: [3.11792408, 3.89746071, 6.32548437]
},
'labels': {
values: [0.0, 1.0, 0.0] # float32
}
}
},
Record = {
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]

}

features = {},
label = {
'predicted_label': {
values: [0.0] # float32
},
'distances': {
values: [1.08470316, 3.04917915, 5.25393973]
},
'labels': {
values: [2.0, 2.0, 0.0] # float32
}
}

# float32

k-NN アルゴリズムのサンプル出力
regressor タスクの場合:
[06/08/2018 20:15:33 INFO 140026520049408] #test_score (algo-1) : ('mse',
0.013333333333333334)

classifier タスクの場合:
[06/08/2018 20:15:46 INFO 140285487171328] #test_score (algo-1) : ('accuracy',
0.98666666666666669)

LightGBM
LightGBMは、勾配増強デシジョンツリー (GBDT) アルゴリズムの一般的で効率的なオープンソース実装で
す。GBDT は、より単純で弱いモデルのセットから得られた推定のアンサンブルを組み合わせることで、
ターゲット変数の正確な予測を試みる、教師あり学習アルゴリズムです。LightGBMは、従来のGBDTの効
率とスケーラビリティを大幅に向上させるために、追加の技術を使用しています。

を使用する方法 SageMaker LightGBM
LightGBM をアマゾンとして使える SageMaker 組み込みアルゴリズム。以下のセクションで
は、LightGBM でを使用する方法について説明します。 SageMaker SDK Python アマゾンのLightGBMの使
用方法の詳細については SageMaker スタジオ UI、を参照してくださいSageMaker JumpStart (p. 46)。
• 組み込みのアルゴリズムとして LightGBM を使用するする
次のサンプルコードに示すように、LightGBM 組み込みアルゴリズムを使用して、LightGBM ト
レーニングコンテナを作成します。LightGBM 組み込みアルゴリズムの画像 URI は、 SageMaker
image_uris.retrieveAPI (またはget_image_uriAPI を使用する場合の APIアマゾン SageMaker
SDK Pythonバージョン 2).
LightGBM イメージ URI を指定したら、LightGBM コンテナを使用して、 SageMaker API を推定、ト
レーニングジョブを開始します。LightGBM の組み込みアルゴリズムはスクリプトモードで実行されま
すが、トレーニングスクリプトは用意されているので、置き換える必要はありません。スクリプトモー
ドを使用して作成した経験が豊富な場合 SageMaker トレーニングジョブなら、独自のLightGBMトレー
ニングスクリプトを組み込むことができます。
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris
train_model_id, train_model_version, train_scope = "lightgbm-classification-model", "*",
"training"
training_instance_type = "ml.m5.xlarge"
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# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
region=None,
framework=None,
model_id=train_model_id,
model_version=train_model_version,
image_scope=train_scope,
instance_type=training_instance_type
)
# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)
train_model_uri = model_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)
# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"
training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"
output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
from sagemaker import hyperparameters
# Retrieve the default hyper-parameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)
# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
"num_boost_round"
] = "500"
print(hyperparameters)
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base
training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")
# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
role=aws_role,
image_uri=train_image_uri,
source_dir=train_source_uri,
model_uri=train_model_uri,
entry_point="transfer_learning.py",
instance_count=1,
instance_type=training_instance_type,
max_run=360000,
hyperparameters=hyperparameters,
output_path=s3_output_location
)
# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
{"training": training_dataset_s3_path}, logs=True, job_name=training_job_name
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)

組み込みのアルゴリズムとして LightGBM を設定する方法の詳細については、以下のノートブックのサ
ンプルを参照してください。
• アマゾンによる表形式分類 SageMaker LightGBM と CatBoost アルゴリズム
• Amazonでの表形式回帰 SageMaker LightGBM と CatBoost アルゴリズム

LightGBM アルゴリズムの入出力インターフェイス
勾配ブースティングは表形式のデータで動作し、行が観測値、1 つの列がターゲット変数またはラベル、
残りの列が特徴を表します。
- SageMaker LightGBM の実装では、トレーニングと推論に CSV が対応しています。
• にとってトレーニング ContentType、有効な入力はテキスト/csv。
• にとって推論 ContentType、有効な入力はテキスト/csv。

Note
CSV トレーニングの場合、アルゴリズムはターゲット変数が最初の列にあり、CSV にはヘッダー
レコードがないと見なします。
CSV 推論の場合、アルゴリズムは CSV 入力にラベル列がないと見なします。
LightGBM モデルへの入力用にトレーニングデータをフォーマットする方法に注意してください。トレー
ニングとオプションの検証データ用のサブディレクトリを含む Amazon S3 バケットへのパスを指定する
必要があります。カテゴリ別機能のリストを含めることもできます。
• トレーニングデータの入力形式: トレーニングデータは、という名前のサブディレクトリにあるはずで
す。train/にはが含まれていますdata.csvファイル。ターゲット変数は次の最初の列にある必要があ
りますdata.csv。予測変数 (特徴) は残りの列にあるはずです。
• 検証データ入力形式: オプションで、という名前の別のディレクトリを含めることができま
す。validation/それにもあるdata.csvファイル。検証データは、各ブースティング反復の終了時に
検証スコアを計算するために使用されます。早期停止は、検証スコアの向上が止まったときに適用され
ます。検証データが提供されない場合は、トレーニングデータの 20% が検証データとしてランダムにサ
ンプリングされます。
• カテゴリ別特徴入力形式: 予測変数にカテゴリ特徴が含まれる場合は、という名前の JSON ファイルを
指定できます。categorical_index.jsonデータディレクトリと同じ場所にあります。このファイル
には、キーが文字列である Python 辞書が含まれている必要があります。"cat_index_list"そして値
はユニークな整数のリストです。値リストの各整数は、トレーニングデータCSVファイル内の対応する
カテゴリ特徴の列インデックスを示す必要があります。各値は正の整数 (ゼロは目標値を表すためゼロ
より大きい) で、Int32.MaxValue(2147483647)、列の総数より少ないです。カテゴリ別インデックス
JSON ファイルは 1 つだけにする必要があります。
CSV トレーニング入力モードの場合、アルゴリズムで使用可能なメモリの合計 (インスタンス数)
にInstanceType) はトレーニングデータセットを保持できなければなりません。
SageMaker LightGBM は Python Joblib モジュールを使用してモデルをシリアル化または逆シリアル化
し、モデルの保存や読み込みに使用できます。

でトレーニングしたモデルを使用するには SageMaker LightGBM と JobLib モジュール
•

次の Python コードを使用します。
import joblib
import tarfile
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t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
model = joblib.load(model_file_path)
# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ...,
feature_d
pred = model.predict(dtest)

LightGBM アルゴリズムの Amazon EC2 インスタンスに関する推奨事項
SageMaker 現在、LightGBM では CPU を使用したトレーニングのみを行っています。LightGBM は (コン
ピューティングに制約があるのとは対照的に) メモリに制約のあるアルゴリズムです。そのため、汎用コ
ンピューティングインスタンス (たとえば M5) は、コンピューティング最適化インスタンス (C5 など) よ
りも適しています。さらに、トレーニングデータを保持するために、選択したインスタンスに十分なメモ
リを用意することを推奨します。

LightGBM サンプルノートブック
次の表に、Amazon のさまざまなユースケースに対応する各種サンプルノートブックの概要があります。
SageMaker LightGBM アルゴリズム。
ノートブックのタイトル

説明

アマゾンによる表形式分類 SageMaker LightGBM
と CatBoost アルゴリズム

このノートブックは、Amazonの使用を示していま
す SageMaker 表形式の分類モデルをトレーニング
してホストするためのLightGBMアルゴリズム。

Amazonでの表形式回帰 SageMaker LightGBM と
CatBoost アルゴリズム

このノートブックは、Amazonの使用を示していま
す SageMaker 表形式の回帰モデルをトレーニング
してホストするためのLightGBMアルゴリズム。

でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法
の詳細については SageMaker、を参照してください。Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを
使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いた後、SageMaker例タブをクリックして、
すべてのリストを表示します SageMaker サンプル。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブを選
択し、[Create copy (コピーを作成)] を選択します。

LightGBM の仕組み
LightGBMは、従来のグラデーション・ブースト・ディシジョン・ツリー（GBDT）アルゴリズムに次の
2 つの新しい手法を追加して実装しています。グラデーションベースの片側サンプリング (GOSS) と専用
フィーチャバンドル (EFB)。これらの技術は、GBDTの効率とスケーラビリティを大幅に向上させるよう
に設計されています。
LightGBM アルゴリズムは、さまざまなデータ型、関係、分布、および微調整可能な多様なハイパーパ
ラメーターを堅牢に処理できるため、機械学習の競技会で高いパフォーマンスを発揮します。LightGBM
は、回帰、分類 (バイナリおよびマルチクラス)、およびランク付けの問題に使用できます。
グラデーションブースティングの詳細については、XGBoost の仕組み (p. 1920)。LightGBM メソッドで使
用されるその他の GOSS および EFB 技術の詳細については、以下を参照してください。LightGBM: 高効
率の勾配増強ディシジョンツリー。

LightGBM ハイパーパラメータ
次の表には、Amazonで必要な、または最も一般的に使用されるハイパーパラメータのサブセットが含ま
れています。 SageMaker LightGBM アルゴリズム。ユーザーがこれらのパラメーターを設定すると、デー
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タからモデルパラメーターを容易に推定できます。- SageMaker LightGBM アルゴリズムは、オープン
ソースの実装ですLightGBMpackage.

Note
デフォルトのハイパーパラメータは、以下のサンプルデータセットに基づいています。LightGBM
サンプルノートブック (p. 1884)。
デフォルトでは、 SageMaker LightGBM アルゴリズムは、分類問題のタイプに基づいて評価指標と目的
関数を自動的に選択します。LightGBM アルゴリズムは、データ内のラベルの数に基づいて分類問題のタ
イプを検出します。回帰問題の場合、評価指標は二乗平均平方根誤差で、目的関数はL2損失です。二項分
類問題の場合、評価計量と目的関数はどちらも二項クロスエントロピーです。マルチクラス分類問題の場
合、評価指標はマルチクラスクロスエントロピーで、目的関数はソフトマックスです。以下を使用できま
す。metricハイパーパラメータを使用してデフォルトの評価指標を変更します。説明、有効値、デフォル
ト値など、LightGBM ハイパーパラメータの詳細については、次の表を参照してください。
Parameter Name

説明

num_boost_round

ブースティングの最大反復回数。[Note:] (メモ:) 内部的に
は、LightGBM は構成しますnum_class * num_boost_round複
数クラス分類問題のツリー。
有効な値:整数、範囲: 正の整数。
デフォルト値: 100。

early_stopping_rounds

ある検証データポイントの 1 つの指標が最後に改善されない場合、
トレーニングは停止します。early_stopping_roundsROUND.
もしearly_stopping_roundsが 0 以下の場合、このハイパーパラ
メータは無視されます。
有効な値:整数
デフォルト値: 10。

metric

検証データの評価指標。もしmetricはデフォルトに設定されていま
す"auto"値を入力すると、アルゴリズムは分類問題のタイプに基づ
いて評価指標を自動的に選択します。
• rmse回帰用
• binary_logloss二項分類用
• multi_logloss複数クラス分類用

有効な値:文字列、以下のいずれかです。
("auto","rmse","l1","l2","huber","fair","binary_logloss","binary_er
または"cross_entropy").
デフォルト値: "auto"。
learning_rate

トレーニング例の各バッチを処理した後に、モデルの重みが更新さ
れるレート。
有効値:浮動小数点数、範囲:(0.0,1.0).
デフォルト値: 0.1。

num_leaves

1 本の木の葉の最大数。
有効な値:整数、範囲:(1,131072).
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Parameter Name

説明
デフォルト値: 64。

feature_fraction

各イテレーション (ツリー) で選択されるフィーチャーのサブセッ
ト。1.0 未満にする必要があります。
有効値:浮動小数点数、範囲:(0.0,1.0).
デフォルト値: 0.9。

bagging_fraction

次のような機能のサブセットfeature_fraction、しか
しbagging_fractionリサンプリングせずにデータの一部をランダ
ムに選択します。
有効値:浮動小数点数、範囲:(0.0,1.0]。
デフォルト値: 0.9。

bagging_freq

バギングを実行する頻度。毎回bagging_freq繰り返しになりま
すが、LightGBM は次のデータに使用するデータの割合をランダ
ムに選択しますbagging_freq反復。このパーセンテージは次の
式で決まります。bagging_fractionハイパーパラメータ。も
しbagging_freqがゼロの場合、袋詰めは無効になります。
有効な値:整数、範囲: 非負整数。
デフォルト値: 1。

max_depth

ツリーモデルの最大深度。これは、データ量が少ない場合の過適合
に対処するために使用されます。もしmax_depthがゼロ以下であれ
ば、最大深度に制限がないことを意味します。
有効な値:整数
デフォルト値: 6。

min_data_in_leaf

1 つのリーフに含まれるデータの最小値。フィットしすぎに対処で
きます。
有効な値:整数、範囲: 非負整数。
デフォルト値: 3。

max_delta_step

木の葉の最大出力を制限するために使用されます。も
しmax_delta_stepが 0 以下の場合、制約はありません。リーフ
の最終的な最大出力は次のようになります。learning_rate *
max_delta_step。
有効な値: 浮動小数点数。
デフォルト値: 0.0。

lambda_l1

L1 正則化。
有効値:浮動小数点数、範囲: 非負浮動小数点。
デフォルト値: 0.0。
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Parameter Name

説明

lambda_l2

L2 正則化。
有効値:浮動小数点数、範囲: 非負浮動小数点。
デフォルト値: 0.0。

boosting

ブーストタイプ
有効な値:文字列、以下のいずれかです。("gbdt","rf","dart"、ま
たは"goss").
デフォルト値: "gbdt"。

min_gain_to_split

スプリットを実行するための最小ゲイン。トレーニングのスピード
アップに使用できます。
有効な値:整数、浮動小数点: 非負浮動小数点。
デフォルト値: 0.0。

scale_pos_weight

陽性クラスのラベルの重量。バイナリ分類タスクにのみ使
用されます。scale_pos_weight次の場合は使用できませ
んis_unbalanceをに設定します。"True"。
有効値:浮動小数点数、範囲: 正の浮動小数点
デフォルト値: 1.0。

tree_learner

ツリーラーナータイプ。
有効な値:文字列、以下のいずれかです。
("serial","feature","data"、または"voting").
デフォルト値: "serial"。

feature_fraction_bynode

各ツリーノード上のランダムな特徴のサブセットを選択します。た
とえば、もしfeature_fraction_bynodeです0.8すると、フィー
チャの 80% が選択されます。フィットしすぎに対処できます。
有効な値:整数、範囲:(0.0,1.0]。
デフォルト値: 1.0。

is_unbalance

をに設定します。"True"トレーニングデータのバランス
が崩れている場合。バイナリ分類タスクにのみ使用されま
す。is_unbalanceとの連携scale_pos_weight。
有効な値:文字列、次のいずれか:("True"または"False").
デフォルト値: "False"。
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Parameter Name

説明

max_bin

フィーチャ値のバケット化に使用されるビンの最大数。ビンの数が
少ないと、トレーニングの精度は低下しますが、全体的なパフォー
マンスは向上する可能性があります。フィットしすぎに対処できま
す。
有効な値:整数、範囲: (1, ∞)。
デフォルト値: 255。

tweedie_variance_power

Tweedie 分布の分散を制御します。これをもっと近くに設定してく
ださい2.0ガンマ分布にシフトします。これをもっと近くに設定して
ください1.0ポアソン分布にシフトする。回帰タスクにのみ使用され
ます。
有効値:浮動小数点数、範囲:[1.0,2.0).
デフォルト値: 1.5。

num_threads

LightGBM の実行に使用されるparallel スレッドの数。値 0 は
OpenMP のデフォルトのスレッド数を意味します。
有効な値:整数、範囲: 非負整数。
デフォルト値: 0。

verbosity

印刷メッセージの冗長性。そのファイルにverbosity未満0する
と、印刷メッセージには致命的なエラーのみが表示されます。も
しverbosityをに設定します。0次に、エラーと警告を含むメッ
セージを印刷します。もしverbosityです1その後、印刷メッセー
ジに詳細情報が表示されます。あるverbosity以上1印刷メッセー
ジのほとんどの情報を表示し、デバッグに使用できます。
有効な値:整数
デフォルト値: 1。

LightGBM モデルのチューニング
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのトレーニングと検証でさまざ
まなハイパーパラメータをテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけま
す。モデルのチューニングでは、次のハイパーパラメーターに焦点を当てています。

Note
学習目的関数は、分類タスクのタイプに基づいて自動的に割り当てられます。分類タスクは、ラ
ベル列の一意の整数の数によって決まります。詳細については、「LightGBM ハイパーパラメー
タ (p. 1884)」を参照してください。
• モデルトレーニング中に最適化する学習 objective 関数
• 検証中にモデルのパフォーマンスを評価するために使用される評価メトリクス
• モデルの自動調整時に使用する一連のハイパーパラメータとそれぞれの値の範囲
自動モデル調整は、指定されたハイパーパラメータを検索して、選択された評価メトリクスを最適化する
モデルになる値の組み合わせを見つけます。
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Note
LightGBMの自動モデルチューニングはAmazonでのみご利用いただけます SageMaker SDK、か
らではない SageMaker コンソール。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

LightGBM アルゴリズムによって計算された評価指標
- SageMaker LightGBM アルゴリズムは、モデルの検証に次のメトリクスを使用して計算します。評価指
標は、分類タスクのタイプに基づいて自動的に割り当てられます。分類タスクは、ラベル列の一意の整数
の数によって決まります。
メトリクス名

説明

最適化の方向

正規表現パターン

rmse

二乗平均平方根誤差

最小化する

"rmse: ([0-9\
\.]+)"

l1

平均絶対誤差

最小化する

"l1: ([0-9\
\.]+)"

l2

平均二乗誤差

最小化する

"l2: ([0-9\
\.]+)"

huber

フーバーロス

最小化する

"huber: ([0-9\
\.]+)"

fair

公平な損失

最小化する

"fair: ([0-9\
\.]+)"

binary_logloss

バイナリクロスエントロピー

最大化する

"binary_logloss:
([0-9\\.]+)"

binary_error

バイナリエラー

最小化する

"binary_error:
([0-9\\.]+)"

auc

AUC

最大化する

"auc: ([0-9\
\.]+)"

最大化する

"average_precision:
([0-9\\.]+)"

平均精度スコア
average_precision
multi_logloss

複数クラスのクロスエントロピー

最大化する

"multi_logloss:
([0-9\\.]+)"

multi_error

複数クラスのエラースコア

最小化する

"multi_error:
([0-9\\.]+)"

auc_mu

AUC-mu

最大化する

"auc_mu:
([0-9\\.]+)"

cross_entropy

クロスエントロピー

最小化する

"cross_entropy:
([0-9\\.]+)"

調整可能な LightGBM ハイパーパラメータ
以下のハイパーパラメータを使用して LightGBM モデルを調整します。LightGBM 評
価指標の最適化に最も大きな影響を与えるハイパーパラメーターは以下のとおりで
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す。learning_rate,num_leaves,feature_fraction,bagging_fraction,bagging_freq,max_depthそ
してmin_data_in_leaf。すべての LightGBM ハイパーパラメータのリストについては、LightGBM ハイ
パーパラメータ (p. 1884)。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.001、
MaxValue: 0.01

num_leaves

IntegerParameterRanges

MinValue: 10,
MaxValue: 100

feature_fraction

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1,
MaxValue: 1.0

bagging_fraction

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1,
MaxValue: 1.0

bagging_freq

IntegerParameterRanges

MinValue: 0, MaxValue:
10

max_depth

IntegerParameterRanges

MinValue: 15,
MaxValue: 100

min_data_in_leaf

IntegerParameterRanges

MinValue: 10,
MaxValue: 200

線形学習アルゴリズム
線形モデルは、分類や回帰の問題を解決するために使用される、教師あり学習アルゴリズムです。入力と
して、examples (x、y) というラベルのモデルを提供します。x は高次元ベクトル、y は数値ラベルです。
二項分類の問題の場合、ラベルは 0 または 1 である必要があります。複数クラス分類の問題の場合、ラベ
ルは 0 ～ num_classes - 1 である必要があります。回帰の問題の場合、y は実数です。アルゴリズムは線
形関数、または分類問題の場合は線形しきい値関数を学習し、ベクトル x をラベル y の近似値にマッピン
グします。
アマゾン SageMaker 線形学習アルゴリズムは、分類と回帰の両方の問題についてソリューションを提供
します。の使用 SageMaker アルゴリズムを使用すると、さまざまなトレーニング目標を同時に探索し、
検証セットから最適なソリューションを選択できます。また、多数のモデルを探索して最適なものを選択
することもできます。最善のモデルは、以下を最適化します。
• 平均二乗誤差、交差エントロピー損失、絶対誤差などの連続的な目標
• F1 尺度、適合率と再現率、または精度など、分類に適した個別の目標。
連続的な目標のみのソリューションを提供する方法と比較して、 SageMaker 線形学習者アルゴリズム
は、単純なハイパーパラメータ最適化手法より大幅に加速します。また、より便利でもあります。
線形学習者アルゴリズムは、観測値を表す行と特徴の次元を表す列を持つデータ行列を必要としま
す。また、データポイントと一致するラベルが含まれる追加の列を要求します。少なくとも、Amazon
SageMaker 線形学習者では、データの入出力場所と目標タイプ (分類または回帰) を引数として指定する必
要があります。特徴の次元も指定する必要があります。詳細については、「CreateTrainingJob」を参
照してください。リクエストボディの HyperParameters 文字列マップに追加のパラメータを指定できま
す。これらのパラメータは最適化の手順、またはトレーニングを行う目標関数の詳細を制御します。たと
えば、エポックの数、正規化、損失タイプなどです。
マネージドスポットトレーニングを使用している場合、線形学習アルゴリズムはモデルの状態のスナップ
ショットを撮影するチェックポイントの使用をサポートしています。
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トピック
• 線形学習アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 1891)
• 線形学習アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 1891)
• 線形学習サンプルノートブック (p. 1892)
• 線形学習の仕組み (p. 1892)
• 線形学習のハイパーパラメータ (p. 1893)
• 線形学習モデルを調整する (p. 1902)
• 線形学習のレスポンス形式 (p. 1905)

線形学習アルゴリズムの入出力インターフェイス
アマゾン SageMaker 線形学習アルゴリズムは、トレーニング、検証 (オプション) の 3 つのデータチャネ
ルに対応しています。検証データを指定する場合、S3DataDistributionType を FullyReplicated
にする必要があります。アルゴリズムは、エポックごとに検証損失を記録し、検証データのサンプルを使
用して最適なモデルを調整および選択します。検証データを指定しないと、アルゴリズムはトレーニング
データのサンプルを使用してモデルを調整および選択します。テストデータを指定すると、アルゴリズム
ログに最終モデルのテストスコアが含まれます。
トレーニングについては、線形学習者アルゴリズムは、recordIO-wrapped protobuf と CSV の両
方の形式をサポートします。application/x-recordio-protobuf 入力タイプの場合は、Float32 テ
ンソルのみがサポートされます。text/csv 入力タイプの場合、最初の列はラベルと見なされ、これが
予測のターゲット変数です。ファイルモードまたはパイプモードを使用すると、recordIO-wrappedprotobuf または CSV の形式のデータについて線形学習者モデルをトレーニングできます。
推論については、線形学習者アルゴリズムは、application/json、application/x-recordioprotobuf、および text/csv の各形式をサポートします。新しいデータを予測する場合、レス
ポンスの形式はモデルの種類によって異なります。回帰 (predictor_type='regressor') の場
合、score はモデルによって生成される予測です。分類 (predictor_type='binary_classifier'
または predictor_type='multiclass_classifier') の場合、モデルは score に加えて
predicted_label も返します。predicted_label はモデルによって予測されるクラスで、score は
その予測の強度を測定します。
• バイナリ分類の場合、predicted_label は 0 または 1 であり、score は、アルゴリズムがラベルを
1 にする必要があると確信している程度を示す単一の浮動小数点数です。
• 複数クラスの分類の場合、predicted_class は 0 から num_classes-1 の整数になり、score はク
ラスごとに 1 つの浮動小数点数のリストになります。
分類問題の score を解釈するには、使用する損失関数を考慮する必要があります。loss ハイパーパラ
メータ値が logistic (バイナリ分類用) または softmax_loss (マルチクラス分類用) の場合、score は
対応するクラスの確率として解釈することができます。これらは、loss の値がデフォルト値 auto の場
合に線形学習者によって使用される損失値です。ただし、損失が hinge_loss に設定されている場合は、
スコアを確率として解釈することはできません。これは、ヒンジ損失で Support Vector Classifier に対応す
るためです。この場合、確率の推定値は生成されません。
入出力ファイル形式の詳細については、線形学習のレスポンス形式 (p. 1905) を参照してください。推論
形式の詳細については、線形学習サンプルノートブック (p. 1892) を参照してください。

線形学習アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
線形学習器アルゴリズムは、トレーニングと推論用の CPU インスタンスと GPU インスタンスの両方をサ
ポートします。GPU の場合、線形学習器アルゴリズムは P2、P3、G4dN、および G5 GPU ファミリをサ
ポートします。
テスト中、マルチ GPU インスタンスがシングル GPU インスタンスよりも高速であるという実質的な証拠
は見つかりませんでした。結果はユースケースに応じて異なります。
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線形学習サンプルノートブック
次の表は、Amazon のさまざまなユースケースに対応する各種サンプルノートブックの概要を示していま
す。 SageMaker 線形学習アルゴリズム。
ノートブックのタイトル

説明

MNIST データセットの概要

MNIST データセットを使用して 1 桁の数字を予測
するように二項分類子をトレーニングします。

乳がんを予測する

UCI の乳がんデータセットを使用して、乳がんを
予測するようにモデルをトレーニングします。

複数クラス分類子を構築する方法

UCI の Covertype データセットを使用して、複数
クラス分類子をトレーニングする方法を説明しま
す。

推論向け機械学習 (ML) パイプラインを構築する方
法

Scikit-Learn コンテナを使用して、 end-to-end ML
パイプライン。

でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする
方法の詳細については、 SageMaker, see Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用す
る (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いた後、SageMaker例タブをクリックして、すべて
のリストを表示します SageMaker サンプル。線形学習者アルゴリズムを使用したトピックモデリングの
サンプルノートブックは、[Introduction to Amazon algorithm (Amazon アルゴリズムの概要)] セクションに
あります。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブを選択し、[Create copy (コピーを作成)] を選
択します。

線形学習の仕組み
線形学習者アルゴリズムの実装には、事前処理、学習、検証という 3 つのステップがあります。

ステップ 1: 前処理
正規化 (特徴スケーリング) は、特定の損失関数の重要な前処理ステップであり、データセットでトレーニ
ングされるモデルが単一特徴のウェイトで占有されないようにします。アマゾン SageMaker 線形学習ア
ルゴリズムには、この前処理ステップを支援する正規化オプションがあります。正規化がオンになってい
る場合、アルゴリズムはまず小さなサンプルデータを調べて、各特徴および各ラベルの平均値と標準偏差
を学習します。次に、完全なデータセット内の各特徴は、平均が 0 になるようにシフトされ、単位標準偏
差を持つようにスケーリングされます。

Note
最良の結果を得るには、トレーニングの前にデータをシャッフルします。シャッフルされていな
いデータを使用したトレーニングでは、トレーニングが失敗する場合があります。
線形学習者アルゴリズムで、 normalize_data および normalize_label ハイパーパラメータをそれぞ
れ使用して、特徴データとラベルを正規化するかどうかを設定できます。正規化は、回帰の特徴とラベル
の両方でデフォルトで有効になっています。バイナリ分類では正規化できるのは特徴のみであり、これが
デフォルトの動作です。

ステップ 2: 列車
線形学習者アルゴリズムでは、確率的勾配降下法 (SGD) の分散実装を使用してトレーニングを行います。
最適化プロセスを制御するには、最適化アルゴリズムを選択します。たとえば、Adam を使用するよう選
択できます。 AdaGrad、確率的勾配降下法、またはその他の最適化アルゴリズム。また、モーメンタム、
学習レート、学習レートスケジュールなどのハイパーパラメータも指定します。どのアルゴリズムまたは
ハイパーパラメータの値を使用すればよいかわからない場合は、大部分のデータセットで機能するデフォ
ルトを選択してください。
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トレーニング中は、目標がそれぞれ異なる複数のモデルを同時に最適化します。たとえば、L1 または L2
の正規化を変化させて、さまざまなオプティマイザ設定を試します。

ステップ 3: しきい値を検証および設定する
複数のモデルを並行してトレーニングする場合、モデルは検証セットに対して評価され、トレーニングが
完了すると最適なモデルが選択されます。回帰では、検証セットで最善の損失を達成するモデルが最適
なモデルです。分類では、検証セットのサンプルを使用して分類しきい値を調整します。選択されてい
る最適なモデルは、検証セットで最良のバイナリ分類選択基準を達成するモデルです。そのような基準に
は、F1 の測定、精度、クロスエントロピー損失などがあります。

Note
アルゴリズムで検証セットが指定されていない場合は、最適なモデルを評価して選択することは
できません。並列トレーニングとモデル選択を利用するには、アルゴリズムに検証セットを指定
する必要があります。

線形学習のハイパーパラメータ
線形学習者アルゴリズムのハイパーパラメータを以下の表に示します。これらは、データからモデルパ
ラメータを推定しやすくするためにユーザが設定するパラメータです。設定の必要がある必須ハイパー
パラメータは、アルファベット順に最初に一覧表示されています。設定可能なオプションのハイパーパ
ラメータは、アルファベット順に次に一覧表示されています。ハイパーパラメータがに設定されている場
合auto、アマゾン SageMaker ハイパーパラメータの値を自動的に計算して設定します。
Parameter Name

説明

num_classes

レスポンス変数のクラス数。このアルゴリズムでは、クラスに 0, ...,
num_classes - 1 のラベルが付けられていると想定します。
predictor_type が multiclass_classifier の場合、必須です。そ
れ以外の場合、アルゴリズムはこれを無視します。
有効な値: 3 から 1,000,000 までの整数

predictor_type

ターゲット変数のタイプを、二項分類、複数クラス分類、または回帰とし
て指定します。
[Required] (必須)
有効な値: binary_classifier、multiclass_classifier、または
regressor

accuracy_top_k

複数クラス分類のトップ k 精度メトリクスを計算するときには、k の値。
モデルがトップ k のスコアの 1 つを実際のラベルに割り当てる場合、サン
プルは正しいものとしてスコア付けされます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 3

クラスの重みを使用するかどうかを指定します。これにより、損失
balance_multiclass_weights
関数で各クラスの重要度が等しくなります。predictor_type が
multiclass_classifier である場合にのみ使用されます。
オプション
有効な値: true、false
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Parameter Name

説明
デフォルト値: false

beta_1

最初のモーメントの見積もりの指数関数的減衰率。optimizer の値が
adam のである場合にのみ適用されます。
オプション
有効な値 : auto または 0 ～ 1.0 の浮動小数点値
デフォルト値: auto

beta_2

2 番目のモーメントの見積もりの指数関数的減衰率。optimizer の値が
adam のである場合にのみ適用されます。
オプション
有効な値 : auto または 0 ～ 1.0 の浮動小数点整数
デフォルト値: auto

bias_lr_mult

バイアス項に別の学習レートを許可します。バイアスの実際の学習レート
は learning_rate * bias_lr_mult です。
オプション
有効な値: auto または正の浮動小数点整数
デフォルト値: auto

bias_wd_mult

バイアス項に別の正規化を許可します。バイアスの L2 正規化の実際の重み
は、wd * bias_wd_mult です。デフォルトでは、バイアス項に正規化はあ
りません。
オプション
有効な値: auto または負でない浮動小数点整数
デフォルト値: auto
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Parameter Name

説明

binary_classifier_model_selection_criteria
predictor_type が binary_classifier に設定されている場合は、検
証データセット (または検証データセットを指定していない場合はトレーニ
ングデータセット) のモデル評価基準。基準は次のとおりです。
• accuracy - 最も精度の高いモデル。
• f_beta - F1 スコアが最も高いモデル。デフォルトは F1 です。
• precision_at_target_recall - 指定された再現率目標で最も適合率
の高いモデル。
• recall_at_target_precision - 指定された適合率目標で最も再現率
の高いモデル。
• loss_function - トレーニングで使用される損失関数の値が最も低いモ
デル。
オプション

有効な値:
accuracy、f_beta、precision_at_target_recall、recall_at_target_preci
または loss_function
デフォルト値: accuracy
関連するメトリクスが改善されない場合にト
early_stopping_patience
レーニングを終了するまでに待機するエポックの
数。binary_classifier_model_selection_criteria に値を指定し
た場合、メトリクスはその値になります。それ以外の場合、メトリクスは
loss ハイパーパラメータに指定された値と同じになります。
メトリクスは検証データ上で評価されます。検証データを提供していな
い場合、メトリクスは常に loss ハイパーパラメータに指定された値と同
じになり、トレーニングデータで評価されます。早期停止を無効にするに
は、early_stopping_patience を epochs に指定された値より大きい
値に設定します。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 3
損失の改善を計測する相対的な許容値。損失改善率から前の最善の損失を
early_stopping_tolerance
除算した値がこの値よりも小さい場合、早期停止は改善がゼロであると見
なします。
オプション
有効な値: 正の浮動小数点整数
デフォルト値: 0.001
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Parameter Name

説明

epochs

トレーニングデータへのパスの最大数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 15

f_beta

二項分類または複数クラス分類の F スコアメ
トリクスを計算するときに使用するベータの
値。binary_classifier_model_selection_criteria に指定された
値が f_beta である場合にも使用されます。
オプション
有効な値: 正の浮動小数点整数
デフォルト値: 1.0

feature_dim

入力データ内の特徴の数。
オプション
有効な値: auto または正の整数
デフォルト値: auto

huber_delta

Huber 損失のパラメータ。トレーニングとメトリクスの評価中、デルタよ
り小さいエラーについては L2 損失、デルタより大きいエラーについては
L1 損失を計算します。
オプション
有効な値: 正の浮動小数点整数
デフォルト値: 1.0

init_bias

バイアス項の初期重み。
オプション
有効な値: 浮動小数点整数
デフォルト値: 0

init_method

モデルの重み付けに使用される初期分布関数を設定します。関数は以下の
とおりです。
• uniform - (-スケール、+スケール) 間で均一に分布する
• normal - 平均が 0 でシグマを使用する正規分布
オプション
有効な値: uniform または normal
デフォルト値: uniform
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Parameter Name

説明

init_scale

モデルの重みに対して初期の uniform 分布をスケーリングしま
す。init_method ハイパーパラメータが uniform に設定されている場合
にのみ適用されます。
オプション
有効な値: 正の浮動小数点整数
デフォルト値: 0.07

init_sigma

正規分布の初期標準偏差。init_method ハイパーパラメータが normal
に設定されている場合にのみ適用されます。
オプション
有効な値: 正の浮動小数点整数
デフォルト値: 0.01

l1

L1 正則化パラメータ。L1 正則化を使用しないようにするには、値を 0 に
設定します。
オプション
有効な値: auto または負以外の浮動小数点数
デフォルト値: auto

learning_rate

パラメータ更新のためにオプティマイザによって使用されるステップサイ
ズ。
オプション
有効な値: auto または正の浮動小数点整数
デフォルト値: auto (選択されているオプティマイザによって値が異な
る)。
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Parameter Name

説明

loss

損失関数を指定します。
使用可能な損失関数とそのデフォルト値は、predictor_type の値によっ
て異なります。

• predictor_type が regressor に設定
されている場合、使用可能なオプションは
auto、squared_loss、absolute_loss、eps_insensitive_squared_loss、ep
および huber_loss です。auto のデフォルト値は squared_loss で
す。
• predictor_type が binary_classifier に設定されている場合、
使用可能なオプションは auto、logistic、および hinge_loss で
す。auto のデフォルト値は logistic です。
• predictor_type が multiclass_classifier に設定されている場
合、使用可能なオプションは auto および softmax_loss です。auto
のデフォルト値は softmax_loss です。

有効な値:
auto、logistic、squared_loss、absolute_loss、hinge_loss、eps_insensit
または huber_loss
オプション
デフォルト値: auto
loss_insensitivity

イプシロンを区別しない損失タイプのパラメータ。トレーニングとメトリ
クスの評価中、この値より小さいエラーはゼロであると見なされます。
オプション
有効な値: 正の浮動小数点整数
デフォルト値: 0.01

lr_scheduler_factor

lr_scheduler_step ハイパーパラメータごとに、学習レートはこの数量
減少します。use_lr_scheduler ハイパーパラメータが true に設定さ
れている場合にのみ適用されます。
オプション
有効な値 : auto または 0 ～ 1 の正の浮動小数点整数
デフォルト値: auto

lr_scheduler_minimum_lr
学習レートは lr_scheduler_minimum_lr に設定された値より低い値ま
で減少することはありません。use_lr_scheduler ハイパーパラメータ
が true に設定されている場合にのみ適用されます。
オプション
有効な値: auto または正の浮動小数点整数
デフォルト値: auto
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Parameter Name

説明

lr_scheduler_step

学習レートの減少の間のステップの数。use_lr_scheduler ハイパーパ
ラメータが true に設定されている場合にのみ適用されます。
オプション
有効な値: auto または正の整数
デフォルト値: auto

margin

hinge_loss 関数のマージン。
オプション
有効な値: 正の浮動小数点整数
デフォルト値: 1.0

mini_batch_size

データイテレーターのミニバッチごとの観測数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 1000

momentum

sgd オプティマイザのモーメンタム。
オプション
有効な値 : auto または 0 ～ 1.0 の浮動小数点整数
デフォルト値: auto

normalize_data

トレーニング前に特徴を正規化します。データ正規化では、0 の平均を持
つように各特徴のデータをシフトし、単位標準偏差を持つようにスケーリ
ングします。
オプション
有効な値: auto、true、または false
デフォルト値: true

normalize_label

ラベルを正規化します。ラベル正規化はゼロの平均を持つようにラベルを
シフトし、単位標準偏差を持つようにスケーリングします。
デフォルト値 auto では、ラベルは回帰問題に対して正規化されま
すが、分類問題に対しては正規化されません。分類問題において
normalize_label ハイパーパラメータを true に設定した場合、アルゴ
リズムはそれを無視します。
オプション
有効な値: auto、true、または false
デフォルト値: auto
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Parameter Name

説明

モデルのキャリブレーション (最適なしきい値を見つけるとき) のために使
num_calibration_samples
用する、検証データセットから取得した観測値の数。
オプション
有効な値: auto または正の整数
デフォルト値: auto
num_models

並列でトレーニングするモデルの数。デフォルトの auto では、ア
ルゴリズムが並列でトレーニングするモデルの数を決定します。1
つのモデルのトレーニングは指定されたトレーニングパラメータ
(regularization、optimizer、loss) に従って行われ、その他はクローズパラ
メータによって行われます。
オプション
有効な値: auto または正の整数
デフォルト値: auto

num_point_for_scaler 正規化の計算または項のバイアス解除に使用するデータポイントの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 10,000
optimizer

使用する最適化アルゴリズム。
オプション
有効な値:
• auto - デフォルト値。
• sgd - 確率的勾配降下法。
• adam - アダプティブモーメンタム推定。
• rmsprop - 平方勾配の移動平均を使用して勾配を正規化する、勾配ベー
スの最適化手法。
デフォルト値: auto。 のデフォルト設定は、autoですadam。

二項分類子をトレーニングするときに正のサンプルに割り当てられる重
positive_example_weight_mult
み。負の例の重みは 1 で固定されます。負の例と正の例を分類する際のエ
ラーがトレーニング損失に等しい影響を与えるようにアルゴリズムに重み
を選択させるには、balanced を指定します。アルゴリズムにパフォーマ
ンスを最適化する重みを選択させるには、auto を指定します。
オプション
有効な値:balanced、auto、または正の浮動小数点整数
デフォルト値: 1.0

1900

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

Parameter Name

説明

quantile

分位損失の分位数。分位数 q については、モデルは true_label の値が確
率 q の予測より大きくなるように予測を作成しようとします。
オプション
有効な値: 0～1 の浮動小数点整数
デフォルト値: 0.5

target_precision

目標適合率。binary_classifier_model_selection_criteria が
recall_at_target_precision である場合、再現率は最大化される一
方で、適合率はこの値で保持されます。
オプション
有効な値: 0 から 1.0 までの浮動小数点整数
デフォルト値: 0.8

target_recall

目標再現率。binary_classifier_model_selection_criteria が
precision_at_target_recall である場合、適合率は最大化される一
方で、再現率はこの値で保持されます。
オプション
有効な値: 0 から 1.0 までの浮動小数点整数
デフォルト値: 0.8

unbias_data

平均が 0 になるように、トレーニング前に特徴のバイアスを解除します。
デフォルトでは、use_bias ハイパーパラメータが true に設定される
と、データのバイアスは解除されます。
オプション
有効な値: auto、true、または false
デフォルト値: auto

unbias_label

平均が 0 になるように、トレーニング前にラベルのバイアスを解除しま
す。use_bias ハイパーパラメータが true に設定されている場合にの
み、回帰に適用されます。
オプション
有効な値: auto、true、または false
デフォルト値: auto

use_bias

モデルにバイアス項 (線形方程式の切片項) を含めるかどうかを指定しま
す。
オプション
有効な値: true または false
デフォルト値: true
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Parameter Name

説明

use_lr_scheduler

学習レートにスケジューラを使用するかどうか。スケジューラを使用する
には、true を指定します。
オプション
有効な値: true または false
デフォルト値: true
重み付け減衰パラメータ。L2 正則化パラメータとも呼ばれます。L2 正則
化を使用しないようにするには、値を 0 に設定します。

wd

オプション
有効な値: auto または負でない浮動小数点整数
デフォルト値: auto

線形学習モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
線形学習者アルゴリズムには、ここで説明する自動モデル調整機能とは別に、ハイパーパラメータを調整
するための内部メカニズムもあります。デフォルトでは、線形学習者アルゴリズムは複数のモデルを並行
してトレーニングすることによってハイパーパラメータを調整します。自動モデル調整を使用すると、線
形学習者の内部調整メカニズムは自動的にオフになります。これにより、並列モデルの数 num_models が
1 に設定されます。num_models に設定した値は、アルゴリズムによって無視されます。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

線形学習アルゴリズムによって計算されたメトリクス
線形学習者アルゴリズムは、次のテーブルのメトリクスをレポートします。このメトリクスは、トレーニ
ング中に計算されます。それらの 1 つを目標メトリクスとして選択してください。過剰適合を回避するた
めに、トレーニングメトリクスではなく検証メトリクスに対してモデルを調整することをお勧めします。
メトリクス名

説明

最適化の方向

test:absolute_loss

テストデータセットの最終モデルの絶対損失。こ
の客観的な指標は回帰にのみ有効です。

最小化

テストデータセットの最終モデルの精度。この客
test:binary_classification_accuracy
観的指標は二項分類にのみ有効です。

最大化

test:binary_f_beta

テストデータセットの最終モデルのF-βスコア。デ
フォルトでは、これは F1 スコアであり、適合率と
再現率の調和平均です。この客観的指標は二項分
類にのみ有効です。
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メトリクス名

説明

最適化の方向

test:dcg

テストデータセットの最終モデルの割引後の累積
ゲイン。この客観的指標はマルチクラス分類にの
み有効です。

最大化

test:macro_f_beta

テストデータセットの最終モデルのF-βスコア。
この客観的指標はマルチクラス分類にのみ有効で
す。

最大化

test:macro_precisionテストデータセットの最終モデルの精度スコア。
この客観的指標はマルチクラス分類にのみ有効で
す。

最大化

test:macro_recall

テストデータセットの最終モデルのリコールスコ
ア。この客観的指標はマルチクラス分類にのみ有
効です。

最大化

test:mse

テストデータセットの最終モデルの平均二乗誤
差。この客観的な指標は回帰にのみ有効です。

最小化

テストデータセットの最終モデルの精度。この客
test:multiclass_accuracy
観的指標はマルチクラス分類にのみ有効です。

最大化

テストデータセットで予測された上位k個のラベル
test:multiclass_top_k_accuracy
の精度。この指標を目標として選択する場合、k の
値をaccuracy_top_kハイパーパラメータ。この
客観的指標はマルチクラス分類にのみ有効です。

最大化

test:objective_loss モデルがトレーニングされた後のテストデータ
セットの目標損失関数の平均値。既定の設定で
は、損失は、二項分類ではロジスティック損失、
回帰では二乗損失です。他のタイプの損失を設定
するには、 loss ハイパーパラメータを使用しま
す。

最小化

test:precision

テストデータセットの最終モデルの適合率。
このメトリクスを目標として選択した場合
は、binary_classifier_model_selection
ハイパーパラメータを
precision_at_target_recall に設定
し、target_recall ハイパーパラメータの値
を設定して、目標再現率を設定することをお勧め
します。この客観的指標は二項分類にのみ有効で
す。

最大化

test:recall

テストデータセットの最終モデルの再現率。
最大化
このメトリクスを目標として選択した場合
は、binary_classifier_model_selection
ハイパーパラメータを
recall_at_target_precision に設定
し、target_precision ハイパーパラメータの値
を設定して、目標適合率を設定することをお勧め
します。この客観的指標は二項分類にのみ有効で
す。

test:roc_auc_score

テストデータセットの最終モデルの操作特性曲線
(ROC 曲線) を受信している領域。この客観的指標
は二項分類にのみ有効です。
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メトリクス名

説明

最適化の方向

検証データセットの最終モデルの絶対損失。この
validation:absolute_loss
客観的な指標は回帰にのみ有効です。

最小化

検証データセットの最終モデルの精度。この客観
validation:binary_classification_accuracy
的指標は二項分類にのみ有効です。

最大化

検証データセットの最終モデルのF-β
validation:binary_f_beta
スコア。デフォルトでは、F-beta スコ
アは F1 スコアです。これは F1 スコア
です。validation:precisionそし
てvalidation:recallメトリクス。この客観的
指標は二項分類にのみ有効です。

最大化

検証データセットの最終モデルの割引後の累積利
益。この客観的指標はマルチクラス分類にのみ有
効です。

最大化

validation:dcg

検証データセットの最終モデルのF-βスコア。この
validation:macro_f_beta
客観的指標はマルチクラス分類にのみ有効です。

最大化

検証データセットの最終モデルの精度スコア。こ
validation:macro_precision
の客観的指標はマルチクラス分類にのみ有効で
す。

最大化

検証データセットの最終モデルのリコールスコ
validation:macro_recall
ア。この客観的指標はマルチクラス分類にのみ有
効です。

最大化

検証データセットの最終モデルの平均二乗誤差。
この客観的な指標は回帰にのみ有効です。

最小化

検証データセットの最終モデルの精度。この客観
validation:multiclass_accuracy
的指標はマルチクラス分類にのみ有効です。

最大化

検証データセットで予測された上位 k 個のラベル
validation:multiclass_top_k_accuracy
の精度。この指標を目標として選択する場合、k の
値をaccuracy_top_kハイパーパラメータ。この
客観的指標はマルチクラス分類にのみ有効です。

最大化

各エポックにおける検証データセットに対する
validation:objective_loss
目標損失関数の平均値。既定の設定では、損失
は、二項分類ではロジスティック損失、回帰で
は二乗損失です。他のタイプの損失を設定するに
は、loss ハイパーパラメータを使用します。

最小化

validation:precision検証データセットの最終モデルの精度。
このメトリクスを目標として選択した場合
は、binary_classifier_model_selection
ハイパーパラメータを
precision_at_target_recall に設定
し、target_recall ハイパーパラメータの値
を設定して、目標再現率を設定することをお勧め
します。この客観的指標は二項分類にのみ有効で
す。

最大化

validation:mse
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メトリクス名

説明

最適化の方向

validation:recall

検証データセットの最終モデルのリコール。
最大化
このメトリクスを目標として選択した場合
は、binary_classifier_model_selection
ハイパーパラメータを
recall_at_target_precision に設定
し、target_precision ハイパーパラメータの値
を設定して、目標適合率を設定することをお勧め
します。この客観的指標は二項分類にのみ有効で
す。

validation:rmse

検証データセットの最終モデルの二乗平均平方根
誤差。この客観的な指標は回帰にのみ有効です。

検証データセット上の最終モデルの操作特性曲線
validation:roc_auc_score
(ROC 曲線) を受け取っている領域。この客観的指
標は二項分類にのみ有効です。

最小化
最大化

線形学習ハイパーパラメータの調整
以下のハイパーパラメータを使用して線形学習者モデルを調整できます。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

wd

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-7,
MaxValue: 1

l1

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-7,
MaxValue: 1

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-5,
MaxValue: 1

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 100,
MaxValue: 5000

use_bias

CategoricalParameterRanges

[True, False]

positive_example_weight_mult
ContinuousParameterRanges

MinValue:
1e-5、MaxValue: 1e5

線形学習のレスポンス形式
JSON レスポンス形式
Amazon SageMaker 組み込みアルゴリズムは、「」で説明している一般的な入力推論形式に従います。一
般的なデータ形式-推論。以下に、使用可能な出力形式があります。 SageMaker 線形学習アルゴリズム。
バイナリの分類
let response =
{
"predictions":
[
{
"score": 0.4,
"predicted_label": 0
}
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}

]

複数クラスの分類
let response =
{
"predictions":
[
{
"score": [0.1, 0.2, 0.4, 0.3],
"predicted_label": 2
}
]
}

回帰
let response =
{
"predictions":
[
{
"score": 0.4
}
]
}

JSONLINES レスポンス形式
バイナリの分類
{"score": 0.4, "predicted_label": 0}

複数クラスの分類
{"score": [0.1, 0.2, 0.4, 0.3], "predicted_label": 2}

回帰
{"score": 0.4}

RECORDIO レスポンス形式
バイナリの分類
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'score': {
keys: [],
values: [0.4] # float32
},
'predicted_label': {
keys: [],
values: [0.0] # float32
}
}
}

複数クラスの分類
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[

Record = {
"features": [],
"label":
{
"score":

{
"values":

},
"predicted_label":
"values":
}

[0.1, 0.2, 0.3, 0.4]
{
[3]

},
"uid": "abc123",
"metadata": "{created_at: '2017-06-03'}"

]

}

回帰
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'score': {
keys: [],
values: [0.4]
}
}
}

# float32

TabTransformer
TabTransformerは、教師あり学習のための新しいディープテーブルデータモデリングアーキテクチャで
す。- TabTransformer アーキテクチャはベースにして構築されています self-attention-based トランス
フォーマー。トランスフォーマー層は、より高い予測精度を達成するために、カテゴリカルフィーチャ
の埋め込みを堅牢なコンテキスト埋め込みに変換します。さらに、コンテキスト埋め込みはから学んだ
TabTransformer は、欠損データフィーチャとノイズを含むデータフィーチャの両方に対して非常に堅牢
で、より優れた解釈性を提供します。

を使用する方法 SageMaker TabTransformer
ではを使用できます。 TabTransformer アマゾンとして SageMaker 組み込みのアルゴリズム。次のセ
クションでは、使用方法について説明します。 TabTransformer と SageMaker Python thon thon thon
thon 使用方法については TabTransformer アマゾンから行うこと SageMaker Studio UI, 参照SageMaker
JumpStart (p. 46)。
• を使用する TabTransformer 組み込みのアルゴリズムとして
を使用する TabTransformer 組み込みのアルゴリズムを構築する TabTransformer 次のコード例に示す
ように、トレーニングコンテナを次のコード例で示します。あなたは自動的に見つけることができま
す TabTransformer 組み込みアルゴリズムイメージ URI SageMaker image_uris.retrieveAPI (また
はget_image_uriAPIアマゾン SageMaker Python SDKバージョン 2)。
指定後 TabTransformer 画像URIでは、 TabTransformer を使用して推定量を構築するコンテナ
SageMaker Estimator API を使用してトレーニングジョブを開始します。- TabTransformer 組み込みア
ルゴリズムはスクリプトモードで実行されますが、トレーニングスクリプトが提供され、置き換える必
要はありません。スクリプトモードを使用してスクリプトを作成した経験が豊富な場合 SageMaker ト
レーニングの仕事、それからあなたはあなた自身のものを組み込むことができます TabTransformer ト
レーニングスクリプト。
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from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris
train_model_id, train_model_version, train_scope = "pytorch-tabtransformerclassificationmodel", "*", "training"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"
# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
region=None,
framework=None,
model_id=train_model_id,
model_version=train_model_version,
image_scope=train_scope,
instance_type=training_instance_type
)
# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)
train_model_uri = model_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)
# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"
training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"
output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
from sagemaker import hyperparameters
# Retrieve the default hyper-parameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)
# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
"n_epochs"
] = "50"
print(hyperparameters)
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base
training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")
# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
role=aws_role,
image_uri=train_image_uri,
source_dir=train_source_uri,
model_uri=train_model_uri,
entry_point="transfer_learning.py",
instance_count=1,
instance_type=training_instance_type,
max_run=360000,
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)

hyperparameters=hyperparameters,
output_path=s3_output_location

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
{"training": training_dataset_s3_path}, logs=True, job_name=training_job_name
)

をセットアップする方法の詳細については TabTransformer 組み込みのアルゴリズムとして、次のノー
トブックの例を参照してください。
• 表形式分類 SageMaker TabTransformerアルゴリズム
• 表形式回帰 SageMaker TabTransformerアルゴリズム

の入力および出力インターフェイス TabTransformer アルゴリズム
TabTransformer は表形式のデータで動作し、行が観測値、行が観測値、残りの列がターゲット変数または
ラベル、残りの列が観測値、行が観測値、行が観測値、
- SageMaker の実装 TabTransformer トレーニングと推論のために CSV をサポートしています。
• を使用する場合トレーニング ContentType、有効な入力はtext/csv。
• を使用する場合推論 ContentType、有効な入力はtext/csv。

Note
CSV トレーニングの場合、アルゴリズムはターゲット変数が最初の列にあり、CSV にはヘッダー
レコードがないと見なします。
CSV 推論の場合、アルゴリズムは CSV 入力にラベル列がないと見なします。
トレーニングデータへの入力用にトレーニングデータをどのようにフォーマットするかに注意してくださ
い TabTransformer MODEL. トレーニング用のサブディレクトリを含む Amazon S3 S3 バケットへのパス
を指定する必要があります。カテゴリ別フィーチャのリストを含めることもできます。
• トレーニングデータ入力形式: トレーニングデータは、という名前のサブディレクトリにある必要があり
ますtrain/にはが含まれていますdata.csvファイルを開きます。ターゲット変数は、data.csv。予
測変数 (特徴) は残りの列にあるはずです。
• 検証データ入力形式: オプションで、という名前の別のディレクトリを含めることができま
す。validation/それにもあるdata.csvファイルを開きます。検証データは、各ブースティング反復
の終了時に検証スコアを計算するために使用されます。検証スコアに改善が見られなくなると、早期停
止が適用されます。検証データが提供されない場合、トレーニングデータの 20% が検証データとして使
用されるようにランダムにサンプリングされます。
• カテゴリ別特徴量入力形式: 予測変数にカテゴリ特徴が含まれる場合は、JSON ファイル
をcategorical_index.jsonデータディレクトリと同じ場所にあります。このファイルには Python
ディクショナリが含まれている必要があります。キーは文字列です"cat_index_list"値は一意の整
数のリストです。値リストの各整数は、トレーニングデータ CSV ファイル内の対応するカテゴリ特徴
の列インデックスを示す必要があります。各値は正の整数 (ゼロが目標値を表すためゼロより大きい)
で、Int32.MaxValue(2147483647)、および列のリクエストの総数よりも少ないです。カテゴリイン
デックスの JSON ファイルは 1 つだけにする必要があります。
CSV トレーニング入力モードの場合、アルゴリズムで使用できるメモリの合計 (インスタントカウン
トInstanceType) はトレーニングデータセットを保持できなければなりません。
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の Amazon EC2 インスタンスに関する推奨事項 TabTransformerアルゴリズム
SageMaker TabTransformer では、単一インスタンスの CPU と単一インスタンスの GPU トレーニングが
サポートされています。インスタンスごとのコストは高いものの、GPU はトレーニングをより迅速に行
うため、費用対効果が高くなります。GPU トレーニングを利用するには、インスタンスタイプを GPU イ
ンスタンスの 1 つ (P3 など) として指定します。 SageMaker TabTransformer 現在、ではマルチ GPU ト
レーニングはサポートされていません。

TabTransformer サンプルノートブック
次の表に、Amazon のさまざまなユースケースを扱う各種サンプルノートブックの概要があります。
SageMaker TabTransformer Alorithm.
ノートブックのタイトル

説明

Amazon での表形式分類 SageMaker
TabTransformer アルゴリズム

このノートブックはAmazonの使い方を示していま
す SageMaker TabTransformer表形式の分類モデル
をトレーニングしてホストするアルゴリズム。

表形式回帰 SageMaker TabTransformer アルゴリ
ズム

このノートブックはAmazonの使い方を示していま
す SageMaker TabTransformer表形式の回帰モデル
をトレーニングしてホストするアルゴリズム。

でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法
については、 SageMaker「」を参照してください。Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使
用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いたら、SageMaker例タブをクリックすると、
すべてのリストが表示されます。 SageMaker サンプル。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブ
を選択し、[Create copy (コピーを作成)] を選択します。

その方法は TabTransformer 働く
TabTransformer は、教師あり学習のための新しいディープテーブルデータモデリングアーキテクチャ
です。- TabTransformer 自己注意ベースのトランスフォーマーに基づいて構築されています。トランス
フォーマー層は、より高い予測精度を達成するために、カテゴリカルフィーチャの埋め込みを堅牢なコン
テキスト埋め込みに変換します。さらに、コンテキスト埋め込みはから学んだ TabTransformer は、欠損
データフィーチャとノイズを含むデータフィーチャの両方に対して非常に堅牢で、より優れた解釈性を提
供します。
TabTransformer さまざまなハイパーパラメータを堅牢に処理できるため、機械学習のコンペティションに
おいて優れた結果を出しています。ではを使用できます。 TabTransformer 回帰、分類 (バイナリとマルチ
クラス)、ランキングの問題について解説しています。
以下の図は、 TabTransformer アーキテクチャ。
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詳細については、次を参照してください。TabTransformer: コンテキスト埋め込みを使用した表形式デー
タモデリング。
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TabTransformer ハイパーパラメータ
次の表には、Amazon で必要な、またはAmazonで最も一般的に使用されるハイパーパラメータのサブ
セットが含まれています。 SageMaker TabTransformer Alorithm. これらのパラメータは、データからモデ
ルパラメータを推定しやすくするために設定されています。- SageMaker TabTransformerアルゴリズムは
オープンソースのTabTransformerパッケージ化する。

Note
デフォルトのハイパーパラメータは、TabTransformer サンプルノートブック (p. 1910)。
- SageMaker TabTransformer アルゴリズムは、分類問題のタイプに基づいて評価指標と目的関数を自動的
に選択します。- TabTransformer アルゴリズムは、データ内のラベル数に基づいて分類問題のタイプを検
出します。回帰問題の場合、評価指標は r 乗、目的関数は平均二乗誤差です。二項分類問題では、評価計
量と目的関数はどちらも二項交差エントロピーです。マルチクラス分類問題の場合、評価指標と目的関数
はどちらもマルチクラスクロスエントロピーです。

Note
- TabTransformer 評価計量関数と目的関数は現在、ハイパーパラメーターとして使用できませ
ん。代わりに、 SageMaker TabTransformer 組み込みアルゴリズムは、ラベル列の一意の整数の
数に基づいて分類タスクのタイプ（回帰、バイナリ、またはマルチクラス）を自動的に検出し、
評価指標と目的関数を割り当てます。
Parameter Name

説明

n_epochs

ディープニューラルネットワークを学習させるエポック数。
有効な値:整数: 正の整数。
デフォルト値: 5。

patience

1 つの検証データポイントの 1 つの指標が最後に改善されない場
合、学習は停止しますpatienceROUND.
有効な値:整数、範囲:(2,60).
デフォルト値: 10。

learning_rate

トレーニング例の各バッチを処理した後に、モデルの重みが更新さ
れる速度。
有効な値:浮動小数点数、範囲: 正の浮動小数点数。
デフォルト値: 0.001。

batch_size

ネットワークを介して伝播された例の数。
有効な値:整数、範囲:(1,2048).
デフォルト値: 256。

input_dim

カテゴリ列または連続列をエンコードする埋め込みの次元。
有効な値:string、次のいずれか:"16","32","64","128","256", ま
たは"512"。
デフォルト値: "32"。

n_blocks

Transformer エンコーダーブロックの数。
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Parameter Name

説明
有効な値:整数、範囲:(1,12).
デフォルト値: 4。

attn_dropout

マルチヘッドアテンションレイヤーに適用されるドロップアウト
率。
有効な値:浮動小数点数、範囲:(0,1).
デフォルト値: 0.2。

mlp_dropout

ドロップアウト率が FeedForward エンコーダ層内のネットワーク
と、Transformer エンコーダの上にある最終的な MLP 層。
有効な値:浮動小数点数、範囲:(0,1).
デフォルト値: 0.1。

frac_shared_embed

特定の 1 つの列のすべての異なるカテゴリで共有される埋め込みの
割合。
有効な値:浮動小数点数、範囲:(0,1).
デフォルト値: 0.25。

調整する TabTransformer 型
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのトレーニングと検証でさまざ
まなハイパーパラメータをテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけま
す。モデル調整では、次のハイパーパラメーターに焦点を当てます。

Note
学習目的関数と評価指標はどちらも、分類タスクのタイプに基づいて自動的に割り当てられま
す。分類タスクのタイプは、ラベル列の一意の整数の数によって決定されます。詳細について
は、「TabTransformer ハイパーパラメータ (p. 1912)」を参照してください。
• モデルトレーニング中に最適化する学習 objective 関数
• 検証中にモデルのパフォーマンスを評価するために使用される評価メトリクス
• モデルの自動調整時に使用する一連のハイパーパラメータとそれぞれの値の範囲
自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、選択された評価メトリクスを最適化する
モデルになる値の組み合わせを見つけます。

Note
自動モデル調整 TabTransformer はアマゾンでのみ使用できます。 SageMaker SDK、
SageMaker console.
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

によって計算される評価メトリクス TabTransformerアルゴリズム
- SageMaker TabTransformer アルゴリズムは、モデルの検証に次のメトリクスを使用して計算して計算し
ます。評価指標は、分類タスクのタイプに基づいて自動的に割り当てられます。分類タスクのタイプは、
ラベル列の一意の整数の数によって決まります。
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メトリクス名

説明

最適化の方向

正規表現パターン

r2

R

最大化する

"metrics={'r2':
(\\S+)}"

f1_score

バイナリ交差エントロピー

最大化する

"metrics={'f1':
(\\S+)}"

accuracy_score

複数クラス交差エントロピー

最大化する

"metrics={'accuracy':
(\\S+)}"

調整可能な TabTransformer ハイパーパラメータ
を調整する TabTransformer 以下のハイパーパラメータを使用してモデルを作成します。
最適化に最大の影響を与えるハイパーパラメータ TabTransformer評価指標は以下のとお
りです。learning_rate,input_dim,n_blocks,attn_dropout,mlp_dropout, およ
びfrac_shared_embed。全部のリストについては TabTransformerハイパーパラメータ、参
照TabTransformer ハイパーパラメータ (p. 1912)。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.00001
MaxValue: 0.01

input_dim

CategoricalParameterRanges

[16, 32, 64, 128, 256,
512]

n_blocks

IntegerParameterRanges

MinValue: 1, MaxValue:
12

attn_dropout

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0
MaxValue: 0.8

mlp_dropout

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0
MaxValue: 0.8

frac_shared_embed

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0
MaxValue: 0.5

XGBoost アルゴリズム
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) は、勾配ブーストツリーアルゴリズムのよく知られた効率的な
オープンソースの実装です。勾配ブースティングは教師あり学習アルゴリズムで、より単純で弱いモ
デルのセットから推定のアンサンブルを組み合わせることで、ターゲット変数の正確な予測を試行しま
す。XGBoost アルゴリズムは、さまざまなデータ型、関係、分布、および微調整できるさまざまなハイ
パーパラメータを堅牢に処理できるため、機械学習のコンペティションにおいて優れた結果を出していま
す。XGBoost は、回帰、分類 (バイナリとマルチクラス)、ランキングの問題に使用できます。
XGBoost アルゴリズムの新しいリリースは、Amazon としても使用できます。 SageMaker 組み込みアル
ゴリズム、またはローカル環境でトレーニングスクリプトを実行するフレームワークとして。この実装で
は、元のバージョンよりも、メモリのフットプリントは縮小し、ロギングは強化され、ハイパーパラメー
タ検証は向上し、メトリクスセットは拡張されています。マネージド型の XGBoost 環境でトレーニングス
クリプトを実行する XGBoost estimator も提供されています。の現在のリリース SageMaker XGBoost
はXGBoost の元のバージョン 1.0、1.2、1.3、1.5 をベースにしています。
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サポートされるバージョン
• フレームワーク (オープンソース) モード: 1.0-1、1.2-1、1.2-2、1.5-1、1.5-1、1.5-1、1.5-1、1.
• アルゴリズムモード: 1.0-1、1.2-1、1.2-2、1.5-1、1.5-1、1.5-1、1.5-1、1.

Important
取得すると SageMaker XGBoost イメージ URI、使用しないでください:latestまたは:1画像
URI タグ用。いずれかを指定する必要がありますサポートされるバージョン (p. 1915)選択するに
は SageMaker使用したいネイティブ XGBoost パッケージバージョンの-managed XGBoost コン
テナ。に移行されたパッケージバージョンを確認するには SageMaker XGBoost コンテナ、を参
照してください。Docker レジストリパスとサンプルコード、を選択します。AWS リージョンを
クリックし、XGBoost (アルゴリズム)セクション。

Warning
XGBoost 0.90 バージョンは廃止されました。XGBoost 0.90 のセキュリティアップデートまたは
バグ修正のサポートは終了しています。XGBoost バージョンを新しいバージョンのいずれかに
アップグレードすることを強くお勧めします。

Note
XGBoost v1.1 はでサポートされていません SageMaker XGBoost 1.1 は、テスト入力の特徴が
LIBSVM 入力のトレーニングデータよりも少ない場合に、予測を実行する機能が壊れているため
です。この機能は XGBoost v1.2 で復元されています。の使用を検討する SageMakerXGBoost
1.2-2 以降

を使用する方法 SageMaker XGBoost
と SageMakerでは、組み込みのアルゴリズムまたはフレームワークとして XGBoost を使用できま
す。XGBoost をフレームワークとして使用することで、独自のトレーニングスクリプトをカスタマイ
ズできるため、柔軟性が高まり、K 分割交差検証などのより高度なシナリオを利用できるようになりま
す。以下のセクションでは、XGBoost と XGBoost の使用方法について説明します。 SageMaker SDK
アマゾンのXGBoostの使用方法については SageMaker スタジオ UI、を参照してくださいSageMaker
JumpStart (p. 46)。
• XGBoost をフレームワークとして使用する
XGBoost をフレームワークとして使用して、追加のデータ処理をトレーニングジョブに組み込むことが
できるカスタマイズされたトレーニングスクリプトを実行します。以下のコード例では、 SageMaker
Python SDK は、次のような他のフレームワーク API を提供するのと同じ方法で、どのように XGBoost
API をフレームワークとして提供します。 TensorFlow、MXNet、 PyTorch。
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.inputs import TrainingInput
# initialize hyperparameters
hyperparameters = {
"max_depth":"5",
"eta":"0.2",
"gamma":"4",
"min_child_weight":"6",
"subsample":"0.7",
"verbosity":"1",
"objective":"reg:squarederror",
"num_round":"50"}
# set an output path where the trained model will be saved
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bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = 'DEMO-xgboost-as-a-framework'
output_path = 's3://{}/{}/{}/output'.format(bucket, prefix, 'abalone-xgb-framework')
# construct a SageMaker XGBoost estimator
# specify the entry_point to your xgboost training script
estimator = XGBoost(entry_point = "your_xgboost_abalone_script.py",
framework_version='1.5-1',
hyperparameters=hyperparameters,
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.2xlarge',
output_path=output_path)
# define the data type and paths to the training and validation datasets
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'),
content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'),
content_type=content_type)
# execute the XGBoost training job
estimator.fit({'train': train_input, 'validation': validation_input})

男性用 end-to-end の使用例 SageMaker フレームワークとしての XGBoost については、を参照してくだ
さい。Amazon での回帰 SageMaker XGBoost
• XGBoost を組み込みアルゴリズムとして使用する
次のコード例に示すように、XGBoost 組み込みアルゴリズムを使用して、XGBoost トレー
ニングコンテナを構築します。XGBoost 組み込みアルゴリズムの画像 URI は、 SageMaker
image_uris.retrieveAPI (またはget_image_uriAPI (使用する場合)アマゾン SageMaker
SDKバージョン 1) image_uris.retrieve API で正しい URI が検出されるかどうかを確認する場合
は、「組み込みアルゴリズムの共通パラメータ」を参照し、組み込みアルゴリズムイメージ URI と使用
可能なリージョンの詳細なリストから xgboost を参照します。
XGBoost イメージ URI を指定したら、XGBoost コンテナを使用して、 SageMaker Estimator API とト
レーニングジョブを開始する。この XGBoost 組み込みアルゴリズムモードでは、独自の XGBoost ト
レーニングスクリプトは組み込まれず、入力データセット上で直接実行されます。

Important
取得すると SageMaker XGBoost イメージ URI、使用しないでください:latestまたは:1画像
URI タグ用。いずれかを指定する必要がありますサポートされるバージョン (p. 1915)選択する
には SageMaker使用したいネイティブ XGBoost パッケージバージョンの-managed XGBoost
コンテナ。に移行されたパッケージバージョンを確認するには SageMaker XGBoost コンテ
ナ、を参照してください。Docker レジストリパスとサンプルコード、を選択します。AWS
リージョンをクリックし、XGBoost (アルゴリズム)セクション。
import sagemaker
import boto3
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.inputs import TrainingInput
# initialize hyperparameters
hyperparameters = {
"max_depth":"5",
"eta":"0.2",
"gamma":"4",
"min_child_weight":"6",
"subsample":"0.7",
"objective":"reg:squarederror",
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"num_round":"50"}
# set an output path where the trained model will be saved
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = 'DEMO-xgboost-as-a-built-in-algo'
output_path = 's3://{}/{}/{}/output'.format(bucket, prefix, 'abalone-xgb-built-in-algo')
# this line automatically looks for the XGBoost image URI and builds an XGBoost
container.
# specify the repo_version depending on your preference.
xgboost_container = sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.5-1")
# construct a SageMaker estimator that calls the xgboost-container
estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,
hyperparameters=hyperparameters,
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.2xlarge',
volume_size=5, # 5 GB
output_path=output_path)
# define the data type and paths to the training and validation datasets
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'),
content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'),
content_type=content_type)
# execute the XGBoost training job
estimator.fit({'train': train_input, 'validation': validation_input})

XGBoost を組み込みアルゴリズムとして設定する方法の詳細については、次のノートブックの例を参照
してください。
• XGBoost のマネージドスポットトレーニング
• Amazon での回帰 SageMaker XGBoost (寄木細工入力)

XGBoost アルゴリズムの入出力インターフェイス
勾配ブースティングは表形式のデータで動作し、行が観測値、1 つの列がターゲット変数またはラベル、
残りの列が特徴を表します。
- SageMaker XGBoost の実装では、トレーニングと推論に CSV 形式と libsvm 形式がサポートされていま
す。
• トレーニング用 ContentType、有効な入力はtext/libsvm(デフォルト値) またはテキスト/csv。
• 推論用 ContentType、有効な入力はtext/libsvm(デフォルト値) またはテキスト/csv。

Note
CSV トレーニングの場合、アルゴリズムはターゲット変数が最初の列にあり、CSV にはヘッダー
レコードがないと見なします。
CSV 推論の場合、アルゴリズムは CSV 入力にラベル列がないと見なします。
libsvm トレーニングの場合、アルゴリズムはラベルが最初の列にあると見なします。後続
の列には、特徴のゼロベースのインデックス値のペアが含まれています。そのため、各行は
<label> <index0>:<value0> <index1>:<value1> ... の形式になります。libsvm の推論リクエストに
は、libsvm 形式のラベルが含まれていない場合があります。
これは他とは異なります SageMaker 標準の XGBoost データ形式とより一貫性を保つためにトレーニング
の入力にプロトコルバッファ形式を使用する。
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CSV トレーニング入力モードの場合、アルゴリズムで使用できるメモリの合計 (インスタントカウント *
InstanceType で使用できるメモリ) でトレーニングデータセットを保持できる必要があります。libsvm
トレーニング入力モードの場合、これは必須ではありませんが推奨されます。
v1.3-1 以降では、 SageMaker XGBoost はモデルを XGBoost 内部バイナリ形式で保存しま
す。Booster.save_model。以前のバージョンでは Python pickle モジュールを使用してモデルをシリア
ライズ/デシリアライズしていました。

Note
を使用するときはバージョンに注意してください SageMaker オープンソースの XGBoost モデル
の XGBoost。バージョン 1.3-1 以降では XGBoost 内部バイナリ形式が使用され、以前のバージョ
ンでは Python pickle モジュールが使用されています。

でトレーニングしたモデルを使用するには SageMaker XGBoost v1.3-1 またはそれ以降のオープ
ンソース XGBoost
•

次の Python コードを使用します。
import xgboost as xgb
xgb_model = xgb.Booster()
xgb_model.load_model(model_file_path)
xgb_model.predict(dtest)

以前のバージョンでトレーニングされたモデルを使用するには SageMaker XGBoost オープン
ソースで XGBoost
•

次の Python コードを使用します。
import pickle as pkl
import tarfile
t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
model = pkl.load(open(model_file_path, 'rb'))
# prediction with test data
pred = model.predict(dtest)

ラベル付きデータポイントの重要性を区別するには、インスタンス重みサポートを使用します。
•

SageMaker XGBoost では、各インスタンスに重み値を割り当てることで、ラベル付きデータ
ポイントの重要性を区別できます。text/libsvm 入力の場合、顧客がデータインスタンスに重み
値を割り当てるには、ラベルの後に重み値を付加します。例: label:weight idx_0:val_0
idx_1:val_1...。text/csv 入力の場合、顧客はパラメータで csv_weights フラグをオンにし、そ
の列でラベルの後に重み値を付加する必要があります。例: label,weight,val_0,val_1,...)。

XGBoost アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
SageMaker XGBoost 1.0-1 以前では、CPU を使用した場合にのみトレーニングできます。これは (CPU バ
ウンドではなく) メモリバウンドアルゴリズムです。そのため、コンピューティング最適化インスタンス
(C4 など) よりも汎用コンピューティングインスタンス (M5 など) を選択することをお勧めします。さら
に、トレーニングデータを保持するために、選択したインスタンスに十分なメモリを用意することを推奨
します。メインメモリに収まらないデータを処理するためのディスク容量の使用をサポートしていますが
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（ out-of-core libsvm 入力モードで利用できる機能)。キャッシュファイルをディスクに書き込むと、アル
ゴリズムの処理時間が遅くなります。
SageMaker XGBoost バージョン 1.2 以降では、シングルインスタンスの GPU トレーニングがサポートさ
れています。インスタンスあたりのコストは高くなりますが、GPU のトレーニングはより迅速になり、
費用対効果が高くなります。 SageMaker XGBoost バージョン 1.2 以降では、P2 と P3 インスタンスをサ
ポートしています。
SageMaker XGBoost バージョン 1.2-2 以降は、P2、P3、G4Dn、および G5 GPU インスタンスファミ
リーをサポートしています。
GPU トレーニングを利用するには、インスタンスタイプを GPU インスタンスの 1 つ (P3 など) として
指定し、tree_method ハイパーパラメータを既存の XGBoost スクリプトで gpu_hist に設定します。
SageMaker XGBoost は現在、マルチ GPU トレーニングはサポートされていません。
SageMaker XGBoost は推論用に CPU と GPU インスタンスをサポートします。推論のインスタンスタイ
プについては、「アマゾン SageMaker ML インスタンスタイプ。

XGBoost サンプルノートブック
次の表は、Amazon のさまざまなユースケースに対応する各種サンプルノートブックの概要を示していま
す。 SageMaker XGBoost アルゴム
ノートブックのタイトル

説明

カスタム XGBoost コンテナを作成する方法

このノートブックでは、Amazon でカスタム
XGBoost コンテナを構築する方法について説明し
ています。 SageMaker Batch 変換

Parquet を使用した XGBoost での回帰

このノートブックでは、Parquet の Abalone デー
タセットを使用して XGBoost モデルをトレーニン
グする方法について説明しています。

複数クラス分類モデルをトレーニングおよびホス
トする方法

このノートブックでは、MNIST データセットを使
用して、複数クラス分類モデルをトレーニングお
よびホストする方法について説明しています。

顧客解約の予測に対するモデルをトレーニングす
る方法

このノートブックでは、不満を感じている顧客を
特定するために、モバイルの顧客の離反を予測す
るモデルをトレーニングする方法について説明し
ています。

Amazon の紹介 SageMaker XGBoost トレーニン
グ用のマネージドスポットインフラストラクチャ

このノートブックでは、XGBoost コンテナでト
レーニングにスポットインスタンスを使用する方
法について説明しています。

Amazon の使用方法 SageMaker XGBoost トレー
ニングジョブをデバッグするデバッガー?

このノートブックでは、Amazon の使用方法につ
いて説明します SageMaker トレーニングジョブを
モニタリングして不整合を検出するデバッガー。

Amazon の使用方法 SageMaker XGBoost リアル
タイムでトレーニングジョブをデバッグするデ
バッガー

このノートブックでは、MNIST データセット
と Amazon の使用方法について説明していま
す。 SageMakerトレーニングジョブの実行中に
XGBoost トレーニングジョブのリアルタイム分析
を実行するデバッガー。

でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法
の詳細については SageMaker、「」を参照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタンス
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を使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いた後、SageMaker例タブをクリックし
て、すべてのリストを表示します SageMaker サンプル。線形学習者アルゴリズムを使用したトピックモ
デリングのサンプルノートブックは、[Introduction to Amazon algorithm (Amazon アルゴリズムの概要)] セ
クションにあります。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブを選択し、[Create copy (コピーを
作成)] を選択します。

XGBoost の仕組み
XGBoost は、勾配ブーストツリーアルゴリズムのよく知られた効率的なオープンソースの実装です。勾配
ブースティングは教師あり学習アルゴリズムで、より単純で弱いモデルのセットの推定を組み合わせるこ
とで、ターゲット変数の正確な予測を試行します。
回帰に勾配ブースティングを使用すると、弱学習器が回帰ツリーになり、各回帰ツリーが、連続スコアが
含まれる入力データポイントをいずれか 1 つのリーフにマッピングします。XGBoost は、モデル複雑さ
(つまり回帰ツリーの関数) のために凸損失関数 (予測出力とターゲット出力の違いに基づく) とペナルティ
項を組み合わせる、正規化された (L1 と L2) 目的関数を最小化します。トレーニングは反復的に進行し、
前のツリーの残差やエラーを予測する新しいツリーを追加して、それを前のツリーと組み合わせることで
最終的な予測を出します。これは、新しいモデルを追加するときに勾配降下アルゴリズムを使用して損失
を最小限に抑えるため、勾配ブースティングと呼ばれます。
以下の図に、勾配ツリーブースティングの仕組みを簡単に示します。

XGBoost の詳細については、次の記事を参照してください。
• XGBoost: スケーラブルなツリーブースティングシステム
• 勾配ツリーブースト
• Introduction to Boosted Trees (ブーストツリーの概要)
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XGBoost のハイパーパラメータ
次の表には、Amazonで必要な、または最も一般的に使用されるハイパーパラメータのサブセットが含ま
れています。 SageMaker XGBoost アルゴム これらは、データからモデルパラメータを推定しやすくする
ためにユーザが設定するパラメータです。設定の必要がある必須ハイパーパラメータは、アルファベット
順に最初に一覧表示されています。設定可能なオプションのハイパーパラメータは、アルファベット順に
次に一覧表示されています。 SageMaker XGBoost アルゴリズムは、オープンソースの DMLC XGBoost
パッケージの実装です。現在 SageMaker バージョン 1.2-2 をサポートしています。このバージョンの
XGBoost に設定できるハイパーパラメータの完全なセットの詳細については、「XGBoost パラメータ」を
参照してください。
Parameter Name

説明

num_class

クラスの数。
objective が multi:softmax または multi:softprob に設定されている
場合は必須。
有効な値: 整数

num_round

トレーニングを実行するラウンド数。
[Required] (必須)
有効な値: 整数

alpha

重みに対する L1 正規化項。この値を大きくすると、モデルがより控
えめになります。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 0

base_score

すべてのインスタンスの初期予測スコア、全体的な偏り。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 0.5

booster

使用するブースター。gbtree 値と dart 値はツリー型のモデルを
使用し、gblinear は一次関数を使用します。
オプション
有効な値: 文字列。gbtree、gblinear、dart のいずれか 1 つ。
デフォルト値: gbtree

colsample_bylevel

各レベルにおける、各分割の列のサブサンプル率。
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: [0,1]。
デフォルト値: 1

colsample_bynode

各ノードの列のサブサンプル率。
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Parameter Name

説明
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: (0,1)。
デフォルト値: 1

colsample_bytree

各ツリーを構築する際の列のサブサンプル率。
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: [0,1]。
デフォルト値: 1

csv_weights

このフラグを有効にすると、XGBoost は、トレーニングデータの 2
列目 (ラベルの後の列) をインスタンスの重みとして使用して、csv
入力のインスタンスの重要性を区別します。
オプション
有効な値: 0 または 1
デフォルト値: 0

deterministic_histogram

このフラグが有効になっている場合、XgBoost はヒストグラムを
GPU 上で決定的に構築します。tree_method が gpu_hist に設定
されている場合にのみ使用されます。
有効な入力の完全なリストについては、XGBoost Parameters
(XGBoost パラメータ) を参照してください。
オプション
有効な値: 文字列。範囲: true または false
デフォルト値: true

early_stopping_rounds

検証スコアに改善が見られなくなるまでモデルのトレーニング
が行われます。トレーニングを続けるためには、少なくとも
early_stopping_rounds 毎に検証エラーを減らす必要がありま
す。 SageMaker のホスティングは、推論に最適なモデルを使用して
います。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: -

eta

過剰適合を防ぐために更新で使用されるステップサイズの縮小。各
ブースティングステップ後、新しい特徴の重みを直接取得できま
す。eta パラメータは実際に特徴の重みを縮小して、ブースティン
グ処理をより控えめにします。
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: [0,1]。
デフォルト値: 0.3
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Parameter Name

説明

eval_metric

検証データの検証メトリクス。目標に応じてデフォルトのメトリク
スが割り当てられます。
• rmse: 回帰の場合
• error: 分類の場合
• map: ランク付けの場合
有効な入力のリストについては、「XGBoost Learning Task
Parameters」(XGBoost ラーニングタスクのパラメータ) を参照して
ください。
オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: 目的に応じたデフォルト。

gamma

ツリーのリーフノードに追加のパーティションを作成するために必
要な損失低減の最小値。数値が大きいほど、アルゴリズムはより控
えめになります。
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: [0、∞)。
デフォルト値: 0

grow_policy

ツリーに新しいノードを追加する方法を制御します。現
在、tree_method が hist に設定されている場合にのみサポート
されます。
オプション
有効な値: 文字列。depthwise または lossguide です。
デフォルト値: depthwise

interaction_constraints

やり取りが許可される変数のグループを指定します。
オプション
有効な値: ネストされた整数のリスト。各整数は特徴を表し、ネスト
された各リストには、[[1,2], [3,4,5]] など、やり取りが許可される特
徴が含まれています。
デフォルト値: なし

lambda

重みに対する L2 正規化項。この値を大きくすると、モデルがより控
えめになります。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 1
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Parameter Name

説明

lambda_bias

偏りに対する L2 正規化項。
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: [0.0、1.0]。
デフォルト値: 0

max_bin

連続する特徴をバケットに入れる別個のビンの最大
数。tree_method が hist に設定されている場合にのみ使用され
ます。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 256

max_delta_step

各ツリーの重みの推定に許可されるデルタステップの最大値。正の
整数が使用されている場合、更新はより保守的になります。推奨さ
れるオプションは、ロジスティック回帰での使用です。更新を制御
しやすくするには、1 ～ 10 に設定します。
オプション
有効な値: 整数. 範囲: [0、∞)。
デフォルト値: 0

max_depth

ツリーの最大深度。この値を増やすとモデルがより複雑になり、
過剰適合が発生しやすくなります。0 は無制限を示します。上限は
grow_policy = depth-wise の場合に必須です。
オプション
有効な値: 整数. 範囲: [0、∞)
デフォルト値: 6

max_leaves

追加されるノードの最大数。grow_policy が lossguide に設定
されている場合にのみ関連します。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 0
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Parameter Name

説明

min_child_weight

子に必要とされるインスタンスの重み (ヘッセ) の合計の最小値。
ツリーのパーティション分割ステップにより、リーフノードのイン
スタンスの重みの合計が min_child_weight を下回る場合、構築
処理は追加のパーティション分割を行わなくなります。線形回帰モ
デルでは、これは単に各ノードに必要とされるインスタンスの最小
数に対応します。アルゴリズムが大きいほど、より控えめになりま
す。
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: [0、∞)。
デフォルト値: 1

monotone_constraints

任意の特徴に単調性の制約を指定します。
オプション
有効な値: 整数のタプル。有効な整数: -1 (制約の緩和)、0 (制約な
し)、1 (制約の強化)。
例えば、(0, 1): 最初の予測子は制約なし、2 番目の予測子は制約の強
化です。(-1, 1): 最初の予測子は制約の緩和、2 番目の予測子は制約
の強化です。
デフォルト値: (0、0、0)

normalize_type

正規化アルゴリズムの種類。
オプション
有効な値: Either 木または森。
デフォルト値: tree

nthread

xgboost の実行に使用される並列スレッドの数。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: スレッドの最大数。

objective

学習タスクと対応する学習目標を指定します。例:
reg:logistic,multi:softmax,reg:squarederror。 有効な入
力の完全なリストについては、XGBoost ラーニングタスクパラメー
ター。
オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: reg:squarederror
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Parameter Name

説明

one_drop

このフラグを有効にすると、ドロップアウト中に常に 1 つ以上のツ
リーがドロップされます。
オプション
有効な値: 0 または 1
デフォルト値: 0

process_type

実行するブースティング処理の種類。
オプション
有効な値: 文字列。default または update です。
デフォルト値: default

rate_drop

ドロップアウト中にドロップする、前のツリーの割合を指定するド
ロップアウト率。
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: [0.0、1.0]。
デフォルト値: 0.0

refresh_leaf

これは、'更新' アップデータープラグインのパラメータです。true
(1) に設定すると、ツリーのリーフとツリーノードの統計情報が更新
されます。false (0) に設定すると、ツリーノードの統計情報のみが
更新されます。
オプション
有効な値: 0/1
デフォルト値: 1

sample_type

サンプリングアルゴリズムの種類。
オプション
有効な値: uniform または weighted です。
デフォルト値: uniform

scale_pos_weight

正の重みと負の重みの均衡を制御します。不均衡なクラスに
役立ちます。検討する一般的な値 :sum(negative cases) /
sum(positive cases)。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 1
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Parameter Name

説明

seed

乱数シード。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 0

single_precision_histogram このフラグが有効になっている場合、XGBoost は倍精度ではなく単
精度を使用してヒストグラムを作成します。tree_method が hist
または gpu_hist に設定されている場合にのみ使用されます。
有効な入力の完全なリストについては、XGBoost Parameters
(XGBoost パラメータ) を参照してください。
オプション
有効な値: 文字列。範囲: true または false
デフォルト値: false
sketch_eps

近似貪欲アルゴリズムでのみ使用されます。これは、O(1 /
sketch_eps) 個のビンに換算します。ビンの数を直接選択すること
と比較して、これはスケッチの精度により理論的に保証されます。
オプション
有効な値: フロート、範囲: [0、1]。
デフォルト値: 0.03

skip_drop

ブースティングの反復中にドロップアウト手順をスキップする確
率。
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: [0.0、1.0]。
デフォルト値: 0.0

subsample

トレーニングインスタンスのサブサンプル率。0.5 に設定する
と、XGBoost はツリーの成長にデータインスタンスの半分をランダ
ムに収集します。これにより、過剰適合を防ぎます。
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: [0,1]。
デフォルト値: 1

tree_method

XGBoost で使用されるツリー構造アルゴリズム。
オプション
有効な値: auto、exact、approx、hist、gpu_hist のいずれ
か。
デフォルト値: auto
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Parameter Name

説明

tweedie_variance_power

Tweedie 分布の分散を制御するパラメータ。
オプション
有効な値: 浮動小数点 範囲: (1、2)。
デフォルト値: 1.5

updater

ツリーアップデーターが実行される順序を定義するカンマ区切りの
文字列。これにより、モジュール式にツリーを構築および修正でき
ます。
有効な入力の完全なリストについては、XGBoost Parameters
(XGBoost パラメータ) を参照してください。
オプション
有効な値: カンマ区切りの文字列。
デフォルト値: grow_colmaker、prune

verbosity

メッセージ出力の詳細レベル。
有効な値: 0 (サイレント)、1 (警告)、2 (情報)、3 (デバッグ)。
オプション
デフォルト値: 1

XGBoost モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのトレーニングと検証でさまざ
まなハイパーパラメータをテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけま
す。次の 3 つのタイプのハイパーパラメータを選択します。
• モデルトレーニング中に最適化する学習 objective 関数
• 検証中にモデルのパフォーマンスを評価するために使用する eval_metric
• モデルの自動調整時に使用する一連のハイパーパラメータとそれぞれの値の範囲
アルゴリズムが計算する一連の評価メトリクスから評価メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選
択されたハイパーパラメータを検索して、評価メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見
つけます。

Note
XGBoost 0.90 の自動モデル調整はAmazon からのみ使用できます SageMaker SDK、からではな
い SageMaker コンソール。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

XGBoost アルゴリズムで計算される評価メトリクス
XGBoost アルゴリズムは、モデルの検証に次のメトリクスを使用して計算します。モデルを調整するとき
に、これらのいずれかのメトリクスを選択してモデルを評価します。有効な eval_metric 値の完全なリ
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ストについては、「XGBoost Learning Task Parameters」(XGBoost ラーニングタスクのパラメータ) を参
照してください。
メトリクス名

説明

最適化の方向

validation:accuracy 分類率。#(right)/#(all cases) として計算されます。 最大化
validation:auc

曲線下面積。

最大化

validation:error

#(誤ったケース)/#(すべてのケース) で計算される
二項分類誤り率。

最小化

validation:f1

分類精度の指標。精度とリコールの調和平均とし
て計算されます。

最大化

validation:logloss

負の対数尤度。

最小化

validation:mae

平均絶対誤差。

最小化

validation:map

平均精度の平均。

最大化

validation:merror

#(誤ったケース)/#(すべてのケース) で計算される
複数クラス分類誤り率。

最小化

validation:mlogloss 複数クラス分類の負の対数尤度。

最小化

validation:mse

平均二乗誤差。

最小化

validation:ndcg

正規化減損累積利得。

最大化

validation:rmse

二乗平均平方根誤差。

最小化

調整可能な XGBoost ハイパーパラメータ
以下のハイパーパラメータを使用して XGBoost モデルを調整します。XGBoost のメトリクスに最も影響
を与えるハイパーパラメータは、alpha、min_child_weight、subsample、eta、num_round です。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

alpha

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0、
MaxValue: 1000

colsample_bylevel

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1、
MaxValue: 1

colsample_bynode

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1、
MaxValue: 1

colsample_bytree

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.5、
MaxValue: 1

eta

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1、
MaxValue: 0.5

gamma

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0、
MaxValue: 5

lambda

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0、
MaxValue: 1000
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Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

max_delta_step

IntegerParameterRanges

[0, 10]

max_depth

IntegerParameterRanges

[0, 10]

min_child_weight

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0、
MaxValue: 120

num_round

IntegerParameterRanges

[1, 4000]

subsample

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.5、
MaxValue: 1

XGBoost の非推奨バージョンとそのアップグレード
このトピックには、Amazon の以前のバージョンのドキュメントが含まれています。 SageMaker XGBoost
は引き続き利用可能ですが、推奨されていません。また、可能な場合に XGBoost の非推奨バージョンを最
新バージョンにアップグレードする方法についても説明します。
トピック
• XGBoost バージョン 0.90 をバージョン 1.5 にアップグレードする (p. 1930)
• XGBoost バージョン 0.72 (p. 1932)

XGBoost バージョン 0.90 をバージョン 1.5 にアップグレードする
を使用している場合 SageMaker Python SDK、既存の XGBoost 0.90 ジョブをバージョン 1.5 にアッ
プグレードするには、バージョン 2.x の SDK をインストールし、XGBoost を変更する必要がありま
すversionそしてframework_versionパラメータを 1.5-1. Boto3 を使用している場合、Docker イメー
ジと、いくつかのハイパーパラメータと学習目標を更新する必要があります。
トピック
• アップグレード SageMaker PySDK SDK バージョン SDK バージョン 1.x からバージョン
2.x (p. 1930)
• イメージタグを 1.5-1 に変更する (p. 1930)
• boto3 の Docker イメージを変更する (p. 1931)
• ハイパーパラメータと学習目標を更新する (p. 1931)

アップグレード SageMaker PySDK SDK バージョン SDK バージョン 1.x からバージョン 2.x
まだバージョン 1.x の SageMaker Python SDK では、バージョン 2.x の SageMaker PySDK。最新バー
ジョンのについては、最新バージョンのについては、「」を参照してください。 SageMaker PySDK、
「」を参照してください。のバージョン 2.x を使用する SageMaker Python SDK。最新バージョンをイン
ストールするには、次を実行します。
python -m pip install --upgrade sagemaker

イメージタグを 1.5-1 に変更する
を使用している場合 SageMaker Python SDK を使用して XGBoost ビルドインアルゴリズムを使用し
て、image_uris.retrive。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework="xgboost", region="us-west-2", version="1.5-1")
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estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,
hyperparameters=hyperparameters,
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.2xlarge',
volume_size=5, # 5 GB
output_path=output_path)

を使用している場合 SageMaker Python SDK を使用して XGBoost をフレームワークとして使用し、カス
タマイズされたトレーニングスクリプトを実行する場合、framework_versionXGBoost API のパラメー
タを指定します。
estimator = XGBoost(entry_point = "your_xgboost_abalone_script.py",
framework_version='1.5-1',
hyperparameters=hyperparameters,
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.2xlarge',
output_path=output_path)

sagemaker.session.s3_inputに SageMaker PySDK バージョン SDK バージョン
1.x はに名前が変更されましたsagemaker.inputs.TrainingInput。次の例のよう
に、sagemaker.inputs.TrainingInput を使用する必要があります。
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'),
content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'),
content_type=content_type)

の完全なリストについては、 SageMaker Python SDK バージョン 2.x の変更、「」を参照してくださいの
バージョン 2.x を使用する SageMaker Python SDK。

boto3 の Docker イメージを変更する
Boto3 を使用してモデルをトレーニングまたはデプロイする場合、docker イメージタグ (1, 0.72, 0.90-1 ま
たは 0.90-2) を 1.5-1 に変更します。
{

"AlgorithmSpecification":: {
"TrainingImage": "746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemakerxgboost:1.5-1"
}
...
}

使用するもの SageMaker PySDK でレジストリパスを取得するには、versionのパラメータ:
[image_uris.retrieve。
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework="xgboost", region="us-west-2", version="1.5-1")

ハイパーパラメータと学習目標を更新する
サイレントパラメータは廃止され、XGBoost 1.5 以降のバージョンでは使用できなくなりました。代わ
りに verbosity を使用します。reg:linear 学習目標を使用していた場合、これも同様に廃止され、
reg:squarederror に置き換えられます。代わりに reg:squarederror を使用します。
hyperparameters = {
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}

"verbosity": "2",
"objective": "reg:squarederror",
"num_round": "50",
...

estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,
hyperparameters=hyperparameters,
...)

XGBoost バージョン 0.72
Important
XGBoost 0.72 はAmazonで廃止されます SageMaker。この古いバージョンの XGBoost は、次の
コードサンプルに示すように、そのイメージ URI をプルすることで引き続き組み込みアルゴリズ
ムとして使用できます。XGBoost の場合、:1 で終わるイメージ URI は古いバージョン用です。
SageMaker Python SDK v1
import boto3
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri
xgb_image_uri = get_image_uri(boto3.Session().region_name, "xgboost",
repo_version="1")

SageMaker Python SDK v2
import boto3
from sagemaker import image_uris
xgb_image_uri = image_uris.retrieve("xgboost", boto3.Session().region_name, "1")

新しいバージョンを使用する場合、イメージ URI タグを明示的に指定する必要があります (「サ
ポートされるバージョン (p. 1915)」を参照)。
この以前のリリースの Amazon SageMaker XGBoost アルゴリズムは、0.72 リリースに基づいていま
す。XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) は、勾配ブーストツリーアルゴリズムのよく知られた効率的な
オープンソースの実装です。勾配ブースティングは教師あり学習アルゴリズムで、より単純で弱いモデル
のセットの推定を組み合わせることで、ターゲット変数の正確な予測を試行します。XGBoost は、各種
データタイプ、信頼関係、ディストリビューション、およびニーズに合わせて切り替え、調整できる大量
のハイパーパラメータを堅牢に処理できるため、機械学習のコンペティションにおいて非常に優れた結果
を出しています。この柔軟性により、XGBoost が回帰、分類 (バイナリとマルチクラス)、ランキングの問
題に対して推奨される選択肢になります。
お客様は、XGBoost アルゴリズム (p. 1914) の新しいリリースの使用を検討する必要があります。彼らは
それを SageMaker 組み込みのアルゴリズム、またはたとえば、Tensorflow 深層学習フレームワークで通
常行うように、ローカル環境でスクリプトを実行するフレームワークとして。この新しい実装では、メモ
リのフットプリントは縮小し、ロギングは強化され、ハイパーパラメータ検証は向上し、メトリクスセッ
トは拡張されています。新しいバージョンへの移行を先延ばしにする必要がある場合は、XGBoost の以前
の実装を引き続き利用することができます。ただし、この以前の実装は、XGBoost の 0.72 リリースに関
連付けられたままになります。

XGBoost リリース 0.72 の入出力インターフェイス
勾配ブースティングは表形式のデータで動作し、行が観測値、1 つの列がターゲット変数またはラベル、
残りの列が特徴を表します。
- SageMaker の XGBoost の実装では、トレーニングと推論に CSV 形式と libsvm 形式が対応しています。
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• トレーニング用 ContentType、有効な入力はtext/libsvm(デフォルト) またはtext/csv。
• 推論用 ContentType、有効な入力はtext/libsvmまたは (デフォルト)text/csv。

Note
CSV トレーニングの場合、アルゴリズムはターゲット変数が最初の列にあり、CSV にはヘッダー
レコードがないと見なします。CSV 推論の場合、アルゴリズムは CSV 入力にラベル列がないと
見なします。
libsvm トレーニングの場合、アルゴリズムはラベルが最初の列にあると見なします。後続
の列には、特徴のゼロベースのインデックス値のペアが含まれています。そのため、各行は
<label> <index0>:<value0> <index1>:<value1> ... の形式になります。libsvm の推論リクエストに
は、libsvm 形式のラベルが含まれている場合とそうでない場合があります。
これは他とは異なります SageMaker 標準の XGBoost データ形式とより一貫性を保つためにトレーニング
の入力にプロトコルバッファー形式を使用する。
CSV トレーニング入力モードの場合、アルゴリズムで使用できるメモリの合計 (インスタントカウント *
InstanceType で使用できるメモリ) でトレーニングデータセットを保持できる必要があります。libsvm
トレーニング入力モードの場合、これは必須ではありませんが推奨されます。
SageMaker XGBoost は Python の pickle モジュールを使用してモデルをシリアル化/逆シリアル化し、そ
れをモデルの保存/ロードに使用できます。

でトレーニングされたモデルを使用するには SageMaker オープンソースの XGBoost XGBoost
•

次の Python コードを使用します。
import pickle as pkl
import tarfile
import xgboost
t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
model = pkl.load(open(model_file_path, 'rb'))
# prediction with test data
pred = model.predict(dtest)

ラベル付きデータポイントの重要性を区別するには、インスタンス重みサポートを使用します。
•

SageMaker XGBoost では、各インスタンスに重み値を割り当てることで、ラベル付きデー
タポイントの重要性を区別できます。text/libsvm 入力の場合、顧客がデータインスタンス
に重み値を割り当てるには、ラベルの後に重み値を付加します。例えば、label:weight
idx_0:val_0 idx_1:val_1...です。text/csv 入力の場合、顧客はパラメータで
csv_weights フラグをオンにし、その列でラベルの後に重み値を付加する必要があります。例:
label,weight,val_0,val_1,...)。

XGBoost リリース 0.72 の EC2 インスタンスに関する推奨事項
SageMaker 現在、 XGBoost では CPU を使用したトレーニングのみ行うことができます。これは (CPU
バウンドではなく) メモリバウンドアルゴリズムです。したがって、コンピューティング最適化インスタ
ンス (C4 など) よりも汎用コンピューティングインスタンス (M4 など) を選択することを推奨します。さ
らに、トレーニングデータを保持するために、選択したインスタンスに十分なメモリを用意することを推
奨します。メインメモリに収まらないデータについてはディスク容量を使用できますが ( out-of-core 機能
(libsvm 入力モードで利用できる) では、ディスクにキャッシュファイルを書き込むとアルゴリズムの処理
速度が低下します。
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XGBoost リリース 0.72 のサンプルノートブック
最新バージョンの使用方法を示すサンプルノートブックについては、 SageMaker 回帰モデルをトレーニ
ングおよびホストする組み込みアルゴリズムとして、XGBoost、「」を参照してください。Amazonでの
回帰 SageMaker XGBoost アルゴリズム。XGBoost の 0.72 バージョンを使用するには、サンプルコード
のバージョンを 0.72 に変更する必要があります。でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノート
ブックインスタンスを作成してアクセスする方法の詳細については、 SageMaker「」を参照してくださ
い。Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作
成して開いたら、SageMaker例[] タブをクリックすると、すべてのリストが表示されます。 SageMaker サ
ンプル。XGBoost アルゴリズムを使用したトピックモデリングのサンプルノートブックは、[Introduction
to Amazon algorithm (Amazon アルゴリズムの概要)] セクションにあります。ノートブックを開くには、そ
の [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピーを作成)] を選択します。

XGBoost リリース 0.72 のハイパーパラメータ
XGBoost アルゴリズムのハイパーパラメータを以下の表に示します。これらは、データからモデルパラ
メータを推定しやすくするためにユーザが設定するパラメータです。設定の必要がある必須ハイパーパラ
メータは、アルファベット順に最初に一覧表示されています。設定可能なオプションのハイパーパラメー
タは、アルファベット順に次に一覧表示されています。- SageMaker XGBoost アルゴリズムは、オープ
ンソースの XGBoost パッケージの実装です。現在、 SageMaker はバージョン 0.72 をサポートしていま
す。このバージョンの XGBoost のハイパーパラメータ設定の詳細については、「XGBoost パラメータ」
を参照してください。
Parameter Name

説明

num_class

クラスの数。
objective が multi:softmax または multi:softprob に設定されている
場合は必須。
有効な値: 整数

num_round

トレーニングを実行するラウンド数。
[Required] (必須)
有効な値: 整数

alpha

重みに対する L1 正規化項。この値を大きくすると、モデルがより控
えめになります。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 0

base_score

すべてのインスタンスの初期予測スコア、全体的な偏り。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 0.5

booster

使用するブースター。gbtree 値と dart 値はツリー型のモデルを
使用し、gblinear は一次関数を使用します。
オプション
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Parameter Name

説明
有効な値: 文字列。gbtree、gblinear、dart のいずれか 1 つ。
デフォルト値: gbtree

colsample_bylevel

各レベルにおける、各分割の列のサブサンプル率。
オプション
有効な値: FloSS 範囲: [0,1]。
デフォルト値: 1

colsample_bytree

各ツリーを構築する際の列のサブサンプル率。
オプション
有効な値: FloSS 範囲: [0,1]。
デフォルト値: 1

csv_weights

このフラグを有効にすると、XGBoost は、トレーニングデータの 2
列目 (ラベルの後の列) をインスタンスの重みとして使用して、csv
入力のインスタンスの重要性を区別します。
オプション
有効な値: 0 または 1
デフォルト値: 0

early_stopping_rounds

検証スコアに改善が見られなくなるまでモデルのトレーニン
グが行われます。トレーニングを続行するには、少なくとも
early_stopping_rounds ごとに検証エラーが減少する必要があ
ります。 SageMaker ホスティングは推論に最適なモデルを使用しま
す。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: -

eta

過剰適合を防ぐために更新で使用されるステップサイズの縮小。各
ブースティングステップ後、新しい特徴の重みを直接取得できま
す。eta パラメータは実際に特徴の重みを縮小して、ブースティン
グ処理をより控えめにします。
オプション
有効な値: FloSS 範囲: [0,1]。
デフォルト値: 0.3

1935

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

Parameter Name

説明

eval_metric

検証データの検証メトリクス。目標に応じてデフォルトのメトリク
スが割り当てられます。
• rmse: 回帰の場合
• error: 分類の場合
• map: ランク付けの場合
有効な入力のリストについては、XGBoost Parameters (XGBoost パ
ラメータ) を参照してください。
オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: 目標に基づくデフォルト。

gamma

ツリーのリーフノードに追加のパーティションを作成するために必
要な損失低減の最小値。数値が大きいほど、アルゴリズムはより控
えめになります。
オプション
有効な値: FloSS 範囲: [0、∞)。
デフォルト値: 0

grow_policy

ツリーに新しいノードを追加する方法を制御します。現
在、tree_method が hist に設定されている場合にのみサポート
されます。
オプション
有効な値: 文字列。depthwise または lossguide です。
デフォルト値: depthwise

lambda

重みに対する L2 正規化項。この値を大きくすると、モデルがより控
えめになります。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 1

lambda_bias

偏りに対する L2 正規化項。
オプション
有効な値: FloSS 範囲: [0.0、1.0]。
デフォルト値: 0
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Parameter Name

説明

max_bin

連続する特徴をバケットに入れる別個のビンの最大
数。tree_method が hist に設定されている場合にのみ使用され
ます。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 256

max_delta_step

各ツリーの重みの推定に許可されるデルタステップの最大値。正の
整数が使用されている場合、更新はより保守的になります。推奨さ
れるオプションは、ロジスティック回帰での使用です。更新を制御
しやすくするには、1 ～ 10 に設定します。
オプション
有効な値: 整数. 範囲: [0、∞)。
デフォルト値: 0

max_depth

ツリーの最大深度。この値を増やすとモデルがより複雑になり、
過剰適合が発生しやすくなります。0 は無制限を示します。上限は
grow_policy = depth-wise の場合に必須です。
オプション
有効な値: 整数. 範囲: [0、∞)
デフォルト値: 6

max_leaves

追加されるノードの最大数。grow_policy が lossguide に設定
されている場合にのみ関連します。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 0

min_child_weight

子に必要とされるインスタンスの重み (ヘッセ) の合計の最小値。
ツリーのパーティション分割ステップにより、リーフノードのイン
スタンスの重みの合計が min_child_weight を下回る場合、構築
処理は追加のパーティション分割を行わなくなります。線形回帰モ
デルでは、これは単に各ノードに必要とされるインスタンスの最小
数に対応します。アルゴリズムが大きいほど、より控えめになりま
す。
オプション
有効な値: FloSS 範囲: [0、∞)。
デフォルト値: 1

1937

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

Parameter Name

説明

normalize_type

正規化アルゴリズムの種類。
オプション
有効な値: どちらか木または森。
デフォルト値: tree

nthread

xgboost の実行に使用される並列スレッドの数。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: スレッドの最大数。

objective

学習タスクと対応する学習目標を指定します。例:
reg:logistic,reg:softmax,multi:squarederror。 有効な入
力の完全なリストについては、「」を参照してください。XGBoost
パラメータ。
オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: reg:squarederror

one_drop

このフラグを有効にすると、ドロップアウト中に常に 1 つ以上のツ
リーがドロップされます。
オプション
有効な値: 0 または 1
デフォルト値: 0

process_type

実行するブースティング処理の種類。
オプション
有効な値: 文字列。default または update です。
デフォルト値: default

rate_drop

ドロップアウト中にドロップする、前のツリーの割合を指定するド
ロップアウト率。
オプション
有効な値: FloSS 範囲: [0.0、1.0]。
デフォルト値: 0.0
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Parameter Name

説明

refresh_leaf

これは、'更新' アップデータープラグインのパラメータです。true
(1) に設定すると、ツリーのリーフとツリーノードの統計情報が更新
されます。false (0) に設定すると、ツリーノードの統計情報のみが
更新されます。
オプション
有効な値: 0/1
デフォルト値: 1

sample_type

サンプリングアルゴリズムの種類。
オプション
有効な値: uniform または weighted です。
デフォルト値: uniform

scale_pos_weight

正の重みと負の重みの均衡を制御します。不均衡なクラスに
役立ちます。検討する一般的な値 :sum(negative cases) /
sum(positive cases)。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 1

seed

乱数シード。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 0

silent

0 は実行中のメッセージを出力する、1 はサイレントモードを意味し
ます。
有効な値: 0 または 1
オプション
デフォルト値: 0

sketch_eps

近似貪欲アルゴリズムでのみ使用されます。これは、O(1 /
sketch_eps) 個のビンに換算します。ビンの数を直接選択すること
と比較して、これはスケッチの精度により理論的に保証されます。
オプション
有効な値: FloSSSS [0、1]。
デフォルト値: 0.03
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Parameter Name

説明

skip_drop

ブースティングの反復中にドロップアウト手順をスキップする確
率。
オプション
有効な値: FloSS 範囲: [0.0、1.0]。
デフォルト値: 0.0

subsample

トレーニングインスタンスのサブサンプル率。0.5 に設定する
と、XGBoost はツリーの成長にデータインスタンスの半分をランダ
ムに収集します。これにより、過剰適合を防ぎます。
オプション
有効な値: FloSS 範囲: [0,1]。
デフォルト値: 1

tree_method

XGBoost で使用されるツリー構造アルゴリズム。
オプション
有効な値: auto、exact、approx、hist のいずれか。
デフォルト値: auto

tweedie_variance_power

Tweedie 分布の分散を制御するパラメータ。
オプション
有効な値: FloSS 範囲: (1、2)。
デフォルト値: 1.5

updater

ツリーアップデーターが実行される順序を定義するカンマ区切りの
文字列。これにより、モジュール式にツリーを構築および修正でき
ます。
有効な入力の完全なリストについては、XGBoost Parameters
(XGBoost パラメータ) を参照してください。
オプション
有効な値: カンマ区切りの文字列。
デフォルト値: grow_colmaker、prune

XGBoost リリース 0.72 モデルの調整
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのトレーニングと検証でさまざ
まなハイパーパラメータをテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけま
す。次の 3 つのタイプのハイパーパラメータを選択します。
• モデルトレーニング中に最適化する学習 objective 関数
• 検証中にモデルのパフォーマンスを評価するために使用する eval_metric
• モデルの自動調整時に使用する一連のハイパーパラメータとそれぞれの値の範囲
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アルゴリズムが計算する一連の評価メトリクスから評価メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選
択されたハイパーパラメータを検索して、評価メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見
つけます。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

XGBoost リリース 0.72 アルゴリズムで計算されるメトリクス
バージョン 0.72 の XGBoost アルゴリズムは、モデルの検証に次の 9 つのメトリクスを計算します。
モデルを調整するときに、これらのいずれかのメトリクスを選択してモデルを評価します。有効な
eval_metric 値の完全なリストについては、「XGBoost Learning Task Parameters」(XGBoost ラーニン
グタスクのパラメータ) を参照してください。
メトリクス名

説明

最適化の方向

validation:auc

曲線下面積。

最大化

validation:error

#(誤ったケース)/#(すべてのケース) で計算される
二項分類誤り率。

最小化

validation:logloss

負の対数尤度。

最小化

validation:mae

平均絶対誤差。

最小化

validation:map

平均精度の平均。

最大化

validation:merror

#(誤ったケース)/#(すべてのケース) で計算される
複数クラス分類誤り率。

最小化

validation:mlogloss 複数クラス分類の負の対数尤度。

最小化

validation:ndcg

正規化減損累積利得。

最大化

validation:rmse

二乗平均平方根誤差。

最小化

調整可能な XGBoost リリース 0.72 のハイパーパラメータ
以下のハイパーパラメータを使用して XGBoost モデルを調整します。XGBoost のメトリクスに最も影響
を与えるハイパーパラメータは、alpha、min_child_weight、subsample、eta、num_round です。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

alpha

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0、
MaxValue: 1000

colsample_bylevel

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1、
MaxValue: 1

colsample_bytree

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.5、
MaxValue: 1

eta

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1、
MaxValue: 0.5

gamma

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0、
MaxValue: 5
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Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

lambda

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0、
MaxValue: 1000

max_delta_step

IntegerParameterRanges

[0, 10]

max_depth

IntegerParameterRanges

[0, 10]

min_child_weight

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0、
MaxValue: 120

num_round

IntegerParameterRanges

[1, 4000]

subsample

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.5、
MaxValue: 1

組み込み SageMaker テキストデータのアルゴリズム
SageMaker は、自然言語処理、文書の分類または要約、トピックのモデリングまたは分類、言語の文字起
こしまたは翻訳で使用されるテキスト文書の分析用に調整されたアルゴリズムを提供します。
• BlazingText アルゴリズム (p. 1943) - 大規模なデータセットに簡単に拡張できる Word2vec とテキスト
分類アルゴリズムの高度に最適化された実装。これは、多くの下流の自然言語処理 (NLP) タスクに役立
ちます。
• 潜在的ディリクレ配分 (LDA) アルゴリズム (p. 1953) - 一連のドキュメントのトピックを決定するのに適
しているアルゴリズム。これは 教師なしアルゴリズムです。つまり、トレーニング時に回答を含むサン
プルデータを使用しないということです。
• ニューラルトピックモデル (NTM) アルゴリズム (p. 1958) - ニューラルネットワークアプローチを使用
して一連のドキュメントのトピックを決定する別の教師なし手法。
• Object2Vec アルゴリズム (p. 1964)—レコメンデーションシステム、文書分類、文の埋め込みに使用で
きる汎用のニューラル埋め込みアルゴリズム。
• Sequence to Sequence アルゴリズム (p. 1980) - 一般的にニューラル機械翻訳に使用される教師ありア
ルゴリズム。

アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

BlazingText

トレーニン
グ

ファイルま
たはパイプ

テキスト
ファイル (1
行に 1 文、
スペース区
切りのトー
クンを含む)

GPU (単一イ
ンスタンス
のみ) または
CPU

いいえ

LDA

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

ニューラル
トピックモ
デル

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
検証、テス

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

GPU または
CPU

はい
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アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

ト、または
その両方
Object2Vec

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
検証、テス
ト、または
その両方

File

JSON Lines

GPU または
CPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

Seq2Seq モ
デリング

トレーニ
ング、検
証、および
vocab

File

recordIOprotobuf

GPU (単一イ
ンスタンス
のみ)

いいえ

BlazingText アルゴリズム
アマゾン SageMaker BlazingText アルゴリズムは、Word2vec とテキスト分類アルゴリズムの高度に最適
化された実装を提供します。Word2vec アルゴリズムは、感情分析、名前付きエンティティ認識、機械翻
訳など、多くの下流の自然言語処理 (NLP) タスクに役立ちます。テキスト分類は、ウェブ検索、情報検
索、ランク付け、およびドキュメント分類を実行するアプリケーションにとって重要なタスクです。
Word2vec アルゴリズムは、単語を高品質の分散ベクトルにマッピングします。結果として得られる単語
のベクトル表現は、単語埋め込みと呼ばれます。意味的に類似している単語は、互いに接近しているベク
トルに対応します。単語の埋め込みでは、そのような方法で単語間の意味関係をキャプチャします。
多くの自然言語処理 (NLP) アプリケーションは、ドキュメントの大規模なコレクションでトレーニングす
ることによって単語の埋め込みを学習します。これらのトレーニング済みベクトル表現は、セマンティク
スおよび単語の分散に関する情報を提供します。通常、その後限られた量のデータでトレーニングされる
他のモデルの一般化可能性が向上します。Word2vec アルゴリズムのほとんどの実装は、マルチコア CPU
アーキテクチャ向けに最適化されていません。これにより、大規模なデータセットに対するスケーリング
が困難になります。
の使用 BlazingText アルゴリズムを使用すると、大規模なデータセットに簡単に拡張できます。Word2vec
と同様に、スキップグラムと連続を提供します bag-of-words (CBOW) トレーニングアーキテクチャ
BlazingTextの教師付きマルチクラス、マルチラベルテキスト分類アルゴリズムの実装により、fastText テ
キスト分類器が拡張され、カスタムで GPU アクセラレーションが使用されるようになりましたCUDAカー
ネル。マルチコア CPU または GPU を使用すると、数分で 10 億個以上の単語でモデルをトレーニングで
きます。そして、これと同等のパフォーマンスを実現できます state-of-the-art ディープラーニングのテキ
スト分類アルゴリズム
- BlazingText アルゴリズムは並列化できません。トレーニングに関連するパラメータの詳細については、
「」を参照してください。の Docker レジストリパス SageMaker 組み込みアルゴリズム。
- SageMaker BlazingText アルゴリズムには次の機能があります。
• 高度に最適化された CUDA カーネルを使用する、マルチコア CPU または GPU 上の fastText テキスト
分類子あるいは GPU 上の Word2Vec の加速されたトレーニング。詳細については、次を参照してくだ
さい。BlazingText: 複数のGPUを使用したWord2Vecのスケーリングとアクセラレーション。
• 文字 n グラムのベクトル表現を学習することによって、サブワード情報で強化された単語ベクトル。こ
のアプローチにより BlazingText 意味のあるベクトルを生成するには out-of-vocabulary （OOV）単語の
ベクトルを文字Nグラム（サブワード）ベクトルの合計として表します。
• 複数の CPU ノード間でのより高速なトレーニングと分散計算を可能にする Word2Vec アルゴリズムの
batch_skipgram mode。batch_skipgram mode は、Negative Sample Sharing (負のサンプル共有)
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戦略を使用してミニバッチングを行い、レベル 1 の BLAS オペレーションをレベル 3 の BLAS オペレー
ションに変換します。これにより、最新のアーキテクチャーの multiply-add 手順が効率的に活用されま
す。詳細については、Parallelizing Word2Vec in Shared and Distributed Memory (共有および分散メモリ
での Word2Vec の並列処理) を参照してください。
要約すると、次のモードがサポートされています。 BlazingText 異なるタイプのインスタンスでは：
モード

単一の CPU インスタンス

Word2Vec

テキスト分類

(教師なし学習)

(教師あり学習)

cbow

supervised

Skip-gram
Batch Skip-gram
単一の GPU インスタンス (1 つ
以上の GPU を含む)

cbow

複数の CPU インスタンス

Batch Skip-gram

1 つの GPU による supervised

Skip-gram
なし

背後にある数学の詳細については BlazingText、「」を参照してくださいBlazingText: 複数のGPUを使用し
たWord2Vecのスケーリングとアクセラレーション。
トピック
• の入出力インタフェース BlazingTextAlgorithm (p. 1944)
• の EC2 インスタンスの推奨事項 BlazingTextAlgorithm (p. 1947)
• BlazingText サンプルノートブック (p. 1947)
• BlazingText ハイパーパラメータ (p. 1948)
• a を調整する BlazingText Model (p. 1951)

の入出力インタフェース BlazingTextAlgorithm
- BlazingText アルゴリズムは、スペースで区切られたトークンを含む単一の前処理済みテキストファイル
を想定しています。ファイルの各行には単一の文が含まれている必要があります。複数のテキストファイ
ルに対するトレーニングを行う必要がある場合は、それらを 1 つのファイルに連結して、それぞれのチャ
ネルにファイルをアップロードします。

トレーニングと検証のデータ形式
Word2Vec アルゴリズムのトレーニングと検証のデータ形式
Word2Vec トレーニングの場合は、トレーニングチャネルでファイルをアップロードしてください。他の
チャネルはサポートされていません。ファイルには 1 行に 1 つのトレーニング文が含まれている必要があ
ります。

テキスト分類アルゴリズムのトレーニングと検証のデータ形式
教師ありモードの場合は、ファイルモードまたは拡張マニフェストテキスト形式でトレーニングできま
す。

1944

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

ファイルモードでトレーニングする
supervised モードの場合は、トレーニング/検証ファイルに、1 行に 1 つのトレーニング文だけでなく、
ラベルも含まれている必要があります。ラベルは、文字列 __label__ を前に付けた単語です。以下はト
レーニング/検証ファイルの例です。
__label__4 linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype , the
open-source movement has yet to make a huge splash in the desktop market . that may be
about to change , thanks to chipmaking giant intel corp .
__label__2 bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up with
sourav ganguly as the indian skippers return to international cricket was short lived .

Note
文中のラベルの順序は関係ありません。
トレーニングチャネルでトレーニングファイルをアップロードし、必要に応じて検証チャネルで検証ファ
イルをアップロードします。

拡張マニフェストテキスト形式でトレーニングする
教師ありモードは拡張マニフェスト形式もサポートしているため、RecordIO ファイルを作成しなくてもパ
イプモードでトレーニングを実行できます。この形式を使用する一方で、文のリストとそれに対応するラ
ベルを含む S3 マニフェストファイルを生成する必要があります。マニフェストファイル形式は、各行が
1 つのサンプルを表す JSON Lines 形式になっている必要があります。文は source タグを使用して指定
し、ラベルは label タグを使用して指定できます。source タグと label タグの両方を、リクエストで
指定されている AttributeNames パラメータ値の下で指定する必要があります。
{"source":"linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype",
"label":1}
{"source":"bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up with
sourav ganguly", "label":2}

ラベルの JSON 配列を指定することで、マルチラベルのトレーニングもサポートされます。
{"source":"linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype", "label":
[1, 3]}
{"source":"bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up with
sourav ganguly", "label": [2, 4, 5]}

拡張マニフェストファイルの詳細については、拡張マニフェストファイルを使用してトレーニングジョブ
にデータセットメタデータを提供する (p. 2527)を参照してください。

モデルアーティファクトと推論
Word2Vec アルゴリズムのモデルアーティファクト
Word2Vec トレーニングでは、モデルアーティファクトは次のようになります。vectors.txt、これには以下
が含まれます words-to-vectors マッピング、vectors.bin、によって使用されるバイナリ BlazingText ホス
ティング、推論、またはその両方用。vectors.txtGensim や Spacy などの他のツールと互換性のある形式
でベクターを格納します。たとえば、Gensim ユーザーは次のコマンドを実行して vectors.txt ファイルを
ロードできます。
from gensim.models import KeyedVectors
word_vectors = KeyedVectors.load_word2vec_format('vectors.txt', binary=False)
word_vectors.most_similar(positive=['woman', 'king'], negative=['man'])
word_vectors.doesnt_match("breakfast cereal dinner lunch".split())
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評価パラメータが True に設定されている場合は、追加のファイル eval.json が作成されます。このファイ
ルには、WS-353 データセットに対する類似度の評価結果 (スピアマンの順位相関係数を使用) が含まれて
います。WS-353 データセットから、トレーニングコーパスに存在しない単語数が報告されます。
推論リクエストのために、モデルは文字列のリストを含む JSON ファイルを受け取り、ベクトルのリ
ストを返します。単語が語彙内で見つからない場合、推論はゼロのベクトルを返します。サブワード
がに設定されている場合Trueトレーニング中、モデルは次のようなベクトルを生成できます out-ofvocabulary(OOV) 言葉。

JSON リクエスト例
Mime タイプ: application/json
{
"instances": ["word1", "word2", "word3"]
}

テキスト分類アルゴリズムのモデルアーティファクト
教師付きアウトプットを用いたトレーニングでは、model.binで消費できるファイル BlazingText ホスティ
ング。推論には、 BlazingTextモデルは文のリストを含む JSON ファイルを受け取り、対応する予測ラベ
ルと確率スコアのリストを返します。各シーケンスはスペースで区切られたトークン、単語、またはその
両方の文字列であることが想定されます。

JSON リクエスト例
Mime タイプ: application/json
{

"instances": ["the movie was excellent", "i did not like the plot ."]

}

デフォルトでは、サーバーは 1 つの予測、つまり最も高い確率の予測のみを返します。上位 k 個の予測を
取得するには、次のように設定で k を設定します。
{

"instances": ["the movie was excellent", "i did not like the plot ."],
"configuration": {"k": 2}

}

にとって BlazingText、 content-typeそしてacceptパラメータは等しくなければなりません。バッ
チ変換の場合は、どちらも application/jsonlines である必要があります。これらが異なる場
合、Accept フィールドは無視されます。入力の形式は次のとおりです。
content-type: application/jsonlines
{"source": "source_0"}
{"source": "source_1"}
if you need to pass the value of k for top-k, then you can do it in the following way:
{"source": "source_0", "k": 2}
{"source": "source_1", "k": 3}

出力の形式は次のとおりです。
accept: application/jsonlines
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{"prob": [prob_1], "label": ["__label__1"]}
{"prob": [prob_1], "label": ["__label__1"]}
If you have passed the value of k to be more than 1, then response will be in this format:
{"prob": [prob_1, prob_2], "label": ["__label__1", "__label__2"]}
{"prob": [prob_1, prob_2], "label": ["__label__1", "__label__2"]}

監視モード（テキスト分類）モードと教師なしモード（Word2Vec）モードの両方で、バイナリ（*bin
(ン)) プロデュース BlazingText fastText で相互利用することができ、その逆も可能です。によって生成さ
れたバイナリを使用できます BlazingText fastText で。同様に、fastText で作成したモデルバイナリをホス
トするには、 BlazingText。
以下に示しているのは、で生成されたモデルの使用方法の例です。 BlazingText fastText を使うと：

#Download the model artifact from S3
aws s3 cp s3://<YOUR_S3_BUCKET>/<PREFIX>/model.tar.gz model.tar.gz
#Unzip the model archive
tar -xzf model.tar.gz
#Use the model archive with fastText
fasttext predict ./model.bin test.txt

ただし、バイナリは CPU とシングル GPU のトレーニングでのみサポートされ、マルチ GPU のトレーニ
ングではバイナリは生成されません。
データセットの形式とモデルホスティングの詳細については、ノートブックの例を参照してください。に
よるテキスト分類 BlazingText Algorithm,FastText モデル、およびWord2Vec アルゴリズムによるサブワー
ド埋め込みの生成。

の EC2 インスタンスの推奨事項 BlazingTextAlgorithm
にとってcbowそしてskipgramモード、 BlazingText シングル CPU インスタンスとシングル GPU インス
タンスをサポートします。これらのモードは両方とも、subwords 埋め込みの学習をサポートします。精
度を犠牲にすることなく最高速度を達成するには、ml.p3.2xlarge インスタンスを使用することをお勧めし
ます。
にとってbatch_skipgramモード、 BlazingText 単一または複数の CPU インスタン
スをサポートします。複数のインスタンスでトレーニングする場合は、次の値を設定
しますS3DataDistributionTypeフィールドのS3DataSource渡されるオブジェク
トCreateTrainingJobにFullyReplicated。 BlazingTextマシン間でのデータの分散を処理します。
教師ありテキスト分類モードの場合は、トレーニングデータセットが 2 GB 未満のときには、C5 インス
タンスが推奨されます。大規模なデータセットの場合は、単一の GPU のインスタンスを使用してくださ
い。 BlazingText トレーニングと推論のために P2、P3、G4dn、G5 の各インスタンスをサポートします。

BlazingText サンプルノートブック
を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker BlazingText 教師付きバイナリ分類モデルと複数ク
ラス分類モデルのトレーニングと展開を行うアルゴリズム。DBPediaデータセットのブレイジングテキス
ト分類。 SageMaker でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成
してアクセスする手順については、Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)を
参照してください。ノートブックインスタンスを作成して開いたら、SageMaker 例タブですべてのリス
トを表示します SageMaker の例。Blazing Text を使用するトピックモデリングのサンプルノートブック
は、[Introduction to Amazon Algorithms (Amazon アルゴリズムの概要)] セクションにあります。ノート
ブックを開くには、その [使用] タブを選び、次に [コピーを作成] を選択します。
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BlazingText ハイパーパラメータ
CreateTrainingJob リクエストでトレーニングジョブを開始する場合、トレーニングアルゴリズムを
指定します。アルゴリズム固有のハイパーパラメータは、次のように指定することもできます。 stringto-string マップ。のハイパーパラメータ BlazingText アルゴリズムは使用するモードによって異なりま
す。Word2Vec（教師なし）とテキスト分類（監視付き）。

Word2Vec ハイパーパラメータ
次の表に、のハイパーパラメータを示します。 BlazingText Amazonが提供するWord2Vecトレーニングア
ルゴリズム SageMaker。
Parameter Name

説明

mode

Word2vec アーキテクチャは、トレーニングに使用されます。
[Required] (必須)
有効な値: batch_skipgram、skipgram、または cbow

batch_size

mode が batch_skipgram に設定されている場合の各バッチのサイ
ズ。10～20 間の数字に設定します。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 11

buckets

サブワードに使用するハッシュバケットの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 2000000

epochs

トレーニングデータの完全なパスの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5

evaluation

トレーニング済みモデルが以下を使用して評価されるかどう
かWordSimilarity-353 テスト。
オプション
有効な値: (ブール値)TrueまたはFalse
デフォルト値: True

learning_rate

パラメータ更新に使用されるステップサイズ。
オプション
有効な値: 正フロート
デフォルト値: 0.05
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Parameter Name

説明

min_char

サブワード/文字 n グラムに使用する最小文字数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 3

min_count

出現回数が min_count 未満の単語は破棄されます。
オプション
有効な値: 非負整数
デフォルト値: 5

max_char

サブワード/文字 n グラムに使用する最大文字数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 6

negative_samples

Negative Sample Sharing (負のサンプル共有) 戦略の負のサンプル
数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5

sampling_threshold

単語の出現回数のしきい値。トレーニングデータ内でより高い頻度
で出現する単語は、ランダムにダウンサンプリングされます。
オプション
有効な値: 正数。推奨される範囲は (0, 1e-3] です。
デフォルト値: 0.0001

subwords

サブワード埋め込みを学習するかどうか。
オプション
有効な値: (ブール値)TrueまたはFalse
デフォルト値: False

vector_dim

アルゴリズムが学習する単語ベクトルのディメンション。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 100
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Parameter Name

説明

window_size

コンテキストウィンドウのサイズ。コンテキストウィンドウは、ト
レーニングに使用されたターゲット単語を囲む単語の数です。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5

テキスト分類ハイパーパラメータ
次の表に、Amazonによって提供されるテキスト分類トレーニングアルゴリズムのハイパーパラメータを
示します。 SageMaker。

Note
テキスト分類モードと Word2Vec モードのパラメータの一部は共通していますが、コンテキスト
によっては意味が異なる場合があります。
Parameter Name

説明

mode

トレーニングモード。
[Required] (必須)
有効な値: supervised

buckets

単語 n-gram に使用するハッシュバケットの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 2000000

early_stopping

エポックの patience 数を過ぎても検証の正確性が向上しない場合
にトレーニングを中止するかどうか。
オプション
有効な値: (ブール値)TrueまたはFalse
デフォルト値: False

epochs

トレーニングデータの完全なパスの最大数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5

learning_rate

パラメータ更新に使用されるステップサイズ。
オプション
有効な値: 正フロート
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Parameter Name

説明
デフォルト値: 0.05

min_count

出現回数が min_count 未満の単語は破棄されます。
オプション
有効な値: 非負整数
デフォルト値: 5

min_epochs

早期停止ロジックが呼び出される前にトレーニングするエポックの
最小数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5

patience

検証セットで何も進捗がない場合に、早期停止を適用するまでに待
機するエポック数。early_stopping が True である場合にのみ使
用されます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 4

vector_dim

埋め込みレイヤーのディメンション。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 100

word_ngrams

使用する単語 n-gram 機能の数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 2

a を調整する BlazingText Model
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

1951

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

によって計算されたメトリクス BlazingTextAlgorithm
- BlazingText Word2Vec アルゴリズム (skipgram,cbow、およびbatch_skipgrammode) は、トレー
ニング中に単一のメトリックについて報告します。train:mean_rho。 このメトリックの計算基準
はWS-353 単語類似性データセット。Word2Vec アルゴリズムのハイパーパラメータ値を調整するときに
は、このメトリクスを目標として使用してください。
- BlazingText テキスト分類アルゴリズム (supervisedmode) では、トレーニング中の 1 つの指標につい
ても報告します。validation:accuracy。テキスト分類アルゴリズムのハイパーパラメータ値を調整す
るときには、これらのメトリクスを目標として使用してください。
メトリクス名

説明

最適化の方向

train:mean_rho

WS‐353 単語類似度データセットの平均 rho (スピ
アマンの順位相関係数)

最大化

validation:accuracy ユーザー指定の検証データセットの分類精度

最大化

調整可能 BlazingTextハイパーパラメータ
Word2Vec アルゴリズムの調整可能なハイパーパラメータ
Amazonを調整する SageMaker BlazingText 以下のハイパーパラメータを持つ Word2Vec モデ
ル。Word2Vec の目標メトリクスに最も大きな影響を与えるハイパーパラメータは、mode、
learning_rate、window_size、vector_dim、negative_samples です。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲または値

batch_size

IntegerParameterRange

[8-32]

epochs

IntegerParameterRange

[5-15]

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.005、
MaxValue: 0.01

min_count

IntegerParameterRange

[0～100]

mode

CategoricalParameterRange

['batch_skipgram',
'skipgram', 'cbow']

negative_samples

IntegerParameterRange

[5-25]

sampling_threshold

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0001、
MaxValue: 0.001

vector_dim

IntegerParameterRange

[32-300]

window_size

IntegerParameterRange

[1-10]

テキスト分類アルゴリズムの調整可能なハイパーパラメータ
Amazonを調整する SageMaker BlazingText 次のハイパーパラメータを含むテキスト分類モデル。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲または値

buckets

IntegerParameterRange

[1000000-10000000]
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Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲または値

epochs

IntegerParameterRange

[5-15]

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.005、
MaxValue: 0.01

min_count

IntegerParameterRange

[0～100]

vector_dim

IntegerParameterRange

[32-300]

word_ngrams

IntegerParameterRange

[1-3]

潜在的ディリクレ配分 (LDA) アルゴリズム
Amazon SageMaker 潜在的ディリクレ配分 (LDA) アルゴリズムは、一連の観測値を異なるカテゴリの混合
として記述しようとする教師なし学習アルゴリズムです。LDA は、テキストコーパス内のドキュメントに
よって共有されるトピックの、ユーザー指定数を検出するために最もよく使用されます。ここで、各観測
はドキュメントであり、特徴は各単語の存在 (または出現回数) であり、カテゴリはトピックです。このメ
ソッドは管理されていないので、トピックは前もって指定されておらず、人間が自然にドキュメントを分
類する方法とは必ずしも合致しません。トピックは、各ドキュメント内に出現する単語に対する確率分布
として学習されます。各ドキュメントは、順次、トピックの混在として示されます。
類似したトピックが混在する 2 つの異なるドキュメントの正確な内容は同じではありません。しかし全
体的にみると、これらのドキュメントでは、異なるトピックが混在するドキュメントと比較した場合よ
りも頻繁に単語の共有サブセットを使用されることが予期されます。これにより、LDA はこれらの単語
グループを検出し、トピックを形成することができます。非常に単純な例として、食べる、寝る、遊ぶ、
ニャー、吠えるという単語のみが出現するドキュメントのセットの場合、LDA によって生成される可能性
のあるトピックは、次のようになります。
トピック

食べる

寝る

遊ぶ

ニャー

吠える

トピック 1

0.1

0.3

0.2

0.4

0.0

トピック 2

0.2

0.1

0.4

0.0

0.3

トピック 1 に分類される可能性が高いドキュメントは猫 (ニャーと寝る) に関するもの、トピック 2 に分類
されるドキュメントは犬 (遊ぶと吠える) に関するものであると推測できます。これらのトピックは、犬と
猫という言葉がいずれのテキストに全く出現しない場合でも見つかることがあります。
トピック
• 潜在的ディリクレ配分 (LDA) とニューラルトピックモデル (NTM) のいずれかを選択する (p. 1953)
• LDA アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 1954)
• LDA アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 1954)
•
•
•
•

LDA サンプルノートブック (p. 1954)
LDA の仕組み (p. 1955)
LDA ハイパーパラメータ (p. 1956)
LDA モデルを調整する (p. 1957)

潜在的ディリクレ配分 (LDA) とニューラルトピックモデル (NTM) のいずれかを選択する
トピックモデルは、一般的に (1) 意味論的意味を一貫してカプセル化し、(2) ドキュメントを効果的に説明
するコーパスからトピックを生成するために使用されます。そのため、トピックモデルは Perplexity を最
小限に抑え、トピックコヒーレンスを最大化することを目的としています。
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Perplexity は、テストデータ内で単語ごとの幾何平均の尤度の逆数を測定する固有言語モデリング評価メ
トリクスです。Perplexity スコアが低いほど、一般化パフォーマンスが向上します。研究により、単語ご
とに計算される尤度は人間による判断と一致しないことが多く、完全に相関しない可能性があるため、ト
ピックコヒーレンスが導入されています。モデルから推測される各トピックは単語で構成され、トピック
コヒーレンスはモデルからその特定のトピックの上位 N 語に対して計算されます。これは多くの場合、そ
のトピック内の単語のペアワイズ単語の類似性スコア (点相互情報 (PMI) など) の平均値または中央値とし
て定義されます。有望なモデルは、解釈しやすいトピック (トピックコヒーレンススコアが高いトピック)
を生成します。
目的は、Perplexity を最小化してトピックコヒーレンスを最大化するトピックモデルをトレーニングする
ことですが、多くの場合、LDA と NTM 両方にトレードオフがあります。最近の研究 (Amazon, Dinget et
al., 2018) により、NTM は高いトピックコヒーレンスの達成に対して有望ですが、崩れたギブスサンプリ
ングでトレーニングされた LDA の Perplexity はより良好であることが示されています。Perplexity とト
ピックコヒーレンスの間にはトレードオフがあります。ハードウェアと計算能力に関する実用性の観点か
ら、NTM は CPU と GPU 上で動作し、複数の GPU インスタンス間で並列化できるのに対して、LDA は
単一インスタンスの CPU トレーニングのみをサポートしているため、SageMaker NTM ハードウェアは
LDA よりも柔軟性があり、拡張性に優れています。
トピック
• LDA アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 1954)
• LDA アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 1954)
• LDA サンプルノートブック (p. 1954)
• LDA の仕組み (p. 1955)
• LDA ハイパーパラメータ (p. 1956)
• LDA モデルを調整する (p. 1957)

LDA アルゴリズムの入出力インターフェイス
LDA はトレーニングチャネルにデータが提供されることを期待しており、最終的なモデルで採点された
テストチャネルをオプションでサポートしています。LDA は、recordIO-wrapped-protobuf (密およ
び疎) および CSV ファイル形式の両方をサポートしています。CSV の場合、データは密で、その次元はレ
コードの次元数 * 語彙のサイズと等しくなければなりません。recordIO でラップされた protobuf を使用す
る場合、LDA はファイルモードまたはパイプモードでトレーニングできますが、CSV 形式のファイルモー
ドでのみトレーニングできます。
text/csv、application/json、および application/x-recordio-protobuf コンテンツ
タイプが、推論のためにサポートされています。application/json および application/xrecordio-protobuf に疎データを渡すこともできます。LDA の推論は、application/json または
application/x-recordio-protobuf 予測を返し、これには、各観測の topic_mixture ベクトルが
含まれます。
トレーニングと推論形式の詳細については、LDA サンプルノートブック (p. 1954)を参照してください。

LDA アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
LDA は現在、単一インスタンスの CPU トレーニングのみをサポートしています。ホスティング/推論には
CPU インスタンスをお勧めします。

LDA サンプルノートブック
SageMaker 潜在的ディリクレ配分アルゴリズムをデータセットでトレーニングし、トレーニングされた
モデルをデプロイして入力ドキュメント内のトピックの混在についての推論を実行する方法を示すサンプ
ルノートブックについては、「SageMaker LDA の概要」を参照してください。SageMaker でサンプルを
実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法の詳細につい
ては、「Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)」を参照してください。ノー
トブックインスタンスを作成して開いたら、[SageMaker Examples] (SageMaker サンプル) タブを選択し
て、すべての SageMaker サンプルのリストを表示します。NTM アルゴリズムを使用したトピックモデリ
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ングのサンプルノートブックは、[Introduction to Amazon algorithm (Amazon アルゴリズムの概要)] セク
ションにあります。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピー
を作成)] を選択します。

LDA の仕組み
Amazon SageMaker LDA は、一連の観測を異なるのカテゴリの混在として記述しようとする、教師なし
学習アルゴリズムです。これらのカテゴリは、それ自体が特徴に対する確率分布です。LDA はジェネレー
ティブ確率モデルです。つまり、潜在変数に基づく出力と入力の分布のモデルを提供しようとします。こ
れは、入力が出力にマップされる方法を学習しようとする判別モデルとは対照的です。
LDA を使用すると、製品購入に基づく顧客のクラスタリングから音楽の自動調和解析まで、さまざまなタ
スクを実行できます。ただし、最も関連しているのは、テキストコーパスのトピックモデリングです。観
測はドキュメントと呼ばれます。この特徴セットは語彙と呼ばれます。特徴は単語と呼ばれます。また、
結果のカテゴリはトピックと呼ばれます。

Note
レンマ化によりアルゴリズムの性能と精度が大幅に向上します。入力テキストデータの前処理を
検討してください。
LDA モデルは、2 つのパラメータで定義されます。
• α — トピックの確率についての事前の推定 (つまり、特定のドキュメント内の各トピックが発生する平
均頻度)。
• β — 各トピックに、「トピック語分布」とも呼ばれるドキュメントコーパスで使用される語彙に対する
確率分布が与えられる k 個のトピックの集合。
LDA は「bag-of-words (単語の袋)」モデルであり、単語の順序は重要ではありません。LDA は生成混合モ
デルであるため、トピックの混在 θ 〜 ディリクレ (α) を選択して、各ドキュメントが単語ごとに生成され
ます。
ドキュメント内の各単語の場合。
• トピック z ∼ 多項式 (θ) を選択します。
• 対応するトピック語分布 β_z を選択します。
• 単語 w 〜 多項式 (β_z) を描きます。
モデルを訓練するときの目標は、モデルによってテキストコーパスが生成される確率を最大化するパラ
メータ α および β を見つけることです。
LDA モデルを推定する最も一般的な方法では、ギブスサンプリング法または期待値最大化法 (EM) を使用
します。Amazon SageMaker LDA はテンソルスペクトル分解を使用します。これにはいくつかの利点があ
ります。
• 結果に対する理論上の保証。標準的な EM 法は、しばしば品質が悪い局所最適解にのみ収束することが
保証されています。
• 大量の並列化が可能。作業は、トレーニングと推論の両方で、入力ドキュメントに普通に分割すること
ができます。EM メソッドとギブスサンプリングメソッドを並列化することはできますが、容易ではあ
りません。
• 高速。EM メソッドは反復コストは低いものの、収束率が低下する傾向があります。ギブスサンプリン
グもまた、収束率が低く、多数のサンプルを必要とします。
テンソル分解方法は、高レベルでこのプロセスに従います。
1. 目標は、コーパス内のドキュメントのモーメントを要約する V x V x V テンソルのスペクトル分解を計
算することです。V は語彙サイズ (つまり、すべてのドキュメントの個別の単語数) です。このテンソル
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のスペクトルコンポーネントは、ドキュメントコーパスの全体的な可能性を最大にする LDA パラメー
タ α および β です。ただし、語彙サイズが大きくなる傾向があるので、この V x V x V テンソルは、メ
モリに格納するのが非常に困難です。
2. 代わりに、ステップ 1 のテンソルの 2 次元アナログである V x V モーメントマトリックスを使用し
て、V x k 次元の白色化マトリックスを見つけることができます。このマトリックスは、V x V モーメン
トマトリックスを k x k 単位行列に変換するために使用できます。k はモデル内のトピック数です。
3. この同じ白色化マトリックスを使用して、より小さい k x k x k テンソルを見つけることができます。ス
ペクトル分解されるとき、このテンソルには、V x V x V テンソルのコンポーネントと単純な関係のある
コンポーネントがあります。
4. 交互最小二乗法は、より小さい k x k x k テンソルを分解するために使用されます。これにより、メモリ
消費量と速度を大幅に改善されます。パラメータ α および β は、スペクトル分解のこれらの出力を「非
白色化」することによって見つかります。
LDA モデルのパラメータが見つかったら、各ドキュメントのトピックの混在を見つけることができます。
確率的勾配降下を使用して、これらのデータに対応する指定されたトピックの混在を観測する尤度関数を
最大化します。
トピックの品質を向上させるには、トレーニングで探すトピックの数を増やし、品質の低いものを除外し
ます。これは実際に SageMaker LDA で自動的に行われます。25% 多くのトピックが計算され、関連す
るディリクレの最大の関連トピックが返されます。トピックのフィルタリングと分析をさらに実行するに
は、トピック数を増やして、結果の LDA モデルを次のように変更します。
>
>
>
>
>

import mxnet as mx
alpha, beta = mx.ndarray.load(‘model.tar.gz’)
# modify alpha and beta
mx.nd.save(‘new_model.tar.gz’, [new_alpha, new_beta])
# upload to S3 and create new SageMaker model using the console

LDA のアルゴリズムと SageMaker 実装の詳細については、以下を参照してください。
• Animashree Anandkumar、Rong Ge、Daniel Hsu、Sham M Kakade、および Matus Telgarsky。Tensor
Decompositions for Learning Latent Variable Models、Journal of Machine Learning Research、15:2773–
2832、2014 年。
• David M Blei、Andrew Y Ng、および Michael I Jordan。潜在的ディリクレ配分。Journal of Machine
Learning Research、3(Jan):993–1022、2003 年。
• Thomas L Griffiths および Mark Steyvers。Finding Scientific Topics。Proceedings of the National
Academy of Sciences、101(suppl 1):5228–5235、2004 年。
• Tamara G Kolda および Brett W Bader。Tensor Decompositions and Applications。SIAM
Review、51(3):455–500、2009 年。

LDA ハイパーパラメータ
CreateTrainingJob リクエストで、トレーニングアルゴリズムを指定します。また、アルゴリズ
ム固有のハイパーパラメータを文字列から文字列へのマップとして指定することもできます。次の表
に、Amazon SageMaker によって提供される LDA トレーニングアルゴリズムのハイパーパラメータを示
します。詳細については、「LDA の仕組み (p. 1955)」を参照してください。
パラメータ名

説明

num_topics

データ内で見つける LDA のトピックの数。
必須
有効な値: 正の整数
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パラメータ名

説明

feature_dim

入力ドキュメントコーパスの語彙のサイズ。
必須
有効な値: 正の整数

mini_batch_size

入力ドキュメントコーパス内のドキュメントの合計数。
必須
有効な値: 正の整数

alpha0

集中パラメータの最初の推測: 前のディリクレの要素の合計。小さ
な値ではスパーストピック混在を生成する可能性が高く、大きな値
(1.0 以上) はより均一な混合物を生成します。
オプション
有効な値: 正のfloat
デフォルト値: 1.0

max_restarts

アルゴリズムの交互最小二乗法 (ALS) スペクトル分解フェーズで
実行する再起動の回数。追加の計算を犠牲にして、より良い品質の
ローカル最小値を見つけるために使用できますが、通常は調整しな
いでください。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 10

max_iterations

アルゴリズムの ALS フェーズで実行する反復の最大回数。追加の計
算を犠牲にして、より良い品質の最小値を見つけるために使用でき
ますが、通常は調整しないでください。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 1000

tol

アルゴリズムの ALS フェーズの目標のエラー許容値。追加の計算を
犠牲にして、より良い品質の最小値を見つけるために使用できます
が、通常は調整しないでください。
オプション
有効な値: 正のfloat
デフォルト値: 1e-8

LDA モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
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スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
LDA は、一連の観測 (ドキュメント) を異なるのカテゴリ (トピック) の混在として記述しようとする、親
なしトピックモデリングアルゴリズムです。「単語ごとの対数尤度」 (PWLL) メトリクスは、学習したト
ピックのセット (LDA モデル) がテストドキュメントデータセットを正確に記述している可能性を測定しま
す。PWLL の値が大きいほど、テストデータが LDA モデルによって記述される可能性が高いことを示しま
す。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

LDA アルゴリズムによって計算されたメトリクス
LDA アルゴリズムは、トレーニング中に単一のメトリクスについてレポートします。test:pwll。 モデ
ルを調整するときに、このメトリクスを目標メトリクスとして選択します。
メトリクス名

説明

最適化の方向

test:pwll

テストデータセットの単語ごとの対数尤度。テス
トデータセットが学習済み LDA モデルによって正
確に記述されている可能性。

最大化

調整可能な LDA ハイパーパラメータ
LDA アルゴリズムの以下のハイパーパラメータを調整できます。ハイパーパラメータ alpha0 と
num_topics はどちらも、LDA 目標メトリクス (test:pwll) に影響を与える可能性があります。単語ご
との対数尤度を最大化し、正確な LDA モデルを生成する、これらのハイパーパラメータの最適値がまだわ
からない場合は、自動モデル調整で見つけることができます。
パラメータ名

パラメータータイプ

推奨範囲

alpha0

ContinuousParameterRanges

MinValue:
0.1、MaxValue: 10

num_topics

IntegerParameterRanges

MinValue:
1、MaxValue: 150

ニューラルトピックモデル (NTM) アルゴリズム
アマゾン SageMaker NTM は教師なし学習アルゴリズムで、ドキュメントのコーパスをトピック統計的
分布に基づく単語のグループが含まれています。たとえば、「自転車」、「車」、「電車」、「走行距
離」、「スピード」などの単語が頻繁に含まれるドキュメントは、「交通」に関するトピックを共有する
可能性があります。トピックモデリングを使用すると、検出されたトピックに基づいてドキュメントを分
類または要約したり、トピックの類似性に基づいて情報を検索したりコンテンツを推奨したりすることが
できます。NTM が学習したドキュメントのトピックは、コーパス内で観察された単語分布から推測される
ため、潜在的な表現として特徴付けられます。トピックの意味は通常、トピックに含まれる上位の単語を
調べることによって推測されます。メソッドは教師なしであるため、トピック自体ではなく、トピックの
数のみが事前に指定されます。さらに、トピックが人によるドキュメントの自然な分類方法と一致するこ
とは保証されません。
トピックモデリングは、大量のドキュメントコーパスのコンテンツを、学習したトピックの形で視覚化す
る方法を提供します。各トピックに関連するドキュメントは、ソフトトピックラベルに基づいてインデッ
クス付けまたは検索される場合があります。また、そのトピックスペース内で類似のドキュメントを見つ
けるために、ドキュメントの潜在表現が使用される場合もあります。トピックモデルが学習するドキュメ
ントの潜在表現を、別の教師ありアルゴリズム (文書分類器など) の入力として使用することもできます。
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ドキュメントの潜在表現には基盤となるドキュメントの意味をキャプチャすることが期待されているた
め、これらの表現の一部をベースとするアルゴリズムは、語彙特徴単独をベースとするアルゴリズムより
も優れたパフォーマンスを発揮することが期待されます。
アマゾンは両方使えますが SageMaker トピックモデリング用のNTM アルゴリズムと LDA アルゴリズム
は、別個のアルゴリズムであり、同じ入力データに対して別の結果が生成されることが期待されます。
NTM 背後で行われる計算の詳細については、Neural Variational Inference for Text Processing (テキスト処
理のためのニューラル変分推論) を参照してください。
トピック
• NTM アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 1959)
• NTM アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 1960)
• NTM サンプルノートブック (p. 1960)
• NTM のハイパーパラメータ (p. 1960)
• NTM モデルを調整する (p. 1962)
• NTM のレスポンス形式 (p. 1963)

NTM アルゴリズムの入出力インターフェイス
アマゾン SageMaker ニューラルトピックモデルは、トレーニング、検証、テスト、補助の 4 つの
データチャネルに対応しています。検証、テスト、および補助のデータチャネルは省略可能です。こ
れらのオプションチャネルを指定する場合は、その S3DataDistributionType パラメータの値を
FullyReplicated に設定します。検証データを提供した場合、このデータの損失は全エポックでログに
記録され、検証の損失が改善していないと検出されるとすぐにモデルのトレーニングが停止します。検証
データを提供しない場合、トレーニングデータに基づいてアルゴリズムが早期に停止しますが、より効率
が下がる場合があります。テストデータを提供した場合、アルゴリズムは最終的なモデルからテストの損
失を報告します。
NTM のトレーニング、検証、およびテストデータチャネルは、recordIO-wrapped-protobuf (高密
度形式と疎形式) および CSV ファイル形式の両方をサポートします。CSV 形式の場合、各行は対応するド
キュメントに存在しない単語に対してゼロカウントで高密度形式で表現する必要があり、その次元は (レ
コード数) * (語彙のサイズ) と等しくなければなりません。ファイルモードまたはパイプモードを使用す
ると、recordIO-wrapped-protobuf または CSV の形式のデータについてモデルをトレーニングでき
ます。補助チャネルは、語彙を含むテキストファイルを提供するために使用されます。語彙ファイルを提
供することによって、ユーザーは自分の整数 ID の代わりに、ログに出力された各トピックの上位の単語
を確認できます。語彙ファイルが提供されると、NTM は単語埋め込みトピックコヒーレンス (WETC) ス
コアを計算することができます。これはログに表示される新しいメトリクスであり、各トピックの上位の
単語間の類似性を効果的にキャプチャします。補助チャネルの ContentType は text/plain であり、
各行には、データに指定されている整数 ID に対応する順序で単一の単語が含まれます。語彙ファイルは
vocab.txt という名前でなければならず、現在は UTF-8 エンコーディングのみがサポートされていま
す。
推論については、text/csv、application/json、application/jsonlines、および
application/x-recordio-protobuf コンテンツタイプがサポートされています。application/
json および application/x-recordio-protobuf に疎データを渡すこともできます。NTM の推論
は、application/json または application/x-recordio-protobuf 予測を返し、これには、各観
測の topic_weights ベクトルが含まれます。
補助チャネルと WETC スコアの使用法の詳細については、ブログ投稿とそれに関連するノートブックを参
照してください。WETC スコアの計算方法の詳細については、Coherence-Aware Neural Topic Modeling
(コヒーレンス認識ニューラルトピックモデリング) を参照してください。Amazonには、このpaper で説明
しているペアワイズ WETC を使用しました SageMakerニューラルトピックモデル。
入出力ファイル形式の詳細については、NTM のレスポンス形式 (p. 1963) (推論の場合) およびNTM サン
プルノートブック (p. 1960)を参照してください。
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NTM アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
NTM のトレーニングは、GPU と CPU のインスタンスタイプの両方に対応しています。GPU インスタ
ンスをお勧めしますが、特定のワークロードについては CPU インスタンスのほうがトレーニングコスト
の削減につながる場合があります。推論については、CPU インスタンスで十分であるはずです。NTM ト
レーニングは、トレーニングと推論用に P2、P3、G4Dn、G5 GPU インスタンスファミリーをサポートし
ています。

NTM サンプルノートブック
を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker トピック分布が既知である合成データソースからド
キュメント内のトピックを発見するNTM アルゴリズム。NTM の基本機能の紹介。でサンプルを実行す
るために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法の詳細については
SageMaker「」を参照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)。
ノートブックインスタンスを作成して開いたら、SageMaker 例タブをクリックして、すべてのリストを表
示します SageMaker サンプル。NTM アルゴリズムを使用したトピックモデリングのサンプルノートブッ
クは、[Introduction to Amazon algorithm (Amazon アルゴリズムの概要)] セクションにあります。ノート
ブックを開くには、その [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピーを作成)] を選択します。

NTM のハイパーパラメータ
Parameter Name

説明

feature_dim

データセットの語彙サイズ。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数 (Minof Basic: 1,000,000)

num_topics

必要なトピックの数。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数 (最小:2、最大:1000)

batch_norm

トレーニング中にバッチの正規化を使用するかどうか。
オプション
有効な値: true または false
デフォルト値: false

clip_gradient

各勾配コンポーネントの大きさの最大値。
オプション
有効な値: フロート (最小:1e-3)
デフォルト値: インフィニティ

encoder_layers

エンコーダー内のレイヤーの数と、各レイヤーの出力サイズ。auto
に設定すると、アルゴリズムは 3 x num_topics のサイズと 2 x
num_topics のサイズのレイヤーをそれぞれ使用します。
オプション
有効な値: 正の整数のカンマ区切りリストauto
デフォルト値: auto
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Parameter Name

説明

encoder_layers_activation エンコーダーレイヤーで使用するアクティベーション関数。
オプション
有効な値:
• sigmoid: シグモイド関数
• tanh: 双曲線正接
• relu: 整流線形ユニット
デフォルト値: sigmoid
epochs

トレーニングデータへのパスの最大数。
オプション
有効な値: 正の整数 (最小:1)
デフォルト値: 50

learning_rate

オプティマイザの学習レート。
オプション
有効な値: フロート (最小:1e-6、最大:1.0)
デフォルト値: 0.001

mini_batch_size

各ミニバッチ内の例の数。
オプション
有効な値: 正の整数 (最小:1、最大:10000)
デフォルト値: 256

num_patience_epochs

早期停止条件が評価される後続のエポック数。損失関数の変化
が最後のエポック数 num_patience_epochs 以内に指定された
tolerance を下回ると、早期停止がトリガーされます。早期停止を
無効にするには、num_patience_epochs を epochs より大きい
値にします。
オプション
有効な値: 正の整数 (最小:1)
デフォルト値: 3
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Parameter Name

説明

optimizer

トレーニングに使用するオプティマイザ。
オプション
有効な値:
• sgd: 確率的勾配降下法
• adam: アダプティブモーメンタム推定
• adagrad: 適応勾配アルゴリズム
• adadelta: 適応学習レートアルゴリズム
• rmsprop: 二乗平均平方根の伝搬
デフォルト値: adadelta

rescale_gradient

勾配の再スケール係数。
オプション
有効な値: 浮動小数点 (最小: 1e-3、最大: 1.0)
デフォルト値: 1.0

sub_sample

トレーニングのためにエポックごとにサンプリングするトレーニン
グデータの割合。
オプション
有効な値: フロート (最小:0.0、最大:1.0)
デフォルト値: 1.0

tolerance

損失関数の最大相対変化。損失関数の変化が最後のエポック数
num_patience_epochs 以内にこの値を下回ると、早期停止がトリ
ガーされます。
オプション
有効な値: フロート (最小:1e-6、最大:0.1)
デフォルト値: 0.001

weight_decay

重み減衰係数。L2 正規化を追加します。
オプション
有効な値: フロート (最小:0.0、最大:1.0)
デフォルト値: 0.0

NTM モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
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アマゾン SageMaker NTM は教師なし学習アルゴリズムで、ドキュメントのコーパスなど、大量の離散
データのコレクションの潜在表現を学習します。潜在表現は、直接測定されていない推定変数を使用し
て、データセット内の観測値をモデル化します。NTM での自動モデル調整は、トレーニングまたは検証
データの損失を最小限に抑えるモデルを見つけるのに役立ちます。トレーニング損失は、モデルがトレー
ニングデータにどの程度適合しているかを測定します。検証損失は、トレーニングされていないデータ
にどの程度モデルを一般化できるかを測定します。トレーニング損失が少ないということは、モデルがト
レーニングデータに適していることを示します。検証の損失が少ないということは、モデルがトレーニン
グデータに過剰適合していないことを示しているため、モデルが正しくトレーニングされていないドキュ
メントをモデル化できます。通常望ましいのは、両方の損失を小さくすることです。ただし、トレーニン
グ損失を最小限に抑えると、過剰適合が発生し、検証損失が増加する可能性があります。これにより、モ
デルの一般性が低下します。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

NTM アルゴリズムによって計算されたメトリクス
NTM アルゴリズムは、トレーニング中に計算された 1 つの指標を報告しま
す。validation:total_loss。 総損失は、復興損失とカルバック・ライブラーダイバージェンスの合
計です。ハイパーパラメータ値を調整するときには、このメトリクスを目標として選択します。
メトリクス名

説明

最適化の方向

検証セットの総損失
validation:total_loss

最小化

調整可能な NTM ハイパーパラメータ
NTM アルゴリズムの以下のハイパーパラメータを調整できます。通常、mini_batch_size を低く設定
し、learning_rate 値を小さくすると、検証損失が少なくなりますが、トレーニングに時間がかかる可
能性があります。検証損失が低い場合、必ずしも人間がより解釈しやすいトピックが生成されるわけでは
ありません。トレーニングおよび検証の喪失に対する他のハイパーパラメータの影響は、データセットに
よって異なる可能性があります。互換性のある値を確認するには、NTM のハイパーパラメータ (p. 1960)
を参照してください。
Parameter Name

パラメータタイプ

CategoricalParameterRanges
encoder_layers_activation

推奨範囲
['sigmoid', 'tanh', 'relu']

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-4
MaxValue: 0.1

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 16、
MaxValue2048

optimizer

CategoricalParameterRanges

['sgd', 'adam', 'adadelta']

rescale_gradient

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.1
MaxValue: 1.0

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0、
MaxValue: 1.0

NTM のレスポンス形式
Amazon SageMaker 組み込みアルゴリズムは、「」で説明している一般的な入力推論形式に従います一般
的なデータ形式-推論。このトピックには、 SageMaker NTM アルゴリズム

1963

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

JSON レスポンスの形式
{

}

"predictions":
[
{"topic_weights": [0.02, 0.1, 0,...]},
{"topic_weights": [0.25, 0.067, 0,...]}
]

JSONLINES レスポンスの形式
{"topic_weights": [0.02, 0.1, 0,...]}
{"topic_weights": [0.25, 0.067, 0,...]}

RECORDIO レスポンスの形式
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'topic_weights': {
keys: [],
values: [0.25, 0.067, 0, ...]
}
}
},
Record = {
features = {},
label = {
'topic_weights': {
keys: [],
values: [0.25, 0.067, 0, ...]
}
}
}

# float32

# float32

Object2Vec アルゴリズム
アマゾン SageMaker Object2Vec は高度にカスタマイズ可能な汎用のニューラル埋め込みアルゴリズムで
す。このアルゴリズムは、高次元オブジェクトの低次元高密度埋め込みを学習できます。埋め込みは、元
の空間内のオブジェクトのペア間の関係の意味が、埋め込み空間内に保持されるように学習されます。た
とえば、学習した埋め込みを使用して、オブジェクトの最近傍を効率的に計算したり、関連オブジェクト
の自然なクラスターを低次元空間で視覚化したりすることができます。分類や回帰など、下流の監視タス
クで対応するオブジェクトの機能として埋め込みを使用することもできます。
Object2Vec は、単語用のよく知られた埋め込み技術である Word2Vec を一般化したものです。
SageMaker BlazingText アルゴリズム (p. 1943)。Object2Vec を実用的なユースケースに適用す
る方法について説明しているブログ記事については、以下を参照してください。Amazon の紹介
SageMakerObject2Vec。
トピック
• Object2Vec アルゴリズムの I/O インターフェイス (p. 1965)
• Object2Vec アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 1966)
• Object2Vec サンプルノートブック (p. 1966)
• Object2Vec の仕組み (p. 1966)
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• Object2Vec ハイパーパラメータ (p. 1968)
• Object2Vec モデルを調整する (p. 1975)
• Object2Vec トレーニングのデータ形式 (p. 1977)
• Object2Vec 推論のデータ形式 (p. 1978)
• Object2Vec のエンコーダー埋め込み (p. 1979)

Object2Vec アルゴリズムの I/O インターフェイス
Object2Vec は、多数の入力データタイプで使用できます。以下に例を示します。
入力データ型

例

センテンスとセンテンスのペア

「複数の男性がプレイしているサッカーの試合」。および「何人か
の男性はスポーツをしている」。

ラベルとシーケンスのペア

映画「タイタニック」のジャンルタグ (例:「ラブロマンス」や「ド
ラマ」) とその簡単な説明: 「ジェームズキャメロンのタイタニッ
ク」は、豪華客船タイタニックの悲劇的初航海を描いた壮大なアク
ション満載のラブロマンス映画です。上流階級の彼女が乗っていた
この豪華客船は、1912 年 4 月 15 日の早朝に北大西洋の氷山に接触
して沈没し、最終的に 1,500 名を超える犠牲者がでました。」

顧客と顧客のペア

Jane の顧客 ID と Jackie の顧客 ID。

製品と製品のペア

フットボールの製品 ID とバスケットボールの製品 ID。

商品レビューユーザーと商品の
ペア

ユーザーの ID とそのユーザーが購入した商品 (林檎、梨、オレンジ
など)。

入力データをサポートされている形式に変換するには、それを前処理する必要があります。現
在、Object2Vec は基本的に次の 2 つの入力タイプをサポートしています。
• 個別のトークン。単一の integer-id のリストとして表されます。例: [10]。
• 離散トークンのシーケンス。integer-ids のリストとして表されます。例: [0,12,10,13]。
各ペアのオブジェクトは非対称にすることができます。たとえば、ペアには (トークン、シーケンス)、
(トークン、トークン) ペア、(シーケンス、シーケンス) があります。トークン入力の場合、アルゴリズム
は単純な埋め込みを互換性のあるエンコーダーとしてサポートします。トークンベクトルのシーケンスの
場合、アルゴリズムはエンコーダーとして以下をサポートします。
• 平均プール埋め込み
• 階層型畳み込みニューラルネットワーク (CNN)
• 多層双方向長短期記憶 (BiLSTM)
各ペアの入力ラベルは、次のいずれかになります。
• ペアのオブジェクト間の関係を表すカテゴリ別ラベル
• 2 つのオブジェクト間の類似性の強度を表すスコア
分類に使用されるカテゴリ別ラベルの場合、アルゴリズムは交差エントロピー損失関数をサポートしま
す。回帰で使用される評価/スコアベースのラベルの場合、アルゴリズムは平均二乗誤差 (MSE) 損失関数
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をサポートします。モデルトレーニングジョブを作成するときに、ハイパーパラメータ output_layer
を使用して、これらの損失関数を指定します。

Object2Vec アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
使用する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのタイプは、トレーニングまたは推
論を実行しているかによって異なります。
Object2Vec アルゴリズムを使用して CPU 上でモデルをトレーニングする場合は、ml.m5.2xlarge イン
スタンスから始めます。GPU のトレーニングでは、ml.p2.xlarge インスタンスから始めます。このイン
スタンスでのトレーニングに時間がかかりすぎる場合は、より大きなインスタンスを使用できます。現
在、Object2Vec アルゴリズムは 1 台のマシンでのみトレーニングできます。ただし、複数の GPU をサ
ポートします。Object2Vec は、トレーニングと推論用の P2、P3、G4Dn、および G5 GPU インスタンス
ファミリーをサポートしています。
ディープニューラルネットワークを持つ、トレーニングされた Object2Vec モデルでの推論に
は、ml.p3.2xlarge GPU インスタンスを使用することをお勧めします。GPU メモリ不足のた
め、INFERENCE_PREFERRED_MODE 環境変数を指定して the section called “GPU 最適化: 分類または回
帰” (p. 1978) または the section called “GPU 最適化: エンコーダ埋め込み” (p. 1979) 推論ネットワークが
GPU にロードされるかどうかを最適化することができます。

Object2Vec サンプルノートブック
• Object2Vec を使用してセンテンスを固定長の埋め込みにエンコードする
• Object2Vec を使用してドキュメントの埋め込みを学習する

Note
ノートブックをノートブックインスタンスで実行する場合は、「サンプルノートブッ
ク (p. 208)」を参照してください。Studio でノートブックを実行する場合は、「Amazon を作成
する、または開く SageMaker Studio ノートブック (p. 110)」を参照してください。

Object2Vec の仕組み
アマゾンをご利用の場合 SageMaker Object2Vec アルゴリズムでは、データの処理、推論の生成を行う標
準ワークフローに従ってください。
トピック
• ステップ 1: データを処理する (p. 1966)
• ステップ 2: モデルをトレーニングします (p. 1966)
• ステップ 3: 推論を生成する (p. 1967)

ステップ 1: データを処理する
前処理中に、データを「Object2Vec トレーニングのデータ形式 (p. 1977)」で指定した JSON Lines テキ
ストファイル形式に変換します。トレーニング中に最高の精度を得られるように、データをモデルに入
れる前にランダムにシャッフルします。ランダム配列をどのように生成するかは、言語によって異なりま
す。Python の場合は np.random.shuffle、Unix の場合は shuf を使用します。

ステップ 2: モデルをトレーニングします
- SageMaker Object2Vec アルゴリズムには、次の主なコンポーネントがあります。
• 2 つの入力チャネル - 入力チャネルは、同じタイプまたは異なるタイプのオブジェクトのペアを入力と
して受け取り、それらを独立したカスタマイズ可能なエンコーダーに渡します。
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• 2 つのエンコーダー - enc0 および enc1 の 2 つのエンコーダーは、各オブジェクトを固定長の埋め込み
ベクトルに変換します。ペアになっているオブジェクトのエンコードされた埋め込みは、コンパレー
ターに渡されます。
• コンパレーター - コンパレーターはさまざまな方法で埋め込みを比較し、ペアになったオブジェクト間
の関係の強さを示すスコアを出力します。センテンスのペアに対する出力スコア。たとえば、1 はセン
テンスのペア間の強い関係を示し、0 は弱い関係を表します。
トレーニング中、アルゴリズムはオブジェクトのペアとそれらの関係ラベルまたはスコアを入力として受
け入れます。以前に示したように、各ペアではさまざまなタイプのオブジェクトを使用できます。両方の
エンコーダへの入力が同じトークンレベルの単位で構成されている場合は、トレーニングジョブを作成す
るときに tied_token_embedding_weight ハイパーパラメータを True に設定することで、共有トー
クン埋め込みレイヤーを使用できます。たとえば、両方に単語トークンレベルの単位を含むセンテンスを
比較する場合などです。指定した比率で負のサンプルを生成するには、負のサンプルの希望する比率のハ
イパーパラメータ negative_sampling_rate を正のサンプルの比率に設定します。このハイパーパラ
メータによって、観察された正のサンプルとそれ以外の負のサンプルを区別しやすくなります。
オブジェクトのペアは、対応するオブジェクトの入力タイプと互換性のある、カスタマイズ可能な独
立したエンコーダーを経由して渡されます。エンコーダーは、ペアになっている各オブジェクトを同じ
長さの固定長埋め込みベクトルに変換します。ベクトルのペアは比較演算子に渡され、比較演算子は
comparator_list ハイパーパラメータで指定された値を使用してベクトルを単一のベクトルにアセン
ブルします。アセンブルされたベクトルは、多層パーセプトロン (MLP) レイヤーを通過します。これによ
り、損失関数によって、ユーザーが指定したラベルと比較する出力が生成されます。この比較では、モデ
ルによって予測されるように、ペアのオブジェクト間の関係の強度を評価します。次の図はこのワークフ
ローを示しています。

Object2Vec アルゴリズムのアーキテクチャ (データ入力からスコア)

ステップ 3: 推論を生成する
モデルがトレーニングされたら、トレーニングされたエンコーダーを使用して、入力オブジェクトの前処
理を行ったり、次の 2 種類の推論を実行したりできます。
• 対応するエンコーダーを使用してシングルトン入力オブジェクトを固定長埋め込みに変換する
• ペアになっている入力オブジェクト間の関係ラベルまたはスコアを予測する
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推論サーバーは、入力データに基づいてどのタイプがリクエストされているかを自動的に判別します。埋
め込みを出力として取得するには、1 つの入力のみを指定します。関係ラベルまたはスコアを予測するに
は、ペアに両方の入力を指定します。

Object2Vec ハイパーパラメータ
CreateTrainingJob リクエストで、トレーニングアルゴリズムを指定します。アルゴリズム固有のハイ
パーパラメータを次のように指定することもできます。 string-to-string マップ. 次の表に、Object2Vec ト
レーニングアルゴリズムのハイパーパラメータを示します。
Parameter Name

説明

enc0_max_seq_len

enc0 エンコーダーの最大シーケンス長。
[Required] (必須)
有効な値: 1 ≤ 整数 ≤ 5000

enc0_vocab_size

enc0 トークンの語彙サイズ。
[Required] (必須)
有効な値: 2 ≤ 整数 ≤ 3000000

bucket_width

バケット処理が有効になっている場合のデータシーケンス長の許容
差。バケット処理を有効にするには、このパラメータにゼロ以外の
値を指定します。
オプション
有効な値: 0 ≤ 整数 ≤ 100
デフォルト値: 0 (バケット処理なし)

comparator_list

2 つの埋め込みを比較する方法のカスタマイズに使用されるリス
ト。Object2Vec 比較演算子レイヤーは、両方のエンコーダーか
らエンコードを入力として受け取り、単一のベクトルを出力しま
す。このベクトルはサブベクトルの連結です。comparator_list
に渡される文字列値と、それらが渡される順序によって、
これらのサブベクトルの組み立て方法が決まります。たとえ
ば、comparator_list="hadamard, concat" の場合、比
較演算子は、2 つのエンコーディングのアダマール積と 2 つの
エンコーディングの連結を連結してベクトルを作成します。一
方、comparator_list="hadamard" の場合、比較演算子は 2 つ
のエンコーディングのみのアダマール積としてベクトルを構成しま
す。
オプション
有効な値: 次の 3 つの二項演算子の名前を任意に組み合わせた文字列
です。hadamard,concat、またはabs_diff。現在 Object2Vec ア
ルゴリズムでは、2 つのベクトルエンコーディングのディメンショ
ンが同じになるよう義務付けています。これらの演算子によって、
次のようにサブベクトルが生成されます。
• hadamard: 2 つのエンコーディングのアダマール積（要素単位) と
してベクトルを構築します。
• concat: 2 つのエンコーディングの連結としてベクトルを構築し
ます。
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Parameter Name

説明
• abs_diff: 2 つのエンコーディング間の絶対差としてベクトルを
構築します。
デフォルト値: "hadamard, concat, abs_diff"

dropout

ネットワークレイヤーのドロップアウト確率。ドロップアウトは、
ニューラルネットワークで使用される正則化の一種であり、共依存
ニューロンをトリミングすることで過剰適合を減らします。
オプション
有効な値: 0.0 ≤ 浮動小数点数 ≤ 1.0
デフォルト値: 0.0

early_stopping_patience

早期停止前に許容される改善なしの連続エポック数が適用されま
す。改善は、early_stopping_tolerance ハイパーパラメータで
定義されます。
オプション
有効な値: 1 ≤ 整数 ≤ 5
デフォルト値: 3

early_stopping_tolerance

early_stopping_patience ハイパーパラメータで指定される連
続するエポックが複数回繰り返された後で早期停止が起きるのを回
避するために、アルゴリズムが、連続するエポック間で達成しなけ
ればならない損失関数の減少。
オプション
有効な値: 0.000001 ≤ 浮動小数点数 ≤ 0.1
デフォルト値: 0.01

enc_dim

埋め込みレイヤーの出力の次元。
オプション
有効な値: 4 ≤ 整数 ≤ 10000
デフォルト値: 4096
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Parameter Name

説明

enc0_network

enc0 エンコーダーのネットワークモデル。
オプション
有効な値: hcnn、bilstm、または pooled_embedding
• hcnn: 階層型畳み込みニューラルネットワーク。
• bilstm: 双方向長短期記憶ネットワーク (biLSTM)。ここで、信号
は時間的に前後に伝搬されます。これは、逐次学習タスクに適し
た再帰型ニューラルネットワーク (RNN) アーキテクチャーです。
• pooled_embedding: 入力内のすべてのトークンの埋め込みを平
均化します。
デフォルト値: hcnn

enc0_cnn_filter_width

畳み込みニューラルネットワーク (CNN) enc0 エンコーダーのフィ
ルタ幅。
条件付き
有効な値: 1 ≤ 整数 ≤ 9
デフォルト値: 3

enc0 の事前トレーニング済み埋め込み重みを凍結するかどうか。
enc0_freeze_pretrained_embedding
条件付き
有効な値: True または False
デフォルト値: True
enc0_layers

enc0 エンコーダーのレイヤーの数。
条件付き
有効な値: auto または 1 ≤ 整数 ≤ 4
• hcnn では、auto は 4 を意味します。
• bilstm では、auto は 1 を意味します。
• pooled_embedding の auto では、レイヤーの数は無視されま
す。
デフォルト値: auto

補助データチャネル内の事前トレーニング済み enc0 トークン埋め込
enc0_pretrained_embedding_file
みファイルのファイル名。
条件付き
有効な値: 英数字、アンダースコア、またはピリオドを含む文字列。
[A-Za-z0-9\.\_]
デフォルト値: "" (空の文字列)
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Parameter Name

説明

enc0_token_embedding_dim

enc0 トークン埋め込みレイヤーの出力次元。
条件付き
有効な値: 2 ≤ 整数 ≤ 1000
デフォルト値: 300

enc0_vocab_file

事前トレーニング済みの enc0 トークン埋め込みベクトルを数値の語
彙 ID にマッピングするための語彙ファイル。
条件付き
有効な値: 英数字、アンダースコア、またはピリオドを含む文字列。
[A-Za-z0-9\.\_]
デフォルト値: "" (空の文字列)

enc1_network

enc1 エンコーダーのネットワークモデル。enc1 エンコーダー
で、enc0 と同じネットワークを使用する場合は (ハイパーパラメー
タ値を含む)、値を enc0 に設定します。

Note
enc0 および enc1 エンコーダーネットワークに同一の対称
アーキテクチャがあっても、これらのネットワークの共有
パラメータ値は共有されていません。
オプション
有効な値: enc0、hcnn、bilstm、または pooled_embedding
• enc0: enc0 エンコーダーのネットワークモデル。
• hcnn: 階層型畳み込みニューラルネットワーク。
• bilstm: 双方向 LSTM。ここで、信号は時間的に前後に伝搬され
ます。これは、逐次学習タスクに適した再帰型ニューラルネット
ワーク (RNN) アーキテクチャーです。
• pooled_embedding: 入力内のすべてのトークンの埋め込みの平
均。
デフォルト値: enc0
enc1_cnn_filter_width

CNN enc1 エンコーダーのフィルタ幅。
条件付き
有効な値: 1 ≤ 整数 ≤ 9
デフォルト値: 3

enc1 の事前トレーニング済み埋め込み重みを凍結するかどうか。
enc1_freeze_pretrained_embedding
条件付き
有効な値: True または False
デフォルト値: True
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Parameter Name

説明

enc1_layers

enc1 エンコーダーのレイヤーの数。
条件付き
有効な値: auto または 1 ≤ 整数 ≤ 4
• hcnn では、auto は 4 を意味します。
• bilstm では、auto は 1 を意味します。
• pooled_embedding の auto では、レイヤーの数は無視されま
す。
デフォルト値: auto

enc1_max_seq_len

enc1 エンコーダーの最大シーケンス長。
条件付き
有効な値: 1 ≤ 整数 ≤ 5000

補助データチャネル内の事前トレーニング済み enc1 トークン埋め込
enc1_pretrained_embedding_file
みファイルのファイル名。
条件付き
有効な値: 英数字、アンダースコア、またはピリオドを含む文字列。
[A-Za-z0-9\.\_]
デフォルト値: "" (空の文字列)
enc1_token_embedding_dim

enc1 トークン埋め込みレイヤーの出力次元。
条件付き
有効な値: 2 ≤ 整数 ≤ 1000
デフォルト値: 300

enc1_vocab_file

事前トレーニング済みの enc1 トークン埋め込みを語彙 ID にマッピ
ングするための語彙ファイル。
条件付き
有効な値: 英数字、アンダースコア、またはピリオドを含む文字列。
[A-Za-z0-9\.\_]
デフォルト値: "" (空の文字列)

enc1_vocab_size

enc0 トークンの語彙サイズ。
条件付き
有効な値: 2 ≤ 整数 ≤ 3000000
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Parameter Name

説明

epochs

トレーニングのために実行するエポックの数
オプション
有効な値: 1 ≤ 整数 ≤ 100
デフォルト値: 30

learning_rate

トレーニングの学習レート。
オプション
有効な値: 1.0E-6 ≤ 浮動小数点数 ≤ 1.0
デフォルト値: 0.0004

mini_batch_size

トレーニング中に optimizer 用に分割されるデータセットのバッ
チサイズ。
オプション
有効な値: 1 ≤ 整数 ≤ 10000
デフォルト値: 32

mlp_activation

多層パーセプトロン (MLP) のレイヤーの活性化関数のタイプ。
オプション
有効な値: tanh、relu、または linear
• tanh: 双曲線正接
• relu: 整流線形ユニット (ReLU)
• linear: 線形関数
デフォルト値: linear

mlp_dim

MLP のレイヤーからの出力の寸法。
オプション
有効な値: 2 ≤ 整数 ≤ 10000
デフォルト値: 512

mlp_layers

ネットワークの MLP レイヤーの数。
オプション
有効な値: 0 ≤ 整数 ≤ 10
デフォルト値: 2
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Parameter Name

説明

negative_sampling_rate

アルゴリズムのトレーニングを支援するために生成された、負のサ
ンプルと、ユーザーから提供された正のサンプルの比率。負のサン
プルは、実際には発生する可能性が低いデータを表し、トレーニン
グ用に負のラベルが付けられています。観察された正のサンプルと
それ以外の負のサンプルを区別するためにモデルをトレーニングし
やすくなります。トレーニングに使用される正のサンプルに対する
負のサンプルの比率を指定するには、値を正の整数に設定します。
たとえば、すべてのサンプルが正である入力データでアルゴリズム
をトレーニングし、negative_sampling_rate を 2 に設定した場
合、Object2Vec アルゴリズムでは、正のサンプルごとに 2 つの負の
サンプルが内部で生成されます。トレーニング中に負のサンプルを
生成または使用しない場合は、値を 0 に設定します。
オプション
有効な値: 0 ≤ 整数
デフォルト値: 0 (オフ)

num_classes

分類トレーニングのクラス数。アマゾン SageMaker回帰問題のこの
ハイパーパラメータは無視されます。
オプション
有効な値: 2 ≤ 整数 ≤ 30
デフォルト値: 2

optimizer

オプティマイザのタイプ。
オプション
有効な値: adadelta、adagrad、adam、sgd、または rmsprop。
• adadelta: 勾配降下の次元ごとの学習レート手法
• adagrad: 適応勾配アルゴリズム
• adam: 適応モーメント推定アルゴリズム
• sgd: 確率的勾配降下法
• rmsprop: 二乗平均平方根の伝搬
デフォルト値: adam

output_layer

タスクが回帰または分類であると指定する出力レイヤーのタイプ。
オプション
有効な値: softmax または mean_squared_error
• softmax: 分類に使用される Softmax 関数。
• mean_squared_error: 回帰に使用される MSE。
デフォルト値: softmax
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Parameter Name

説明

tied_token_embedding_weight両方のエンコーダーで共有埋め込みレイヤーを使用するかどうか。
両方のエンコーダへの入力で同じトークンレベルのユニットを使用
する場合は、共有トークン埋め込みレイヤーを使用します。たとえ
ば、ドキュメントのコレクションで、1 つのエンコーダーでセンテ
ンスをエンコードし、別のエンコーダーでドキュメント全体をエン
コードする場合は、共有トークンの埋め込みレイヤーを使用できま
す。これは、ドキュメントとドキュメントのいずれも、同じ語彙か
らの単語トークンで構成されているためです。
オプション
有効な値: True または False
デフォルト値: False
token_embedding_storage_type
トレーニング中に使用されるグラデーション更新のモード: dense
モードが使用されると、グラデーションのほとんどの行の値がゼロ
であっても、オプティマイザはトークン埋め込みレイヤーのフルグ
ラデーションのマトリックスを計算します。sparse モードを使用
すると、オプティマイザはミニバッチで実際に使用されているグ
ラデーションの行のみを保存します。アルゴリズムで遅延グラデー
ション更新を実行して、ゼロ以外の行でのみグラデーションを計算
し、トレーニングはスピードアップする場合は、row_sparse を指
定します。次のように、値を row_sparse に設定すると、他のハイ
パーパラメータに使用できる値が制限されます。
• optimizer ハイパーパラメータはadam、adagrad、または sgd
に設定する必要があります。それ以外の場合、アルゴリズムに
よって CustomerValueError がスローされます。
• アルゴリズムによって、バケット作成は自動的に無効にな
り、bucket_width ハイパーパラメータは 0 に設定されます。
オプション
有効な値: dense または row_sparse
デフォルト値: dense
weight_decay

最適化に使用される重み減衰パラメータ。
オプション
有効な値: 0 ≤ 浮動小数点数 ≤ 10000
デフォルト値: 0 (減衰なし)

Object2Vec モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパー
パラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。目標メトリクスで、アルゴリズ
ムによって計算されるいずれかのメトリクスを使用します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラ
メータを検索して、目標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
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モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

Object2Vec アルゴリズムで計算されるメトリクス
Object2Vec アルゴリズムには、分類と回帰の両方のメトリクスがあります。output_layer タイプは、
自動モデル調整に使用できるメトリクスを決定します。

Object2Vec アルゴリズムで計算される回帰メトリクス
アルゴリズムは、テスト中と検証中に計算された二乗平均誤差回帰メトリクスを報告します。回帰タスク
用にモデルを調整するときには、このメトリクスを目標として選択してください。
メトリクス名

説明

最適化の方向

平均平方根誤差
test:mean_squared_error

最小化

平均平方根誤差
validation:mean_squared_error

最小化

Object2Vec アルゴリズムで計算される分類メトリクス
Object2Vec アルゴリズムは、テスト中と検証中に計算された精度および交差エントロピー分類メトリクス
を報告します。分類タスクのモデルを調整するときには、目標としてこれらのいずれかを選択してくださ
い。
メトリクス名

説明

最適化の方向

test:accuracy

Accuracy

最大化

test:cross_entropy

交差エントロピー

最小化

validation:accuracy Accuracy

最大化

交差エントロピー
validation:cross_entropy

最小化

調整可能な Object2Vec ハイパーパラメータ
Object2Vec アルゴリズムの以下のハイパーパラメータを調整できます。
ハイパーパラメータ
名

ハイパーパラメータタイプ

推奨範囲と値

dropout

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0、
MaxValue: 1.0

IntegerParameterRange
early_stopping_patience

MinValue: 1、
MaxValue: 5

ContinuousParameterRange
early_stopping_tolerance

MinValue: 0.001、
MaxValue: 0.1

enc_dim

IntegerParameterRange

IntegerParameterRange
enc0_cnn_filter_width
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ハイパーパラメータ
名

ハイパーパラメータタイプ

推奨範囲と値

enc0_layers

IntegerParameterRange

MinValue: 1、
MaxValue: 4

IntegerParameterRange
enc0_token_embedding_dim

MinValue: 5、
MaxValue: 300

IntegerParameterRange
enc1_cnn_filter_width

MinValue: 1、
MaxValue: 5

IntegerParameterRange

MinValue: 1、
MaxValue: 4

enc1_layers

IntegerParameterRange
enc1_token_embedding_dim

MinValue: 5、
MaxValue: 300

epochs

IntegerParameterRange

MinValue: 4、
MaxValue: 20

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-6、
MaxValue: 1.0

mini_batch_size

IntegerParameterRange

MinValue: 1、
MaxValue: 8192

mlp_activation

CategoricalParameterRanges

[tanh, relu,
linear]

mlp_dim

IntegerParameterRange

MinValue: 16、
MaxValue: 1024

mlp_layers

IntegerParameterRange

MinValue: 1、
MaxValue: 4

optimizer

CategoricalParameterRanges

[adagrad, adam,
rmsprop, sgd,
adadelta]

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0、
MaxValue: 1.0

Object2Vec トレーニングのデータ形式
Input: JSON ラインリクエストフォーマット
Content-type: application/jsonlines
{"label":
69, 821,
{"label":
107, 4],
{"label":

0, "in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15,
4], "in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]}
1, "in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9,
"in1": [22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]}
1, "in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}

「in0」と「in1」はそれぞれ、encoder0 と encoder1 の入力です。分類と回帰の両方の問題で同じ形式が
有効です。回帰の場合、フィールド「"label"」は実数値の入力を受け入れることができます。
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Object2Vec 推論のデータ形式
GPU 最適化: 分類または回帰
GPU メモリ不足のため、INFERENCE_PREFERRED_MODE 環境変数を指定して、分類/回帰または
the section called “出力: エンコーダ埋め込み” (p. 1980) 推論ネットワークが GPU にロードされ
るかどうかを最適化することができます。推論の大部分が分類または再帰を対象としている場合
は、INFERENCE_PREFERRED_MODE=classification を指定します。以下は、分類/回帰推論を最適化
する p3.2xlarge の 4 つのインスタンスを使用したバッチ変換の例です。
transformer = o2v.transformer(instance_count=4,
instance_type="ml.p2.xlarge",
max_concurrent_transforms=2,
max_payload=1, # 1MB
strategy='MultiRecord',
env={'INFERENCE_PREFERRED_MODE': 'classification'},
useful with GPU
output_path=output_s3_path)

# only

Input: 分類または回帰リクエストの形式
Content-type: application/json
{

"instances" : [
{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821,
4], "in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]},
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4],
"in1": [22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]},
{"in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}
]

}

Content-type: application/jsonlines
{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821, 4],
"in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]}
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4], "in1":
[22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]}
{"in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}

分類問題の場合、スコアベクトルの長さは num_classes に対応します。回帰問題の場合、長さは 1 で
す。

出力: 分類または回帰リクエスト形式
Accept: application/json
{

"predictions": [
{
"scores": [
0.6533935070037842,
0.07582679390907288,
0.2707797586917877
]
},
{
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}

]

}

"scores": [
0.026291321963071823,
0.6577019095420837,
0.31600672006607056
]

Accept: application/jsonlines
{"scores":[0.195667684078216,0.395351558923721,0.408980727195739]}
{"scores":[0.251988261938095,0.258233487606048,0.489778339862823]}
{"scores":[0.280087798833847,0.368331134319305,0.351581096649169]}

分類形式と回帰形式の両方で、スコアは各ラベルに適用されます。

Object2Vec のエンコーダー埋め込み
GPU 最適化: エンコーダ埋め込み
埋め込みとは、単語などの個別オブジェクトから実数のベクトルへのマッピングです。
GPU メモリ不足のため、INFERENCE_PREFERRED_MODE 環境変数を指定して the section called “推論形
式: Scoring (スコアリング)” (p. 1978) またはエンコーダー埋め込みの推論ネットワークが GPU にロード
されるかどうかを最適化するよう指定することができます。推論の大部分がエンコーダー埋め込み用であ
る場合は、INFERENCE_PREFERRED_MODE=embedding を指定します。以下は、エンコーダー埋め込み
推論を最適化する p3.2xlarge の 4 つのインスタンスを使用したバッチ変換の例です。
transformer = o2v.transformer(instance_count=4,
instance_type="ml.p2.xlarge",
max_concurrent_transforms=2,
max_payload=1, # 1MB
strategy='MultiRecord',
env={'INFERENCE_PREFERRED_MODE': 'embedding'},
with GPU
output_path=output_s3_path)

# only useful

Input: エンコーダ埋め込み
コンテンツタイプ: application/json; infer_max_seqlens=<FWD-LENGTH>,<BCK-LENGTH>
ここで <FWD-LENGTH> と <BCK-LENGTH> は [1,5000] の範囲の整数であり、前方エンコーダおよび後
方エンコーダの最大シーケンス長を定義します。
{

"instances" : [
{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821,
4]},
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4]},
{"in0": [774, 14, 21, 206]}
]

}

コンテンツタイプ: application/jsonlines; infer_max_seqlens=<FWD-LENGTH>,<BCK-LENGTH>
ここで <FWD-LENGTH> と <BCK-LENGTH> は [1,5000] の範囲の整数であり、前方エンコーダおよび後
方エンコーダの最大シーケンス長を定義します。
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{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821, 4]}
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4]}
{"in0": [774, 14, 21, 206]}

どちらの形式でも、“in0” と “in1.” のいずれか 1 つの入力タイプのみを指定します。その後、推論サー
ビスは対応するエンコーダーを呼び出し、インスタンスごとに埋め込みを出力します。

出力: エンコーダ埋め込み
Content-type: application/json
{

"predictions": [
{"embeddings":
[0.057368703186511,0.030703511089086,0.099890425801277,0.063688032329082,0.026327300816774,0.0036375711
{"embeddings":
[0.150190666317939,0.05145975202322,0.098204270005226,0.064249359071254,0.056249320507049,0.01513972133
]
}

Content-type: application/jsonlines

{"embeddings":
[0.057368703186511,0.030703511089086,0.099890425801277,0.063688032329082,0.026327300816774,0.0036375711
{"embeddings":
[0.150190666317939,0.05145975202322,0.098204270005226,0.064249359071254,0.056249320507049,0.01513972133

推論サービスによって出力される埋め込みのベクトル長は、トレーニング時に指定するハイパーパラメー
タ enc0_token_embedding_dim、enc1_token_embedding_dim、または enc_dim の 1 つの値と等
しくなります。

Sequence to Sequence アルゴリズム
アマゾン SageMaker Sequence to Sequence は、入力が一連のトークン (テキスト、オーディオなど) であ
り、出力が一連のトークン (テキスト、オーディオなど) であり、出力が一連のトークン (テキスト、オー
ディオなど) であり、出力が一連のトークン 応用例としては、機械翻訳（ある言語から文章を入力し、そ
の文が別の言語でどうなるかを予測する）、テキスト要約（長い単語の文字列を入力し、短い単語の文字
列を予測して要約する）などがあります。 speech-to-text （オーディオクリップはトークンで出力センテ
ンスに変換されます）。近年、このドメインの問題はディープニューラルネットワークによってモデル化
に成功し、以前の方式を大幅に超えるパフォーマンスを示しています。アマゾン SageMaker seq2seq は
再帰型ニューラルネットワーク (RNN) モデルと畳み込みニューラルネットワーク (RNN) モデルにアテン
ションを組み合わせたエンコーダーアーキテクチャを使用します。
トピック
• Sequence to Sequence アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 1980)
• Sequence to Sequence アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 1982)
• Sequence to Sequence サンプルノートブック (p. 1982)
• Sequence to Sequence の仕組み (p. 1982)
• Sequence to Sequence ハイパーパラメータ (p. 1983)
• Sequence to Sequence モデルを調整する (p. 1991)

Sequence to Sequence アルゴリズムの入出力インターフェイス
トレーニング
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SageMaker seq2seq はRecordIO-Protobuf 形式のデータを想定します。ただし、通常の場合と同様に、
トークンは浮動小数点ではなく整数であることが想定されます。
seq2seq サンプルノートブックに、トークン化されたテキストファイルからのデータを protobuf 形式に変
換するスクリプトが含まれています。一般的には、データを 32 ビットの整数テンソルにパッキングし、
メトリクスの計算や推論に必要な語彙ファイルを生成します。
前処理の完了後、アルゴリズムをトレーニングのために呼び出すことができます。アルゴリズムは以下の
3 つのチャネルを想定します。
• train: トレーニングデータ (事前処理スクリプトによって生成される train.rec ファイルなど) が含
まれている必要があります。
• validation: 検証データ (事前処理スクリプトによって生成される val.rec ファイルなど) が含まれて
いる必要があります。
• vocab: 2 つの語彙ファイル (vocab.src.json と vocab.trg.json) が含まれている必要があります
アルゴリズムによってこれらの 3 つのチャネルでデータが見つからなかった場合、トレーニングの結果は
エラーになります。
推論
ホストされるエンドポイントの場合、推論は 2 つのデータ形式をサポートします。スペース区切りのテキ
ストトークンを使用して推論を実行するには、application/json 形式を使用します。それ以外の場合
は、recordio-protobuf 形式を使用して整数にエンコードされたデータを処理します。どちらのモード
も入力データのバッチ処理をサポートしています。application/json 形式では、アテンション行列を
視覚化することもできます。
• application/json: 入力を JSON 形式で要求し、出力を JSON 形式で返します。コンテンツタイプと
受け取りタイプは両方とも application/json である必要があります。各シーケンスは空白で区切ら
れたトークンの文字列であることが要求されます。この形式は、バッチ内のソースシーケンスの数が少
ないときに推奨されます。また、次の追加の設定オプションにも対応しています。
configuration: {attention_matrix: true}: 特定の入力シーケンスについてアテンション行列を返
します。
• application/x-recordio-protobuf: 入力を recordio-protobuf 形式で要求し、出力を
recordio-protobuf format 形式で返します。コンテンツタイプと受け取りタイプは両方とも
applications/x-recordio-protobuf である必要があります。この形式では、後続のプロトコル
バッファーへのエンコードのために、ソースシーケンスを整数のリストに変換する必要があります。こ
の形式は、一括での推論に推奨されます。
バッチ変換の場合、推論は JSON Lines 形式をサポートします。バッチ変換は、JSON Lines 形式の
入力を想定し、JSON Lines 形式の出力を返します。コンテンツタイプと受け取りタイプは両方とも
application/jsonlines である必要があります。入力の形式は次のとおりです。
content-type: application/jsonlines
{"source": "source_sequence_0"}
{"source": "source_sequence_1"}

レスポンスの形式は次のとおりです。
accept: application/jsonlines
{"target": "predicted_sequence_0"}
{"target": "predicted_sequence_1"}
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推論のために入力と出力を特定の形式にシリアル化および逆シリアル化する方法の詳細について
は、Sequence to Sequence サンプルノートブック (p. 1982)を参照してください。

Sequence to Sequence アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
アマゾン SageMaker seq2seq アルゴリズムは、GPU インスタンスタイプでのみサポートされており、1
つのマシンでのトレーニングのために設定されます。ただし、複数の GPU を持つインスタンスは使用が
可能です。seq2seq アルゴリズムは、P2、P3、G4Dn、および G5 GPU インスタンスファミリーをサポー
トします。

Sequence to Sequence サンプルノートブック
使用方法を示すサンプルノートブックについては、 SageMaker 英語とドイツ語の翻訳モデルをトレーニ
ングするためのシーケンス間アルゴリズム。英語とドイツ語の機械翻訳の使用例 SageMaker Seq2Seq。
でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法
の詳細については、 SageMaker、「」を参照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタン
スを使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いたら、SageMaker例タブをクリックし
て、すべてのリストを表示します SageMaker サンプル。NTM アルゴリズムを使用したトピックモデリン
グのサンプルノートブックは、[Introduction to Amazon algorithm (Amazon アルゴリズムの概要)] セクショ
ンにあります。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピーを作
成)] を選択します。

Sequence to Sequence の仕組み
通常、ニューラルネットワークは sequence-to-sequence モデリングは、次のようないくつかのレイヤー
で構成されています。
• 埋め込みレイヤー。このレイヤーでは、希薄な方法 (one-hot エンコードなど) でエンコードされた入力
トークンである入力行列が、高密度の特徴レイヤーにマッピングされます。これが必要なのは、高次元
の特徴ベクトルは、単純なものよりも特定のトークン（テキストコーパスを意味する単語）に関する情
報をエンコードする能力が高いためです。 one-hot-encoded ベクトル。また、この埋め込み層を次のよ
うな事前学習済みの単語ベクトルで初期化するのも標準的な方法です。FastTextまたはグローブまたは
ランダムに初期化してトレーニング中にパラメータを学習します。
• エンコーダーレイヤー。入力トークンを高密度の特徴スペースにマッピングした後、シーケンスはエン
コーダーレイヤーを移行して、(全シーケンスの) 入力埋め込みレイヤーからのすべての情報を固定長の
特徴ベクトルに圧縮します。通常、エンコーダーは長・短期記憶 (LSTM) やゲート付き再帰型ユニット
(GRU) などの RNN タイプのネットワークで作成されます (LSTM の詳細については、Colah のブログを
参考にしてください)。
• デコーダーレイヤー。デコーダーレイヤーはこのエンコードされた特徴ベクトルを取得し、トークンの
出力シーケンスを生成します。また、このレイヤーは通常、RNN アーキテクチャ (LSTM と GRU) で構
成されます。
モデル全体が共同でトレーニングが行われ、ソースシーケンスが指定されたターゲットシーケンスの可能
性を最大化します。このモデルは、2014 年に Sutskever らによって最初に導入されました。
アテンション機構。エンコーダーデコーダーフレームワークの欠点は、エンコードされた固定長の特徴ベ
クトルに含めることのできる情報の量には制限があるため、ソースシーケンスの長さが増えるたびにモ
デルのパフォーマンスが減少する点です。この問題に取り組むために、Bahdanau らは 2015 年にアテン
ション機構を提案しました。アテンション機構では、デコーダーが最も重要な情報が存在する可能性が
あるエンコーダーシーケンス内の場所の検索を試行し、その情報と以前にデコードした単語を使用して、
シーケンス内の次のトークンを予測します。
詳細については、Luong らによるホワイトペーパー Effective Approaches to Attention-based Neural
Machine Translation (アテンションに基づくニューラル機械翻訳の効果的なアプローチ) を参照してくだ
さい。さらに、ホワイトペーパーGoogle のニューラル機械翻訳システム: 人間による翻訳と機械翻訳の
ギャップを埋めるWu, et al. は、エンコーダー層とデコーダー層間のスキップ接続を使用するGoogleの機
械翻訳アーキテクチャについて説明しています。
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Sequence to Sequence ハイパーパラメータ
Parameter Name

説明

batch_size

勾配降下のミニバッチサイズ。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 64

beam_size

ビームサーチのビームの長さ。トレーニング中に bleu の計
算に使用され、推論中に使用されます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5

bleu_sample_size

トレーニング中に bleu スコアをデコードして計算するた
めに検証データセットから選択するインスタンスの数。完
全な検証セットを使用するには -1 に設定します (bleu が
optimized_metric として選択されている場合)。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 0

bucket_width

(source,target) バケットを最大で
(max_seq_len_source,max_seq_len_target) で返しま
す。より長い側のデータは bucket_width のステップを使
用し、短い側はターゲット/ソースの長さの平均比でスケー
ルダウンしたステップを使用します。一方の側が他方より先
に最大長に達した場合、その側の余分なバケットの幅はその
側の max_len に固定されます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 10

bucketing_enabled

バケットを無効にし、最大長に展開するには、false に設
定します。
オプション
有効な値: true または false
デフォルト値: true

checkpoint_frequency_num_batches x バッチごとにチェックポイントと評価を行います。この
チェックポインティングハイパーパラメータは SageMaker
の seq2seq アルゴリズムにより、最適なモデルを早期停止
して取得できます。アルゴリズムのチェックポイントは、
アルゴリズムのトレーニングコンテナ内でローカルで実行さ
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Parameter Name

説明
れ、 SageMaker チェックポイント設定。アルゴリズムは、
一時的にチェックポイントをローカルパスに保存し、トレー
ニングジョブが停止した後、最適なモデルアーティファクト
を S3 のモデル出力パスに保存します。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 1000

checkpoint_threshold

トレーニングが停止する前に検証データセット上の
optimized_metric で改善しないように許可されたモデル
のチェックポイントの最大数。このチェックポインティング
ハイパーパラメータは SageMakerの seq2seq アルゴリズム
により、最適なモデルを早期停止して取得できます。アルゴ
リズムのチェックポイントは、アルゴリズムのトレーニング
コンテナ内でローカルで実行され、 SageMaker チェックポ
イント設定。アルゴリズムは、一時的にチェックポイントを
ローカルパスに保存し、トレーニングジョブが停止した後、
最適なモデルアーティファクトを S3 のモデル出力パスに保
存します。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 3

clip_gradient

これより大きなクリップのグラデーション絶対値。無効にす
るには、負の値に設定します。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 1

cnn_activation_type

使用される cnn のアクティベーションタイプ。
オプション
有効な値: 文字
列。glu、relu、softrelu、sigmoid、tanh のいずれ
か。
デフォルト値: glu

cnn_hidden_dropout

畳み込みレイヤー間のドロップアウトのドロップアウトする
確率。
オプション
有効な値: FLOAT。[0,1] の範囲です。
デフォルト値: 0
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Parameter Name

説明

cnn_kernel_width_decoder

cnn デコーダーのカーネル幅。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5

cnn_kernel_width_encoder

cnn エンコーダーのカーネル幅。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 3

cnn_num_hidden

エンコーダーやデコーダーの cnn の非表示ユニットの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 512

decoder_type

デコーダーの種類。
オプション
有効な値: 文字列。rnn または cnn です。
デフォルト値: rnn

embed_dropout_source

ソース側の埋め込みのドロップアウトする確率。
オプション
有効な値: FLOAT。[0,1] の範囲です。
デフォルト値: 0

embed_dropout_target

ターゲット側の埋め込みのドロップアウトする確率。
オプション
有効な値: FLOAT。[0,1] の範囲です。
デフォルト値: 0

encoder_type

エンコーダーの種類。rnn アーキテクチャーは Bahdanau
らによるアテンション機構に基づいており、cnn アーキテク
チャーは Gehring らに基づいています。
オプション
有効な値: 文字列。rnn または cnn です。
デフォルト値: rnn
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Parameter Name

説明

fixed_rate_lr_half_life

fixed_rate_* のスケジューラのチェックポイント数に関
する学習レートの半減期。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 10

learning_rate

初期学習レート。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 0.0003

loss_type

トレーニングの損失関数。
オプション
有効な値: 文字列。cross-entropy
デフォルト値: cross-entropy

lr_scheduler_type

学習レートスケジューラタイプ。plateau_reduce
は、validation_accuracy の optimized_metric
がプラトーに達するたびに学習レートを下げることを意
味します。inv_t は逆時間減衰です。learning_rate/
(1+decay_rate*t)
オプション

有効な値: 文字
列。plateau_reduce、fixed_rate_inv_t、fixed_rate_inv_sqrt_
のいずれか 1 つ。
デフォルト値: plateau_reduce
max_num_batches

処理する更新/バッチの最大数。無限の場合は -1。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: -1

max_num_epochs

フィッティングが停止する前にトレーニングデータを移行す
るエポックの最大数。このパラメータが渡された場合に検証
の正確性が改善しない場合でも、トレーニングはエポックが
この数に達するまで続行されます。渡されない場合は無視さ
れます。
オプション
有効な値: max_num_epochs 以下
デフォルト値: なし
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Parameter Name

説明

max_seq_len_source

ソースシーケンスの長さの最大長。この長さより長いシーケ
ンスはこの長さに切り捨てられます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 100

max_seq_len_target

ターゲットシーケンスの長さの最大長。この長さより長い
シーケンスはこの長さに切り捨てられます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 100

min_num_epochs

トレーニングが early_stopping 条件に従って停止される
までに実行する必要のあるエポックの最小数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 0

momentum

sgd に使用されるモーメンタム定数。adam または
rmsprop を使用している場合は、このパラメータを渡さな
いでください。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: なし

num_embed_source

ソーストークンの埋め込みサイズ。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 512

num_embed_target

ターゲットトークンの埋め込みサイズ。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 512
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Parameter Name

説明

num_layers_decoder

デコーダー rnn または cnn のレイヤーの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 1

num_layers_encoder

エンコーダー rnn または cnn のレイヤーの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 1

optimized_metric

早期停止を最適化するメトリクス。
オプション
有効な値: 文字列。perplexity、accuracy、bleu のいず
れか 1 つ。
デフォルト値: perplexity

optimizer_type

選択するオプティマイザー。
オプション
有効な値: 文字列。adam、sgd、rmsprop のいずれか 1
つ。
デフォルト値: adam

plateau_reduce_lr_factor

学習レートを乗算する係数 (plateau_reduce の場合)。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 0.5

plateau_reduce_lr_threshold

plateau_reduce スケジューラで
は、optimized_metric がこの数のチェックポイントを改
善しなかった場合、学習レートに減衰係数を乗算します。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 3
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Parameter Name

説明

rnn_attention_in_upper_layers

の上層に注意を向けてくださいrnn、のようなグーグル NMT
paper。複数のレイヤーが使用されている場合にのみ適用で
きます。
オプション
有効な値: ブール値 (true または false)
デフォルト値: true

rnn_attention_num_hidden

アテンションレイヤーの非表示ユニットの数。デフォルトは
rnn_num_hidden です。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: rnn_num_hidden

rnn_attention_type

エンコーダーのアテンションモデル。Luong らのペーパーに
よると、mlp は concat を参照し、bilinear は general を参照
します。
オプション
有効な値: 文字列。dot、fixed、mlp、bilinear のいず
れか。
デフォルト値: mlp

rnn_cell_type

特定のタイプの rnn アーキテクチャー。
オプション
有効な値: 文字列。lstm または gru です。
デフォルト値: lstm

rnn_decoder_state_init

rnn デコーダーの状態をエンコーダーから初期化する方法。
オプション
有効な値: 文字列。last、avg、zero のいずれか 1 つ。
デフォルト値: last

rnn_first_residual_layer

残差接続がある最初の rnn レイヤー、エンコーダーまたはデ
コーダー内のレイヤーの数が 1 を超える場合にのみ適用可
能。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 2
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Parameter Name

説明

rnn_num_hidden

エンコーダーおよびデコーダーの rnn の非表示ユニットの
数。このアルゴリズムはデフォルトで双方向の長短期記憶
(LSTM) を使用するため、これは 2 の倍数である必要があり
ます。
オプション
有効な値: 正の偶数
デフォルト値: 1024

rnn_residual_connections

多層 rnn に残差接続を追加する。レイヤーの数は 1 を超え
る必要があります。
オプション
有効な値: ブール値 (true または false)
デフォルト値: false

rnn_decoder_hidden_dropout

コンテキストをデコーダーの rnn の非表示状態を組み合わせ
る、非表示状態のドロップアウトする確率。
オプション
有効な値: FLOAT。[0,1] の範囲です。
デフォルト値: 0

training_metric

検証データ上のトレーニングを追跡するメトリクス。
オプション
有効な値: 文字列。perplexity または accuracy です。
デフォルト値: perplexity

weight_decay

重み減衰定数。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 0

weight_init_scale

重み初期化方法のスケール (初期化方法が uniform および
xavier の場合)。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 2.34
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Parameter Name

説明

weight_init_type

重み初期化方法の種類。
オプション
有効な値: 文字列。uniform または xavier です。
デフォルト値: xavier
Xavier の係数タイプ。

xavier_factor_type

オプション
有効な値: 文字列。in、out、avg のいずれか 1 つ。
デフォルト値: in

Sequence to Sequence モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

Sequence to Sequence アルゴリズムで計算されるメトリクス
Sequence to Sequence アルゴリズムは、トレーニング中に計算される 3 つのメトリクスを報告します。
ハイパーパラメータ値を調整するときに最適化する目標として、いずれか 1 つを選択します。
メトリクス名

説明

最適化の方向

validation:accuracy 検証データセットで計算される精度。
validation:bleu

最大化

検証データセットで計算される BLEU スコ
最大化
ア。BLEU の計算は高価であるため、検証データ
セットのランダムなサブサンプルに対して BLEU
を計算するように選択すると、全体的なトレーニ
ングプロセスを加速することができます。サブサ
ンプルを指定するには、bleu_sample_size パラ
メータを使用します。

Perplexity は、検証データセットで計算される損失
validation:perplexity
関数です。Perplexity は、経験的サンプルとモデル
予測の分布との間の交差エントロピーを測定する
ため、モデルがサンプル値をどの程度予測できる
かの尺度を提供します。サンプルの予測に優れた
モデルは、Perplexity が低くなります。

最小化

Sequence to Sequence ハイパーパラメータを調整する
次のハイパーパラメータを調整できます。 SageMaker シーケンス間アルゴリズ
ム。Sequence to Sequence の目標メトリクスに最も大きな影響を与えるハイパーパラメータ
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は、batch_size、optimizer_type、learning_rate、num_layers_encoder、および
num_layers_decoder です。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

num_layers_encoder

IntegerParameterRange

[1-10]

num_layers_decoder

IntegerParameterRange

[1-10]

batch_size

CategoricalParameterRange

[16,32,64,128,256,512,1024,2048]

optimizer_type

CategoricalParameterRange

['adam', 'sgd', 'rmsprop']

weight_init_type

CategoricalParameterRange

['xavier', 'uniform']

weight_init_scale

ContinuousParameterRange

ザビエルタイプの場
合： MinValue: 2.0、
MaxValue: 3.0 ユニ
フォームタイプの場
合： MinValue: -1.0、
MaxValue: 1.0

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.00005、
MaxValue: 0.2

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.1

momentum

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.5、
MaxValue: 0.9

clip_gradient

ContinuousParameterRange

MinValue: 1.0、
MaxValue: 5.0

rnn_num_hidden

CategoricalParameterRange

再帰型ニューラルネッ
トワーク (RNN) に
のみ適用できます。
[128,256,512,1024,2048]

cnn_num_hidden

CategoricalParameterRange

畳み込みニューラル
ネットワーク (CNN)
にのみ適用できます。
[128,256,512,1024,2048]

num_embed_source

IntegerParameterRange

[256-512]

num_embed_target

IntegerParameterRange

[256-512]

embed_dropout_sourceContinuousParameterRange

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.5

embed_dropout_targetContinuousParameterRange

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.5

ContinuousParameterRange
rnn_decoder_hidden_dropout

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.5

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.5

cnn_hidden_dropout
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Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

lr_scheduler_type

CategoricalParameterRange

['plateau_reduce',
'fixed_rate_inv_t',
'fixed_rate_inv_sqrt_t']

ContinuousParameterRange
plateau_reduce_lr_factor

MinValue: 0.1、
MaxValue: 0.5

IntegerParameterRange
plateau_reduce_lr_threshold

[1-5]

IntegerParameterRange
fixed_rate_lr_half_life

[10-30]

組み込み SageMaker 時系列データのアルゴリズム
SageMaker 製品の需要、サーバーの負荷、Web ページのリクエストなどを予測するための時系列データ
の分析に合わせたアルゴリズムを提供します。
• DeepAR 予測アルゴリズム (p. 1993) - 予測アルゴリズムは、再帰型ニューラルネットワーク (RNN) を
使用してスカラー (1 次元) 時系列を予測する教師あり学習アルゴリズム。

アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

DeepAR 予
測

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

File

JSON Lines
または
Parquet

GPU または
CPU

はい

DeepAR 予測アルゴリズム
アマゾン SageMaker DeepAR 予測アルゴリズムは、再帰型ニューラルネットワーク (RNN) を使用してス
カラー (1 次元) 時系列を予測する教師あり学習アルゴリズムです。自己回帰和分移動平均 (ARIMA) や指数
平滑法 (ETS) などの古典的な予測方法は、単一のモデルを各時系列に適合させます。その後、そのモデル
を使用して時系列から未来を外挿します。
ただし多くのアプリケーションでは、一連の横断的な単位にわたって同様の時系列が多数あります。たと
えば、さまざまな商品に対する需要、サーバーの負荷、およびウェブページのリクエストを時系列でグ
ループ化することができます。このタイプのアプリケーションでは、すべての時系列にわたって単一のモ
デルを共同でトレーニングすることにより、メリットを享受できます。DeepAR はこのアプローチを使用
します。データセットに何百もの関連する時系列データが含まれている場合、DeepAR は標準の ARIMA
や ETS メソッドよりも優れています。トレーニングしたモデルを使用して、トレーニングしたモデルと似
た新しい時系列の予測を生成することもできます。
DeepAR アルゴリズムのトレーニング入力は、同一または同様のプロセスによって生成された、1 つまた
は可能であればそれ以上の時系列 (target) です。この入力データセットに基づき、アルゴリズムではこ
のプロセスの近似値を学習するモデルをトレーニングし、それを使用してターゲットの時系列がどのよ
うに進化するかを予測します。必要に応じて、各ターゲット時系列を cat フィールドで指定された静的
(時系に依存しない) カテゴリ別の特徴のベクトルと、dynamic_feat フィールドで指定された動的 (時系
に依存する) の時系列のベクトルと関連付けることができます。 SageMaker トレーニングは、トレーニ
ングデータセットの各時系列からトレーニング例をランダムにサンプリングすることによって DeepAR
モデルをトレーニングします。各トレーニング例は、事前定義された固定長を持つ一対の隣接コンテキ
ストと予測ウィンドウで構成されています。ネットワークがどの程度までの過去を遡れるかを制御する
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には、context_length ハイパーパラメータを使用します。ネットワークがどの程度までの未来を予測
できるかを制御するには、prediction_length ハイパーパラメータを使用します。詳細については、
「DeepAR アルゴリズムの仕組み (p. 1997)」を参照してください。
トピック
• DeepAR アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 1994)
• DeepAR アルゴリズム使用のベストプラクティス (p. 1996)
• DeepAR アルゴリズムの EC2 インスタンスの推奨事項 (p. 1997)
• DeepAR サンプルノートブック (p. 1997)
• DeepAR アルゴリズムの仕組み (p. 1997)
• DeepAR ハイパーパラメータ (p. 2000)
• DeepAR モデルを調整する (p. 2004)
• DeepAR 推論の形式 (p. 2005)

DeepAR アルゴリズムの入出力インターフェイス
DeepAR は、2 つのデータチャネルをサポートしています。必須の train チャネルは、トレーニングデー
タセットを表します。オプションの test チャネルは、アルゴリズムがトレーニング後にモデルの精度を
評価するために使用するデータセットを表します。トレーニングデータセットとテストデータセットは
JSON Lines 形式で提供できます。ファイルは gzip 形式または Parquet 形式のものを指定できます。
トレーニングデータとテストデータのパスを指定するときには、単一のファイルまたは複数のファイル
を含むディレクトリを指定できます。これらのファイルはサブディレクトリに保存されていても構いま
せん。ディレクトリを指定すると、ピリオド (.) で始まるファイルと _SUCCESS という名前のファイル
を除いて、ディレクトリ内のすべてのファイルが対応するチャネルの入力として使用されます。これによ
り、Spark ジョブによって生成された出力フォルダを DeepAR トレーニングジョブの入力チャネルとして
直接使用できるようになります。
DeepAR モデルはデフォルトでは、指定された入力パスのファイル拡張子 (.json、.json.gz、または
.parquet) から入力形式を判別します。パスの末尾がこれらの拡張子以外である場合、SDK for Python で
形式を明示的に指定する必要があります。s3_input クラスの content_type パラメータを使用します。
入力ファイルのレコードには、以下のフィールドが含まれています。
• start-次の形式の文字列YYYY-MM-DD HH:MM:SS。開始タイムスタンプにタイムゾーン情報を含める
ことはできません。
• target - 時系列を表す浮動小数点値または整数の配列。欠損値は、null リテラル、JSON の "NaN"
文字列、または Parquet の nan 浮動小数点値としてエンコードできます。
• dynamic_feat (オプション) - カスタムの特徴の時系列 (動的特徴) のベクトルを表す、浮動小数点
値または整数の配列の配列。このフィールドを設定した場合は、すべてのレコードに同じ数の内部配
列 (同じ数の特徴時系列) が含まれている必要があります。さらに、各内部配列は、関連付けられてい
るtargetValueprediction_length。欠損値は特徴ではサポートされません。たとえば、ターゲット
の時系列がさまざまな製品の需要を表す場合、関連付けられた dynamic_feat は、プロモーションが
特定の商品に適用されたか (1) または適用されていないか (0) を示すブール時系列になります。
{"start": ..., "target": [1, 5, 10, 2], "dynamic_feat": [[0, 1, 1, 0]]}

• cat (オプション) - レコードが属するグループをエンコードするために使用できるカテゴリ別特徴の配
列。カテゴリ別特徴は、0 から始まる正の整数のシーケンスとしてエンコードする必要があります。た
とえば、カテゴリ別ドメイン {R, G, B} は {0, 1, 2} としてエンコードできます。各カテゴリ別ドメインの
すべての値が、トレーニングデータセット内で表されている必要があります。これは、DeepAR アルゴ
リズムが、トレーニング中に観察されたカテゴリについてしか予測できないためです。さらに、各カテ
ゴリ別特徴は、次元が embedding_dimension ハイパーパラメータによって制御される低次元空間に
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埋め込まれています。詳細については、「DeepAR ハイパーパラメータ (p. 2000)」を参照してくださ
い。
JSON ファイルを使用する場合は、ファイルが JSON Lines 形式である必要があります。例:
{"start": "2009-11-01 00:00:00", "target": [4.3, "NaN", 5.1, ...], "cat": [0, 1],
"dynamic_feat": [[1.1, 1.2, 0.5, ...]]}
{"start": "2012-01-30 00:00:00", "target": [1.0, -5.0, ...], "cat": [2, 3], "dynamic_feat":
[[1.1, 2.05, ...]]}
{"start": "1999-01-30 00:00:00", "target": [2.0, 1.0], "cat": [1, 4], "dynamic_feat":
[[1.3, 0.4]]}

この例では、各時系列に、関連付けられている 2 つのカテゴリ別特徴と 1 つの時系列特徴があります。
Parquet の場合、同じ 3 つのフィールドを列として使用します。さらに、"start" を datetime 型
として使用できます。Parquet ファイルを圧縮するには、gzip (gzip) または Snappy 圧縮ライブラリ
(snappy) を使用します。
アルゴリズムが cat フィールドと dynamic_feat フィールドなしでトレーニングされる場合、「グロー
バル」モデル、つまり推論時のターゲットの時系列の特定のアイデンティティに依存せず、その形状のみ
による条件付きのモデルを学習します。
モデルが各時系列で提供された cat および dynamic_feat の特徴データの条件付きである場合、予測
は、対応する cat の特徴を持つ時系列の特性の影響を受ける場合があります。たとえば、target の時系
列が衣料品の需要を表す場合は、最初のコンポーネントの品目の種類 (0 = 靴、1 = 衣服など) と、2 番目の
コンポーネントの品目の色 (例: 0 = 赤、1 = 青) をエンコードする 2 次元の cat ベクトルを関連付けるこ
とができます。サンプルの入力は次のようになります。
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [0, 0], ... } # red shoes
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [1, 1], ... } # blue dress

推論時、トレーニングデータで観測された cat の値の組み合わせである、cat の値を持つターゲットの予
測をリクエストできます。次に例を示します。
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [0, 1], ... } # blue shoes
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [1, 0], ... } # red dress

トレーニングデータには以下のガイドラインが適用されます。
• 時系列の開始時刻と長さは異なる場合があります。たとえば、マーケティングでは通常、製品がカタロ
グに掲載される日は異なるため、開始日も異なります。ただし、すべてのシリーズにおいて、頻度やカ
テゴリ別特徴の数、動的特徴の数は同じでなければなりません。
• トレーニングファイルを、ファイル内の時系列の位置に関してシャッフルします。つまり、時系列は
ファイル内でランダムな順序で出現します。
• start フィールドが正しく設定されていることを確認します。アルゴリズムは start タイムスタンプ
を使用して内部の特徴を取得します。
• カテゴリ別特徴 (cat) を使用する場合は、すべての時系列には同じ数のカテゴリ別特徴が含まれている
必要があります。データセットに cat フィールドが含まれている場合、アルゴリズムはそれを使用し
てデータセットからグループの基数を抽出します。デフォルトでは、cardinality は "auto" です。
データセットに cat フィールドが含まれていても、それを使用しないようにするには、無効にするため
に、cardinality を "" に設定します。モデルが特徴 cat を使用してトレーニングされた場合は、推
論のためにそれを含める必要があります。
• データセットに dynamic_feat フィールドが含まれている場合、アルゴリズムはそれを自動的に使用
します。すべての時系列に、同じ数の特徴時系列が含まれている必要があります。各特徴時系列の時
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間ポイントは、対応します one-to-one ターゲットの時点まで。さらに、dynamic_feat フィールドの
エントリは target と同じ長さである必要があります。データセットに dynamic_feat フィールド
が含まれていても、それを使用しないようにするには、無効にするために、num_dynamic_feat を
"" に設定します。モデルが dynamic_feat フィールドを使用してトレーニングされた場合は、推論
のためにこのフィールドを提供する必要があります。さらに各特徴は、提供されたターゲットの長さに
prediction_length を加えた長さである必要があります。つまり、未来の特徴値を提供する必要があ
ります。
オプションのテストチャネルデータを指定した場合、DeepAR アルゴリズムは異なる正確性メトリクスで
トレーニング済みモデルを評価します。アルゴリズムは、テストデータの二乗平均平方根誤差 (RMSE) を
次のように計算します。

ここで、yi,t は時間 t における時系列 i の真の値です。ŷi,t は、平均予測です。合計は、テストセット内の n
個の時系列すべてと、各時系列の最後の T 個の時間ポイントの和です。ここで、T は予測期間に対応しま
す。予測期間の長さを指定するには、prediction_length ハイパーパラメータを設定します。詳細につ
いては、「DeepAR ハイパーパラメータ (p. 2000)」を参照してください。
さらにこのアルゴリズムは、重み付けされた分位損失を使用して予測分布の正確性を評価します。[0, 1] の
範囲にある変位値の場合、重み付けされた分位損失は次のように定義されます。

(τ)

qi,t は、モデルが予測する分布の τ 分位数です。損失を計算する分位数を指定するに
は、test_quantiles ハイパーパラメータを設定します。これらに加えて、規定の分位損失の平均がト
レーニングログの一部として報告されます。詳細については、「DeepAR ハイパーパラメータ (p. 2000)」
を参照してください。
推論のために、DeepAR は JSON 形式と以下のフィールドを受け入れます。
• "instances": JSON Lines 形式の時系列を 1 つ以上含む
• "configuration" の名前: 予測を生成するためのパラメータを含む
詳細については、「DeepAR 推論の形式 (p. 2005)」を参照してください。

DeepAR アルゴリズム使用のベストプラクティス
時系列データを準備するときには、以下のベストプラクティスに従うと、最善の結果を得ることができま
す。
• トレーニングとテストのデータセットを分割する場合を除き、トレーニングとテストのため、および推
論のためにモデルを呼び出す際には、常に時系列全体を提供します。context_length の設定方法に
かかわらず、時系列を分割したり、その一部だけを指定したりしないでください。モデルは、遅延値の
特徴には、context_length に設定された値より遡ったデータポイントを使用します。
• DeepAR モデルを調整するときには、データセットを分割して、トレーニングデータセットとテスト
データセットを作成することができます。典型的な評価では、トレーニングに使用したのと同じ時系
列でモデルをテストしますが、トレーニング中に表示される最後の時間ポイントの直後に続く未来の
prediction_length 時間ポイントでモデルをテストします。この基準を満たすトレーニングデータ
セットとテストデータセットを作成するには、テストセットとしてデータセット全体 (使用可能なすべ
ての時系列の全長) を使用し、トレーニング用に各時系列から最後の prediction_length ポイントを
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削除します。トレーニング中には、モデルはテスト時に評価される時間ポイントのターゲット値を確認
しません。テスト中、アルゴリズムはテストセット内の各時系列の最後の prediction_length ポイ
ントを保留し、予測を生成します。その後、保留した値と予測を比較します。より複雑な評価を作成す
るには、テストセット内で時系列を複数回繰り返しますが、それぞれ異なる終了ポイントで切り捨てま
す。このアプローチにより、精度メトリクスは、さまざまな時間ポイントからの複数の予測で平均化さ
れます。詳細については、「DeepAR モデルを調整する (p. 2004)」を参照してください。
• prediction_length に非常に大きい値 (>400) を使用しないでください。このような値を設定する
と、モデルの速度が遅くなり、精度が低下します。未来の予測をさらに生成するには、より低い頻度で
データを集約することを検討してください。たとえば、1min ではなく 5min を使用します。
• 遅延が使用されるため、モデルは context_length に指定された値より遡って時系列を調べることが
できます。そのため、このパラメータを大きい値に設定する必要はありません。prediction_length
に使用した値から開始することをお勧めします。
• 可能な限り多くの時系列について DeepAR モデルをトレーニングすることをお勧めします。単一の時系
列でトレーニングされた DeepAR モデルも問題なく機能する可能性はありますが、ARIMA や ETS など
の標準的な予測アルゴリズムは、より正確な結果を提供する可能性があります。データセットに関連す
る時系列データが何百も含まれている場合、DeepAR アルゴリズムは標準の方法より優れた性能を発揮
するようになります。DeepAR では現在、すべてのトレーニング時系列にわたって利用可能な観測の総
数が 300 以上であることが要求されます。

DeepAR アルゴリズムの EC2 インスタンスの推奨事項
GPU と CPU インスタンスの両方で､単一および複数マシンの両方の設定で DeepAR をトレーニングでき
ます。1 つの CPU インスタンス (ml.c4.2xlarge や ml.c4.4xlarge など) から開始することをお勧めします。
必要な場合のみ GPU インスタンスと複数マシンに切り替えます。GPU と複数のマシンを使用すると、大
規模モデル (1 レイヤーに多数のセルが含まれ、多数のレイヤーから成る) の場合、および大サイズのミニ
バッチ (たとえば、512 を上回るサイズ) の場合にのみスループットが向上します。
推論のために DeepAR がサポートするのは、CPU インスタンスのみです。
context_length、prediction_length、num_cells、num_layers、または mini_batch_size に
大きな値を指定すると、スモールインスタンスには大きすぎるモデルが作成される可能性があります。こ
の場合は、使用するインスタンスタイプをより大きなものにするか、これらのパラメータの値を小さくし
ます。この問題は、ハイパーパラメータ調整ジョブを実行するときにも頻繁に発生します。その場合は、
モデル調整ジョブに十分な大きさのインスタンスタイプを使用し、重要なパラメータの上限値を制限する
ことを検討して、ジョブの失敗を回避してください。

DeepAR サンプルノートブック
SageMaker DeepAR アルゴリズムをトレーニングするための時系列データセットを準備する方法、および
推論を実行するためにトレーニング済みモデルをデプロイする方法を示すサンプルノートブックについて
は、Time series forecasting with DeepAR - Synthetic data (DeepAR を使用した時系列予測 - 合成データ)
および DeepAR demo on electricity dataset (電気データセットの DeepAR デモ) を参照してください。こ
のサンプルでは、実際のデータセットを対象とした DeepAR の高度な機能を示しています。でサンプル
を実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする手順については
SageMaker「」を参照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)。
ノートブックインスタンスを作成して開いた後、SageMaker 例[] タブをクリックして、すべてのリストを
表示します SageMakerの例。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブを選択し、[Create copy (コ
ピーを作成)] を選択します。

DeepAR アルゴリズムの仕組み
トレーニング中、DeepAR はトレーニングデータセットとオプションのテストデータセットを受け入れま
す。テストデータセットは、トレーニングされたモデルを評価するために使用されます。一般的に、デー
タセットに同じ一連の時系列を含める必要はありません。特定のトレーニングセットでトレーニングさ
れたモデルを使用すると、トレーニングセット内の時系列の今後の予測と他の時系列の予測を生成できま
す。トレーニングデータセットとテストデータセットはどちらも 1 つまたは複数 (可能な場合) のターゲッ
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ト時系列で構成されています。各ターゲット時系列は、必要に応じて特徴時系列のベクトルおよびカテゴ
リ別特徴のベクトルと関連付けることができます。詳細については、「DeepAR アルゴリズムの入出力イ
ンターフェイス (p. 1994)」を参照してください。
次の例は、i によりインデックス付けされたトレーニングセットの要素であり、ターゲット時系列 Zi,t と 2
つの関連する特徴の時系列 Xi,1,t と Xi,2,t から構成されます。

ターゲット時系列には欠損値が含まれている可能性があり、これらは時系列では切れ目で表されていま
す。DeepAR は、未来であると認識されている特徴の時系列のみをサポートします。これにより、「whatif」 シナリオを実行できます。たとえば、商品の価格を何らかの方法で変更した場合はどうなりますか?
各ターゲット時系列は、複数のカテゴリ別特徴に関連付けることもできます。これらの特徴を使用する
と、時系列がどのグループに属するかをエンコードできます。カテゴリ別特徴を使用すると、モデルはグ
ループの典型的な動作を学習できます。これを使用してモデルの精度を高めることができます。DeepAR
はこれを実装するために、グループ内のすべての時系列の共通プロパティをキャプチャする各グループの
埋め込みベクトルを学習します。

DeepAR アルゴリズムでの特徴時系列の仕組み
週末の急増などの時間依存パターンの学習を容易にするために、DeepAR はターゲット時系列の頻度に基
づいて特徴の時系列を自動的に作成します。DeepAR は、このように派生した特徴の時系列を使用するだ
けでなく、トレーニングと推論の間にユーザーが提供するカスタムの特徴の時系列も使用します。次の図
は、派生した 2 つの時系列の特徴を示しています。ui,1,t はその日の時間を表し、ui,2,t はその曜日を表しま
す。

DeepAR アルゴリズムは、これらの時系列データを自動的に生成します。次の表に、サポートされている
基本的な時間頻度で派生する特徴をリストします。
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時系列の頻度

派生する特徴

Minute

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

Hour

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

Day

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

Week

day-of-month, week-of-year

Month

month-of-year

DeepAR は、トレーニングデータセットの各時系列からいくつかのトレーニング例をランダムにサンプリ
ングすることによってモデルをトレーニングします。各トレーニング例は、事前定義された固定長を持つ
一対の隣接コンテキストと予測ウィンドウで構成されています。context_length ハイパーパラメータ
は、どの程度の過去まで遡ってネットワークを調べられるのかを制御し、prediction_length ハイパー
パラメータは、どの程度の未来まで予測を生成できるかを制御します。トレーニング中、アルゴリズムは
指定された予測長より短い時系列を含むトレーニングセット要素を無視します。次の図は、要素 i から抽
出された、コンテキストの長さが 12 時間、予測の長さが 6 時間の 5 つのサンプルを示しています。簡潔
にするために、特徴時系列 xi,1,t と ui,2,t は省略しました。

季節的パターンをキャプチャするために、DeepAR はターゲット時系列から遅延した値も自動的にフィー
ドします。頻度が 1 時間に 1 回の例では、時間インデックス t = T ごとに、モデルは過去約 1、2、3 日に
発生した zi,t の値を公開します。
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トレーニングされたモデルは、推論のために、トレーニング中に使用されたかどうかにかかわらず、
ターゲット時系列を入力として受け取り、それ以降の prediction_length 値の確率分布を予測しま
す。DeepAR はデータセット全体についてトレーニングされるため、予測では同様の時系列から学習した
パターンが考慮されます。
DeepAR の背後にある数学の詳細については、DeepAR: 自己回帰的リカレントネットワークによる確率的
予測。

DeepAR ハイパーパラメータ
Parameter Name

説明

context_length

予測を生成する前にモデルが参照する時間ポイントの数。この
パラメータの値は、prediction_length とほぼ同じである必
要があります。モデルはターゲットからの遅延入力も受信するた
め、context_length は一般的な季節性よりもはるかに小さくなり
ます。たとえば、毎日の時系列が年次的な季節性を持つ場合があり
ます。このモデルには 1 年間の遅延が自動的に含まれるため、コン
テキストの長さは 1 年よりも短くなります。モデルが選択する遅延
値は、時系列の頻度によって異なります。たとえば、毎日の頻度の
遅延値は、前の週、2 週間、3 週間、4 週間、および 1 年です。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

epochs

トレーニングデータへのパスの最大数。最適な値
は、データサイズと学習レートによって異なります。
「early_stopping_patience」も参照してください。通常の値の
範囲は 10 ～ 1000 です。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

prediction_length

モデルが予測するようにトレーニングされる時間ステップの数。予
測地平線とも呼ばれます。トレーニング済みモデルは常にこの長さ
で予測を生成します。それよりも長い予測を生成することはできま
せん。prediction_length は、モデルのトレーニング時に固定さ
れます。後で変更することはできません。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

time_freq

データセット内の時系列の詳細度。time_freq を使用して、適切な
データ機能と遅延を選択します。モデルは、以下の基本的な頻度を
サポートしています。また、これらの基本的な頻度の倍数もサポー
トしています。たとえば、5min は 5 分の頻度を指定します。
• M: 毎月
• W: 毎週
• D: 毎日
• H: 毎時
• min: 毎分
[Required] (必須)
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Parameter Name

説明
有効な値: 整数とそれに続く整数M,W,D,H, または最小。 例:5min。

cardinality

カテゴリ別特徴 (cat) を使用する場合、cardinality は、カテゴ
リ別特徴ごとのカテゴリ (グループ) の数を指定するリストです。
データから基数を推測するには、これを auto に設定します。auto
モードは、データセットにカテゴリ別特徴が使用されていない場合
にも機能します。これはパラメータの推奨設定です。
カテゴリ別特徴がデータに存在する場合でも、DeepAR でそれを使
用しないようにするには、cardinality を ignore に設定します。
追加のデータ検証を実行するには、このパラメータを実際の値に明
示的に設定します。たとえば、2 つのカテゴリ別特徴が提供され、
最初の特徴には可能な値が 2 つ、もう 1 つの特徴には 3 つある場合
は、これを [2, 3] に設定します。
カテゴリ別特徴の使用方法の詳細については、DeepAR のメインド
キュメントページのデータセクションを参照してください。
オプション
有効な値: auto、ignore、正の整数の配列、空の文字列
デフォルト値: auto

dropout_rate

トレーニング時に使用するドロップアウト率。モデルはゾーンアウ
トの正則化を使用します。反復ごとに、隠れニューロンのランダム
なサブセットが更新されることはありません。通常の値の範囲は 0.2
未満です。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 0.1

early_stopping_patience

このパラメータが設定されると、epochs の指定された数内で進捗
が見られない場合にトレーニングが停止します。損失が最も少ない
モデルが最終的なモデルとして返されます。
オプション
有効な値: 整数
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Parameter Name

説明

embedding_dimension

カテゴリ別特徴ごとに学習された埋め込みベクトルのサイズ (アルゴ
リズムはすべてのカテゴリ別特徴に対して同じ値を使用します)。
DeepAR モデルは、カテゴリグループ化機能が提供される場合に、
グループレベルの時系列パターンを学習できます。これを行うため
に、モデルは各グループのサイズ embedding_dimension の埋め
込みベクトルを学習し、グループ内のすべての時系列の共通プロパ
ティをキャプチャします。より大きな embedding_dimension で
あれば、モデルはさらに複雑なパターンをキャプチャできます。た
だし、embedding_dimension が増加するとモデル内のパラメータ
数も増加するため、これらのパラメータを正確に学習するにはさら
に多くのトレーニングデータが必要です。このパラメータの典型的
な値は 10～100 の間にあります。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 10

learning_rate

トレーニングで使用する学習レート。通常の値の範囲は 1e-4 から
1e-1 です。
オプション
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト値: 1e-3

likelihood

モデルは確率予測を生成し、分散の変位値を提供してサンプルを返
すことができます。データによっては、不確実性予測に使用される
適切な尤度 (ノイズモデル) を選択します。次の可能性を選択できま
す。
• ガウシアン: 実数値のデータに使用します。
• ベータ: 0～1 (この値を含みます) の間の実数値のターゲットに使
用します。
• 負の 2 項分布: データ (負ではない整数) の合計に使用します。
• スチューデントの T: 爆発的なデータに対して効果的に機能する、
実数値のデータ向けの代替手段。
• 決定論的-L1: 不確実性を予測せず、ポイント予測のみ学習する損
失関数。
オプション
有効な値: 次のいずれかガウシアン,ベータ,負の 2 項分布,スチューデ
ントの T, または決定論的-L1。
デフォルト値: student-T

2002

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

Parameter Name

説明

mini_batch_size

トレーニング時に使用するミニバッチのサイズ。通常の値の範囲は
32 ～ 512 です。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 128

num_cells

RNN の非表示のレイヤーごとに使用するセルの数。通常の値の範囲
は 30 ～ 100 です。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 40

num_dynamic_feat

データに指定されている dynamic_feat の数。データから動的特徴
の数を推測するには、これを auto に設定します。auto モードは、
データセットに動的特徴が使用されていない場合にも機能します。
これはパラメータの推奨設定です。
動的特徴がデータに存在している場合でも、DeepAR でそれを使用
しないようにするには、num_dynamic_feat を ignore に設定し
ます。
追加のデータ検証を実行するには、このパラメータを実際の整数値
に明示的に設定します。たとえば、動的な特徴が 2 つ提供されてい
る場合は、これを 2 に設定します。
オプション
有効な値: auto、ignore、正の整数、または空の文字列
デフォルト値: auto

num_eval_samples

テスト精度メトリクスを計算するときに時系列ごとに使用されるサ
ンプル数。このパラメータは、トレーニングまたは最終モデルには
影響しません。特に、モデルに対するクエリは、異なるサンプル数
を使用して実行できます。このパラメータは、トレーニング後にテ
ストチャネルで報告された精度スコアのみに影響します。値が小さ
いほど評価は速くなりますが、その場合、評価スコアは一般的に悪
くなり、確実性が低下します。評価時の分位数が大きい場合は (たと
えば、0.95)、評価サンプルの数を増やすことが重要である可能性が
あります。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 100
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Parameter Name

説明

num_layers

RNN の非表示レイヤーの数。通常の値の範囲は 1 ～ 4 です。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 2
テストチャネルで分位損失を計算するための分位数。

test_quantiles

オプション
有効な値: 浮動小数点数の配列
デフォルト値: [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.8, 0.9, 0.8,
0.9

DeepAR モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

DeepAR アルゴリズムによって計算されるメトリクス
DeepAR アルゴリズムは、トレーニング中に計算される 3 つのメトリクスを報告します。モデルを調整す
るときには、目標としてこれらのいずれかを選択します。目標には、提供されたテストチャネルの予測精
度 (推奨) またはトレーニング損失を使用します。DeepAR アルゴリズムのトレーニング/テストの分割に関
する推奨事項については、 DeepAR アルゴリズム使用のベストプラクティス (p. 1996)を参照してくださ
い。
メトリクス名

説明

最適化の方向

test:RMSE

テストセットで計算された予測と実際のターゲッ
ト間の二乗平均平方根誤差。

最小化

テストセットで計算された平均全体分位損失。使
test:mean_wQuantileLoss
用する分位数を制御するには、test_quantiles
ハイパーパラメータを設定します。
train:final_loss

モデルの最後のトレーニングエポックで平均化さ
れた、トレーニングの負の対数尤度損失。

最小化

最小化

DeepAR アルゴリズムの調整可能なハイパーパラメータ
以下のハイパーパラメータを使用して DeepAR モデルを調整します。DeepAR の目標メトリ
クスに最大の影響を持つハイパーパラメータ (最も影響の大きいものから順にリストされる)
は、epochs、context_length、mini_batch_size、learning_rate、および num_cells です。
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Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

epochs

IntegerParameterRanges

MinValue: 1 MaxValue:
1000

context_length

IntegerParameterRanges

MinValue: 1 MaxValue:
200

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 32 MaxValue:
1028

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-5
MaxValue: 1e-1

num_cells

IntegerParameterRanges

MinValue: 30 MaxValue:
200

num_layers

IntegerParameterRanges

MinValue: 1 MaxValue:
8

dropout_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.00
MaxValue: 0.2

embedding_dimension IntegerParameterRanges

MinValue: 1 MaxValue:
50

DeepAR 推論の形式
DeepAR JSON リクエストの形式
モデルのエンドポイントを使用して、トレーニング済みモデルのクエリを実行します。エンドポイントは
次の JSON リクエストの形式になっています。
このリクエストでは、instances フィールドはモデルによって予測されるべき時系列に対応していま
す。
モデルがカテゴリを使用してトレーニングされた場合は、インスタンスごとに cat を指定する必要があり
ます。モデルが cat フィールドなしでトレーニングされた場合は、省略する必要があります。
モデルがカスタム特徴時系列 (dynamic_feat) を使用してトレーニングされた場合は、各インスタン
スに同数の dynamic_feat 値を指定する必要があります。各インスタンスは、length(target) +
prediction_length で算出される長さである必要があります。ここで、最後の prediction_length
値は、予測される未来の時間ポイントに対応します。モデルがカスタム特徴時系列なしでトレーニングさ
れた場合は、フィールドをリクエストに含めないでください。
{

"instances": [
{
"start": "2009-11-01 00:00:00",
"target": [4.0, 10.0, "NaN", 100.0, 113.0],
"cat": [0, 1],
"dynamic_feat": [[1.0, 1.1, 2.1, 0.5, 3.1, 4.1, 1.2, 5.0, ...]]
},
{
"start": "2012-01-30",
"target": [1.0],
"cat": [2, 1],
"dynamic_feat": [[2.0, 3.1, 4.5, 1.5, 1.8, 3.2, 0.1, 3.0, ...]]
},
{
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"start": "1999-01-30",
"target": [2.0, 1.0],
"cat": [1, 3],
"dynamic_feat": [[1.0, 0.1, -2.5, 0.3, 2.0, -1.2, -0.1, -3.0, ...]]

}

}
],
"configuration": {
"num_samples": 50,
"output_types": ["mean", "quantiles", "samples"],
"quantiles": ["0.5", "0.9"]
}

configuration フィールドはオプションです。configuration.num_samples は、平均と分位数を
推定するためにモデルが生成するサンプルパスの数を設定します。configuration.output_types
は、リクエストで返される情報を記述します。有効な値は、"mean"、"quantiles"、"samples" で
す。"quantiles" を指定すると、configuration.quantiles のそれぞれの変位値は時系列として返
されます。"samples" を指定した場合、モデルは、他の出力を計算するために使用した未加工サンプル
も返します。

DeepAR JSON のレスポンス形式
以下はレスポンスの形式です。ここで、[...] は数字の配列です。
{

}

"predictions": [
{
"quantiles": {
"0.9": [...],
"0.5": [...]
},
"samples": [...],
"mean": [...]
},
{
"quantiles": {
"0.9": [...],
"0.5": [...]
},
"samples": [...],
"mean": [...]
},
{
"quantiles": {
"0.9": [...],
"0.5": [...]
},
"samples": [...],
"mean": [...]
}
]

DeepAR のレスポンスのタイムアウトは 60 秒です。単一のリクエストで複数の時系列を渡すと、予測
は順次生成されます。各時系列の予測には通常、モデルのサイズに応じて約 300 ～ 1000 ミリ秒以上か
かるため、1 回の要求であまりにも多くの時系列を渡すと、タイムアウトが生じる可能性があります。
リクエストごとに送信する時系列を少なくして、送信するリクエストの数を増やすことをお勧めしま
す。DeepAR アルゴリズムはインスタンスごとに複数のワーカーを使用するため、複数のリクエストを並
行して送信することで、はるかに高いスループットを達成できます。
デフォルトでは、CPU ごとに十分なメモリがある場合、DeepAR は推論のために CPU ごとに
1 つのワーカーを使用します。モデルが大きく、各 CPU でモデルを実行するのに十分なメモリ
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がない場合は、ワーカーの数が削減されます。推論に使用されるワーカーの数は、環境変数を使
用して上書きできますMODEL_SERVER_WORKERSたとえば、設定することで以下のようになりま
すMODEL_SERVER_WORKERS=1) の呼び出し時の SageMaker CreateModelAPI。

DeepAR アルゴリズムを使用したバッチ変換
DeepAR の予測は、JSON Lines 形式を使用したデータのバッチ変換による推論の取得をサポートしま
す。この形式では、各レコードは JSON オブジェクトとして 1 行で表され、各行は改行文字で区切ら
れます。形式は、モデルのトレーニングに使用される JSON Lines 形式と同じです。詳細については、
「DeepAR アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 1994)」を参照してください。例:
{"start": "2009-11-01 00:00:00", "target": [4.3, "NaN", 5.1, ...], "cat": [0, 1],
"dynamic_feat": [[1.1, 1.2, 0.5, ..]]}
{"start": "2012-01-30 00:00:00", "target": [1.0, -5.0, ...], "cat": [2, 3], "dynamic_feat":
[[1.1, 2.05, ...]]}
{"start": "1999-01-30 00:00:00", "target": [2.0, 1.0], "cat": [1, 4], "dynamic_feat":
[[1.3, 0.4]]}

Note
変換ジョブを CreateTransformJob で作成する場合は、BatchStrategy の値を
SingleRecord に設定し、TransformInput 設定の SplitType の値を Line に設定してくだ
さい。そうしないと、現在のデフォルト値ではランタイムエラーが発生します。
ホストエンドポイント推論リクエスト形式と同様に、以下の両方に該当する場合は、各インスタンスに
cat フィールドと dynamic_feat フィールドが必要です。
• モデルは、cat フィールドと dynamic_feat フィールドの両方を含むデータセットに関してトレーニ
ングされている。
• トレーニングジョブで使用される対応する cardinality 値と num_dynamic_feat 値が、"". に設定
されていない。
ホストエンドポイントの推論とは異なり、設定フィールドは、DEEPAR_INFERENCE_CONFIG という名
前の環境変数を使用して、バッチ推論ジョブ全体に対して 1 回設定されます。CreateTransformJob
API を呼び出してモデルを作成するときに、DEEPAR_INFERENCE_CONFIG の値を渡すことができま
す。DEEPAR_INFERENCE_CONFIG がコンテナ環境で欠落している場合、推論コンテナは次のデフォルト
を使用します。
{

}

"num_samples": 100,
"output_types": ["mean", "quantiles"],
"quantiles": ["0.1", "0.2", "0.3", "0.4", "0.5", "0.6", "0.7", "0.8", "0.9"]

出力も JSON Lines 形式であり、各予測が 1 行で表され、対応する入力ファイルのインスタンスの順序と
同じ順序で配置されます。予測は、オンライン推論モードのレスポンスによって返されるオブジェクトと
同じオブジェクトとしてエンコードされます。例:
{ "quantiles": { "0.1": [...], "0.2": [...] }, "samples": [...], "mean": [...] }

次の点に注意してくださいTransformInputの構成 SageMaker CreateTransformJobリクエストクラ
イアントは明示的にAssembleWithValueLineデフォルト値Noneは、すべての JSON オブジェクトを同
じ行に連結します。
たとえば、以下はです SageMaker CreateTransformJobカスタムのを持つ DeepAR ジョブをリクエス
トするDEEPAR_INFERENCE_CONFIG:
{
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}

"BatchStrategy": "SingleRecord",
"Environment": {
"DEEPAR_INFERENCE_CONFIG" : "{ \"num_samples\": 200, \"output_types\": [\"mean\"] }",
...
},
"TransformInput": {
"SplitType": "Line",
...
},
"TransformOutput": {
"AssembleWith": "Line",
...
},
...

教師なし組み込み SageMaker アルゴリズム¶
アマゾン SageMaker には、クラスタリング、次元削減、パターン認識、異常検出など、さまざまな教師
なし学習タスクに使用できる組み込みアルゴリズムがいくつか用意されています。
• IP Insights (p. 2009) - IPv4 アドレスの使用パターンを学習します。このアルゴリズムは、IPv4 アドレ
スと、ユーザー ID やアカウント番号などの各種エンティティとの間の関連付けをキャプチャするように
設計されています。
• K-Means アルゴリズム (p. 2018) - 1 つのグループのメンバーができるだけ互いに類似し、他のグループ
のメンバーとできるだけ異なる離散グループをデータ内に見つけます。
• 主成分分析法 (PCA) アルゴリズム (p. 2026) - データポイントを最初のいくつかの主成分に射影するこ
とにより、データセット内の次元 (特徴の数) を縮退させます。目的は、できるだけ多くの情報やバリ
エーションを保持することです。数学者の場合、主成分はデータの共分散行列の固有ベクトルです。
• ランダムカットフォレスト (RCF) アルゴリズム (p. 2030) - その他の高度に構造化またはパターン化さ
れたデータとは異なるデータセット内の異常なデータポイントを検出します。

アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

IP Insights

トレーニン
グ、および
(オプション
で) 検証

File

CSV

CPU または
GPU

はい

K-Means

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU または いいえ
GPUCommon
(1 つ以上の
インスタン
ス上の単一
の GPU デバ
イス)

PCA

トレーニン
グおよび (オ
プションで)
テスト

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

GPU または
CPU

はい

ランダム
カットフォ
レスト

トレーニン
グおよび (オ

ファイルま
たはパイプ

recordIOprotobuf ま
たは CSV

CPU

はい
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アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

プションで)
テスト

IP Insights
アマゾン SageMaker IP Insights は、IPv4 アドレスの使用パターンを学習する教師なし学習アルゴリズム
です。このアルゴリズムは、IPv4 アドレスと、ユーザー ID やアカウント番号などの各種エンティティと
の間の関連付けをキャプチャするように設計されています。たとえば、異常な IP アドレスからウェブサー
ビスにログインしようとしているユーザーを識別するために使用できます。あるいは、異常な IP アドレス
からコンピューティングリソースを作成しようとしているアカウントを識別するために使用することもで
きます。トレーニング済みの IP Insight モデルは、リアルタイムの予測を行うためにエンドポイントでホ
ストしたり、バッチ変換の処理で使用したりできます。
SageMaker IP Insights は、履歴データを (エンティティ、IPv4 アドレス) のペアとして取り込み、各エン
ティティの IP 使用パターンを学習します。(エンティティ、IPv4 アドレス) イベントを使用してクエリが
実行されると、クエリが実行されると、そのイベントのクエリが実行されると、 SageMaker IP Insights モ
デルは、そのイベントのパターンがどの程度異常であるかを推測するスコアを返します。たとえば、ユー
ザーが IP アドレスからログインしようとしたときに、IP Insights のスコアが十分に高ければ、ウェブロ
グインサーバーは多要素認証システムの起動を決定する可能性があります。より高度なソリューションで
は、IP Insights のスコアを他の機械学習モデルに取り込むことができます。たとえば、IP Insight スコアを
他の機能と組み合わせて、次のような別のセキュリティシステムの結果をランク付けできます。アマゾン
GuardDuty。
- SageMaker IP Insights アルゴリズムは、IP アドレスのベクトル表現も学習できます。埋め。ベクトルと
してエンコードされた埋め込みを、IP アドレスで観測された情報を使用するダウンストリームの機械学習
タスクの特徴として使用することができます。たとえば、クラスタリングに含まれる IP アドレス間の類似
性を測定するタスクや、視覚化タスクなどに使用できます。
トピック
• IP Insights アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 2009)
• IP Insights アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 2010)
• IP Insights サンプルノートブック (p. 2011)
• IP Insights の仕組み (p. 2011)
• IP Insights ハイパーパラメータ (p. 2012)
• IP Insights モデルを調整する (p. 2014)
• IP Insights データ形式 (p. 2016)

IP Insights アルゴリズムの入出力インターフェイス
トレーニングおよび検証
- SageMaker IP Insights アルゴリズムは、トレーニングと検証のデータチャネルをサポートします。オプ
ションの検証チャネルを使用して area-under-curve 定義済みのネガティブ・サンプリング・ストラテジー
の（AUC）スコア。AUC メトリクスは、モデルが正のサンプルと負のサンプルをどの程度区別している
かを検証します。トレーニングおよび検証データのコンテンツタイプは、text/csv 形式である必要があ
ります。CSV データの最初の列は、エンティティの一意の識別子を提供する不透明な文字列です。2 列目
は、ドット区切りの 10 進数表記の IPv4 アドレスです。IP Insights は現在、ファイルモードのみをサポー
トしています。詳細および例については、IP Insights トレーニングデータの形式 (p. 2016)を参照してくだ
さい。
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推論
IP Insights は推論のために、text/csv、application/json、および application/jsonlines デー
タコンテンツタイプをサポートします。 SageMaker から提供される推論に共通するデータ形式の詳細に
ついては、推論の共通データ形式 (p. 1840)を参照してください。IP Insights 推論は、application/
json または application/jsonlines として形式設定された出力を返します。出力データの各レコー
ドには、各入力データポイントに対応する dot_product (または互換性スコア) が含まれています。詳細
および例については、IP Insights 推論データの形式 (p. 2016)を参照してください。

IP Insights アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
- SageMaker IP Insights アルゴリズムは、GPU インスタンスと CPU インスタンスの両方で実行できま
す。トレーニングジョブの場合は、GPU インスタンスを使用することをお勧めします。ただし、大規模な
トレーニングデータセットを使用する特定のワークロードでは、分散型の CPU インスタンスを使用する
と、トレーニングコストを削減できる可能性があります。推論の場合は、CPU インスタンスを使用するこ
とをお勧めします。IP Insights は、P2、P3、G4dn、および G5 GPU ファミリをサポートします。

IP Insights アルゴリズムの GPU インスタンス
IP Insights は、使用可能な GPU をすべてサポートします。トレーニングを加速させる必要がある場合
は、ml.p3.2xlarge などの単一 GPU インスタンスから始めて、ml.p3.8xlarge や ml.p3.16xlarge などのマル
チ GPU 環境に移行することをお勧めします。マルチ GPU は、ミニバッチのトレーニングデータを自動的
に分割します。単一の GPU から複数の GPU に切り替えると、mini_batch_size が、使用される GPU
の数だけ均等に分割されます。これを補うために、mini_batch_size の値を大きくすることをお勧めし
ます。

IP Insights アルゴリズムの CPU インスタンス
お勧めする CPU インスタンスのタイプは、インスタンスの使用可能なメモリとモデルのサイズによっ
て大きく異なります。モデルサイズは、vector_dim と num_entity_vectors の 2 つのハイパー
パラメータによって決まります。サポートされる最大モデルサイズは 8 GB です。次の表に、さま
ざまなモデルサイズの入力パラメータに基づいてデプロイする一般的な EC2 インスタンスのタイプ
をリストしてあります。表 1 で、最初の列の vector_dim の値は 32～2048 の範囲で、最初の行の
num_entity_vectors の値は 10,000～50,00,000 の範囲です。
10,000
50,000
vector_dim
\
num_entity_vectors.

100,000

500,000

1,000,000 5,000,000 10,000,000 50,000,000

32

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.xlarge
ml.m5.2xlarge
ml.m5.4xlarge

64

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.2xlarge
ml.m5.2xlarge

128

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.2xlarge
ml.m5.4xlarge

256

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.xlarge
ml.m5.4xlarge

512

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.2xlarge

1024

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.xlarge
ml.m5.4xlarge

2048

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.xlarge
ml.m5.xlarge

mini_batch_size、num_ip_encoder_layers、random_negative_sampling_rate、および
shuffled_negative_sampling_rate ハイパーパラメータの値も、必要なメモリ量に影響します。こ
れらの値が大きい場合は、通常よりも大きいインスタンスタイプを使用しなければならない可能性があり
ます。
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IP Insights サンプルノートブック
トレーニングの仕方を示すサンプルノートについては SageMaker IP Insights アルゴリズムとそれを使
用して推論を実行するには、の概要 SageMakerIP Insights アルゴリズム。 SageMaker でサンプルの実
行に使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法については、「Amazon
SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)」を参照してください。ノートブックインスタ
ンスを作成したら、SageMaker 例タブをクリックすると、すべてのリストが表示されます SageMaker の
例。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブを選択し、[Create copy (コピーを作成)] を選択しま
す。

IP Insights の仕組み
アマゾン SageMaker IP Insights は、エンティティを IP アドレスに関連付ける (エンティティ、IPv4 アド
レス) のペア形式の観測データを消費する、教師なしアルゴリズムです。IP Insights は、エンティティと
IP アドレスの両方の潜在的なベクトル表現を学習することによって、エンティティが特定の IP アドレス
を使用する可能性がどれほど高いのかを判別します。これら 2 つの表現の間の距離は、この関連付けにど
の程度の可能性があるかを示すプロキシとして機能します。
IP Insights アルゴリズムは、ニューラルネットワークを使用して、エンティティと IP アドレスの潜在的な
ベクトル表現を学習します。エンティティはまず、大規模な固定ハッシュ空間にハッシュされ、次に単純
な埋め込みレイヤーによってエンコードされます。ユーザー名やアカウント ID などの文字列は、ログファ
イルに表示されるとおりに IP Insights に直接入力できます。エンティティ識別子のデータを前処理する
必要はありません。トレーニング中にも推論中にもエンティティを任意の文字列値として提供できます。
ハッシュサイズは、異なるエンティティが同じ潜在ベクトルにマッピングされたときに発生する衝突の数
が重要でないことを保証できるだけの十分高い値に設定する必要があります。適切なハッシュサイズを選
択する方法の詳細については、Feature Hashing for Large Scale Multitask Learning (大規模マルチタスク学
習の特徴ハッシュ) を参照してください。一方、IP アドレスについては、IP Insights は特別に設計された
エンコーダーネットワークを使用し、IP アドレスのプレフィックス構造を利用して、各 IPv4 アドレスを
一意に表します。
IP Insights はトレーニング中、エンティティと IP アドレスをランダムにペアにして、負のサンプルを自
動的に生成します。これらの負のサンプルは、実際には発生する可能性の低いデータを表します。モデ
ルは、トレーニングデータで観察された正のサンプルと、生成された負のサンプルとを区別するようにト
レーニングされます。具体的には、モデルは次のように定義される交差エントロピー (ログの損失とも呼
ばれる) を最小限に抑えるようにトレーニングされます。

yn は、サンプルが観測データを管理する実分布から取得されたものか (yn=1)、負のサンプルを生成する分
布から取得されたものか (yn=0) を示すラベルです。pn は、サンプルが実分布から取得したものである確率
であり、モデルによって予測されます。
負のサンプルの生成は、観測データの正確なモデルを実現するために使用される重要なプロセスです。
たとえば、負のサンプルの IP アドレスがすべて 10.0.0.0 である場合など、負のサンプルの可能性が
非常に低い場合、モデルは負のサンプルの区別を自明な方法で学習し、実際の観測データセットを正
確に特徴付けることができません。負のサンプルの現実性を高く保つために、IP Insights は IP アドレ
スをランダムに生成し、トレーニングデータから IP アドレスをランダムに選択することによって、負
のサンプルを生成します。負のサンプリングのタイプと負のサンプルを生成するレートを設定するに
は、random_negative_sampling_rate および shuffled_negative_sampling_rate ハイパーパ
ラメータを使用します。
n 番目の (エンティティ、IP アドレスのペア) が提供されると、IP Insights モデルは、エンティティと IP
アドレスとの互換性を示すスコア Sn を出力します。このスコアは、実際の分布から取得したペア (エン
ティティ, IP アドレス) を、負の分布から取得したペアと比較することで得られる、対数オッズ比に対応し
ます。これは次のように定義されます。
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スコアは基本的に、n 番目のエンティティと IP アドレスのベクトル表現間の類似性の尺度です。これは、
ランダムに生成されたデータセットのイベントより現実のイベントを観察する方がどれほど可能性が高い
かを示していると解釈することができます。トレーニング中に、アルゴリズムはこのスコアを使用して、
実分布 pn から取得したサンプルである確率の推定値を計算し、交差エントロピー最小化で使用します。

IP Insights ハイパーパラメータ
CreateTransformJob リクエストで、トレーニングアルゴリズムを指定します。アルゴリズム固有のハ
イパーパラメータを次のように指定することもできます。 string-to-string マップ。次の表に、Amazon の
ハイパーパラメータを示します。 SageMaker IP インサイトアルゴリズム。
Parameter Name

説明

num_entity_vectors

トレーニングするエンティティベクトル表現 (エンティティ
埋め込みベクトル) の数。トレーニングセット内の各エン
ティティは、ハッシュ関数を使用してこれらのベクトルの 1
つにランダムに割り当てられます。ハッシュ衝突のために、
複数のエンティティが同じベクトルに割り当てられる可能性
があります。この場合、同じベクトルが複数のエンティティ
を表します。衝突率がそれほど高くない限り、これは一般的
にモデルのパフォーマンスにはほとんど影響しません。衝突
率を低く保つには、この値をできるだけ高く設定します。た
だし、モデルサイズ、つまりトレーニングと推論の両方にお
けるメモリ要件は、このハイパーパラメータに比例して直線
的に拡大します。この値は、一意のエンティティ識別子の数
の 2 倍に設定することをお勧めします。
[Required] (必須)
有効な値: 1 ≤ 正の整数 ≤ 250,000,000

vector_dim

エンティティと IP アドレスを表す埋め込みベクトルのサイ
ズ。値が大きいほど、これらの表現を使用してエンコードで
きる情報が多くなります。実際には、モデルサイズはこのパ
ラメータに比例して線形的に拡大し、ディメンションの大き
さを制限することができます。さらに、使用するベクトル表
現が大きすぎると、特に小さなトレーニングデータセットの
場合は、モデルが過剰適合となる可能性があります。過剰適
合が発生するのは、モデルがデータ内のパターンを学習して
いないが、トレーニングデータを効果的に記憶していること
により、一般化できず推論中のパフォーマンスが低下する場
合です。推奨値は 128 です。
[Required] (必須)
有効な値: 4 ≤ 正の整数 ≤ 4096

batch_metrics_publish_interval

Apache MXNet Speedometer 関数がネットワークのトレー
ニング速度 (サンプル数/秒) を出力する間隔 (X バッチご
と)。
オプション
有効な値: 正の整数 ≥ 1
デフォルト値: 1,000
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Parameter Name

説明

epochs

トレーニングデータへのパスの数。最適な値は、データサ
イズと学習レートによって異なります。通常の値の範囲は 5
～ 100 です。
オプション
有効な値: 正の整数 ≥ 1
デフォルト値: 10

learning_rate

オプティマイザの学習レート。IP インサイトは gradientdescent-based アダムオプティマイザ。学習レートは、ス
テップサイズを効果的に制御して、各反復でモデルパラメー
タを更新します。学習レートが高すぎると、トレーニングが
最小値を上回る可能性があるため、モデルが発散する可能性
があります。一方、学習レートが低すぎると収束が遅くなり
ます。通常の値の範囲は 1e-4 から 1e-1 です。
オプション
有効な値: 1e-6 ≤ 浮動小数点数 ≤ 10.0
デフォルト値: 0.001

mini_batch_size

各ミニバッチ内の例の数。トレーニング手順では、データ
をミニバッチ単位で処理します。最適な値は、データセット
内の一意のアカウント識別子の数に応じて異なります。一
般的に、大きいほどmini_batch_size、トレーニングが速
ければ速いほど、可能な回数が増えます shuffled-negativesample 組み合わせ。ただし、mini_batch_size が大きい
と、トレーニングは不十分な極小値に収束し、推論に関する
パフォーマンスが比較的低くなる可能性があります。
オプション
有効な値: 1 ≤ 正の整数 ≤ 500000
デフォルト値: 10,000

num_ip_encoder_layers

IP アドレスの埋め込みをエンコードするために使用された
完全接続レイヤーの数。レイヤーの数が多いほど、IP アド
レス間のパターンをキャプチャするモデルの能力が高まりま
す。ただし、多数のレイヤーを使用すると、過剰適合が起き
る可能性が高くなります。
オプション
有効な値: 0 ≤ 正の整数 ≤ 100
デフォルト値: 1
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Parameter Name

説明

random_negative_sampling_rate

入力例ごとに生成されるランダムな負のサンプルの数 R。
トレーニング手順は、モデルのベクトル表現が折りたたま
れて単一点になるのを防ぐ目的で、負のサンプルに依存し
ます。ランダムな負のサンプリングは、ミニバッチ内の各
入力アカウントに対して R 個のランダム IP アドレスを生成
します。の合計random_negative_sampling_rate(R)
とshuffled_negative_sampling_rate(S) は次の間隔
内になければなりません。1 ≤ R + S ≤ 500。
オプション
有効な値: 0 ≤ 正の整数 ≤ 500
デフォルト値: 1

shuffled_negative_sampling_rate

入力例ごとに生成される、シャッフルされた負のサン
プルの数 S。トレーニングデータ自体からランダムに抽
出された、より現実的な負のサンプルを使用する方が
役立つ場合もあります。この種の負のサンプリングを
実現するには、ミニバッチ内でデータをシャッフルし
ます。シャッフルされた負のサンプリングは、ミニバッ
チ内で IP アドレスとアカウントの組み合わせをシャッ
フルすることによって S 個の負の IP アドレスを生成し
ます。の合計random_negative_sampling_rate(R)
とshuffled_negative_sampling_rate(S) は次の間隔
内になければなりません。1 ≤ R + S ≤ 500。
オプション
有効な値: 0 ≤ 正の整数 ≤ 500
デフォルト値: 1

weight_decay

重み減衰係数。このパラメータは、モデルによるトレーニン
グデータの過剰適合を回避するために必要な L2 正則化係数
を追加します。
オプション
有効な値: 0.0 ≤ 浮動小数点数 ≤ 10.0
デフォルト値: 0.00001

IP Insights モデルを調整する
ハイパーパラメータ調整とも呼ばれるモデル自動調整は、モデルの最適なバージョンを見つけるために、
データセットに対してさまざまなハイパーパラメータをテストする多数のジョブを実行します。調整可能
なハイパーパラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算
するメトリクスから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを
検索して、目標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。
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IP Insights アルゴリズムによって計算されたメトリクス
アマゾン SageMaker IP Insights アルゴリズムは、IP アドレスとエンティティ間の関連付けを学習する教
師なし学習アルゴリズムです。このアルゴリズムは、観測されたデータポイント (正のサンプル) をラン
ダムに生成されたデータポイント (負のサンプル) と区別することを学習する識別子モデルをトレーニング
します。IP Insights の自動モデル調整は、ラベルなしの検証データと自動的に生成された負のサンプルを
最も正確に区別できるモデルを見つけるのに役立ちます。検証データセットのモデル精度は、受信者動作
特性曲線下面積によって測定されます。この validation:discriminator_auc メトリクスは、0.0 ～
1.0 の値をとることができます。ここで、1.0 は完全な精度を示します。
IP Insights アルゴリズムは、検証時に validation:discriminator_auc メトリクスを計算します。そ
の値は、ハイパーパラメータ調整を最適化する目標関数として使用されます。
メトリクス名

説明

最適化の方向

検証データセットの受信者動作特性曲線の下の領
validation:discriminator_auc
域。検証データセットはラベル付けされません。
曲線下面積 (AUC) は、検証データポイントとラン
ダムに生成されたデータポイントを区別するモデ
ルの能力を表すメトリクスです。

最大化

調整可能な IP Insights ハイパーパラメータ
次のハイパーパラメータを調整できます。 SageMaker IP インサイトアルゴリズム。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

epochs

IntegerParameterRange

MinValue: 1、
MaxValue: 100

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-4、1e-4
MaxValue: 0.1

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 100、
MaxValue: 50000

num_entity_vectors

IntegerParameterRanges

MinValue:
10000、10000
MaxValue: 1000000

IntegerParameterRanges
num_ip_encoder_layers

MinValue: 1、
MaxValue: 10

IntegerParameterRanges
random_negative_sampling_rate

MinValue: 0、
MaxValue: 10

IntegerParameterRanges
shuffled_negative_sampling_rate

MinValue: 0、
MaxValue: 10

vector_dim

IntegerParameterRanges

MinValue: 8、
MaxValue: 256

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0、0.0、
MaxValue: 1.0
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IP Insights データ形式
このセクションでは、トレーニング中および推論中に IP Insights アルゴリズムによって使用される入力お
よび出力データ形式の例を示します。
トピック
• IP Insights トレーニングデータの形式 (p. 2016)
• IP Insights 推論データの形式 (p. 2016)

IP Insights トレーニングデータの形式
以下は、IP Insights アルゴリズムで使用可能なデータ入力形式です。アマゾン SageMaker 組み込みアルゴ
リズムは、「」で説明している一般的な入力トレーニング形式に従います。トレーニングの共通データ形
式 (p. 1836)。ただし、 SageMaker IP Insights アルゴリズムは現在、CSV データ入力形式のみをサポート
しています。

IP Insights トレーニングデータ入力の形式
INPUT: CSV
CSV ファイルには列が 2 つ含まれている必要があります。最初の列は、エンティティの一意の識別子に対
応する不透明な文字列です。2 番目の列は、エンティティのアクセスイベントの IPv4 アドレス (ドット区
切りの 10 進数表記) です。
content-type: text/csv
entity_id_1, 192.168.1.2
entity_id_2, 10.10.1.2

IP Insights 推論データの形式
以下は、IP Insights アルゴリズムで使用可能な入出力形式です。アマゾン SageMaker 組み込みアルゴリズ
ムは、「」で説明している一般的な入力推論形式に従います。推論の共通データ形式 (p. 1840)。ただし、
SageMaker IP Insights アルゴリズムは現在、RecordIO 形式をサポートしていません。

IP Insights 入力リクエストの形式
INPUT: CSV 形式
CSV ファイルには列が 2 つ含まれている必要があります。最初の列は、エンティティの一意の識別子に対
応する不透明な文字列です。2 番目の列は、エンティティのアクセスイベントの IPv4 アドレス (ドット区
切りの 10 進数表記) です。
content-type: text/csv
entity_id_1, 192.168.1.2
entity_id_2, 10.10.1.2

INPUT: JSON 形式
JSON データは、さまざまな形式で提供できます。IP Insights は、その共通に従います SageMaker 形式。
推論形式の詳細については、推論の共通データ形式 (p. 1840)を参照してください。
content-type: application/json
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{

}

"instances": [
{"data": {"features": {"values": ["entity_id_1", "192.168.1.2"]}}},
{"features": ["entity_id_2", "10.10.1.2"]}
]

INPUT: JSONLINES 形式
JSON Lines コンテンツタイプは、バッチ変換ジョブを実行する際に役立ちます。詳細については、
「」を参照してください。 SageMaker 推論フォーマット、を参照してください推論の共通データ形
式 (p. 1840)。バッチ変換ジョブの実行の詳細については、バッチ変換の使用 (p. 2712)を参照してくださ
い。
content-type: application/jsonlines
{"data": {"features": {"values": ["entity_id_1", "192.168.1.2"]}}},
{"features": ["entity_id_2", "10.10.1.2"]}]

IP Insights 出力レスポンスの形式
出力: JSON レスポンスの形式
のデフォルト出力は SageMaker IPインサイトアルゴリズムはdot_product入力エンティティと
IP アドレスの間。dot_product は、モデルが考慮するエンティティと IP アドレスの互換性を示しま
す。dot_product は無制限です。イベントが異常かどうかを予測するには、定義した分布に基づいてし
きい値を設定する必要があります。使用方法についてはdot_product異常検出については、「」を参照し
てください。の概要 SageMakerIP Insights アルゴリズム。
accept: application/json
{

}

"predictions": [
{"dot_product": 0.0},
{"dot_product": 2.0}
]

上級ユーザーは、Accept の見出しに追加の content-type パラメータ verbose=True を指定することで、
モデルの学習済みエンティティおよび IP 埋め込みにアクセスできます。モデルのデバッグ、視覚化、およ
び理解には、entity_embedding と ip_embedding を使用できます。さらに、分類やクラスタリング
などの他の機械学習手法でこれらの埋め込みを使用できます。
accept: application/json;verbose=True
{

"predictions": [
{
"dot_product": 0.0,
"entity_embedding": [1.0, 0.0, 0.0],
"ip_embedding": [0.0, 1.0, 0.0]
},
{
"dot_product": 2.0,
"entity_embedding": [1.0, 0.0, 1.0],
"ip_embedding": [1.0, 0.0, 1.0]
}
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}

]

出力: JSONLINES レスポンスの形式
accept: application/jsonlines
{"dot_product": 0.0}
{"dot_product": 2.0}

accept: application/jsonlines; verbose=True
{"dot_product": 0.0, "entity_embedding": [1.0, 0.0, 0.0], "ip_embedding": [0.0, 1.0, 0.0]}
{"dot_product": 2.0, "entity_embedding": [1.0, 0.0, 1.0], "ip_embedding": [1.0, 0.0, 1.0]}

K-Means アルゴリズム
K-means は、教師なしの学習アルゴリズムです。これは、1 つのグループのメンバーができるだけ類似
し、他のグループのメンバーとできるだけ異なる離散グループをデータ内に見つけようとします。類似度
を決定するためにアルゴリズムで使用する属性を定義します。
アマゾン SageMaker Web スケール k-means クラスタリングアルゴリズムの修正版を使用します。オリ
ジナルバージョンのアルゴリズムの比較、Amazonで使用していたバージョン。 SageMaker より正確で
す。オリジナルのアルゴリズムと同様に、大規模なデータセットにスケールでき、トレーニング時間を改
善します。これを行うために、Amazonが使用しているバージョン SageMaker トレーニングデータのミ
ニバッチ (小さいランダムなサブセット) をストリーミングします。ミニバッチ k-means の詳細について
は、Web-scale k-means Clustering (ウェブスケールの k-means クラスタリング) を参照してください。
k-means アルゴリズムは表形式のデータを想定します。表の行はクラスタリングする観測値を表し、列
は観測値の属性を表します。各行の n 属性は n 次元空間のポイントを表します。これらのポイント間の
ユークリッド距離は、対応する観測値の類似度を表します。アルゴリズムは、類似する属性値で観測値を
グループ化します (これらの観測値に対応するポイントが近づきます)。Amazon でのk-means の仕組みの
詳細については、Amazon でのk-means の仕組みの詳細については、 SageMaker、... を参照してくださ
い。K-Means クラスタリングの仕組み (p. 2019)。
トピック
• k-means アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 2018)
• k-means アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 2019)
• k-means サンプルノートブック (p. 2019)
• K-Means クラスタリングの仕組み (p. 2019)
• K-Means ハイパーパラメータ (p. 2022)
• k-means モデルを調整する (p. 2024)
• k-means のレスポンス形式 (p. 2025)

k-means アルゴリズムの入出力インターフェイス
トレーニングの場合、k-means アルゴリズムは、データがトレーニングチャネル
(S3DataDistributionType=ShardedByS3Key を推奨) と、データをスコアリングするオプションのテ
ストチャネル (S3DataDistributionType=FullyReplicated を推奨) で提供されることを想定しま
す。トレーニングでは recordIO-wrapped-protobuf と CSV の両方の形式がサポートされます。ファ
イルモードまたはパイプモードを使用すると、recordIO-wrapped-protobuf または CSV の形式の
データについてモデルをトレーニングできます。
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推論の場合は、text/csv、application/json、および application/x-recordio-protobuf がサ
ポートされます。k-means は、観測値ごとに closest_cluster ラベルと distance_to_cluster を
返します。
入出力ファイル形式の詳細については、k-means のレスポンス形式 (p. 2025) (推論の場合) およびkmeans サンプルノートブック (p. 2019)を参照してください。k-means アルゴリズムは、トレーニング
セットがラベル付きの「バッグ」で構成されている複数インスタンスの学習をサポートしていません。各
バッグはラベルなしのインスタンスの集合です。

k-means アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
k-means は CPU インスタンスでトレーニングすることをお勧めします。GPU インスタンスでトレーニン
グすることはできますが、インスタンスごとに 1 つの GPU しか使用されないため、GPU トレーニング
はシングル GPU インスタンス (ml.g4dn.xlarge など) に限定する必要があります。k-means アルゴリズム
は、トレーニングと推論用の P2、P3、G4dN、G5 インスタンスをサポートします。

k-means サンプルノートブック
を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker 主成分分析で識別された属性を基準に米国の郡の人
口をセグメント化するK-means アルゴリズム、「」を参照してください。Amazon を使用して米国国勢調
査データを人口セグメンテーションで分析 SageMaker。でサンプルを実行するために使用できる Jupyter
ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法の詳細については、以下の説明を参照してくだ
さい。 SageMaker、... を参照してください。Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用す
る (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いたら、次のいずれかを実行します。SageMaker
例タブをクリックして、すべてのリストを表示します。 SageMaker サンプル。ノートブックを開くに
は、その [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピーを作成)] を選択します。

K-Means クラスタリングの仕組み
K-means は、類似するオブジェクトをグループ化するモデルをトレーニングするアルゴリズムです。kmeans アルゴリズムは、入力データセットの各観測値を n 次元空間 (n は観測値の属性の数) 内のポイント
にマッピングすることでこれを実現します。たとえば、データセットには、2 次元空間のポイント (t, h) に
マップされる特定の場所の温度と湿度の観測値が含まれている場合があります。

Note
クラスタリングアルゴリズムは教師なしです。教師なしの学習では、トレーニングデータセット
内のオブジェクトに関連付けられている可能性のあるラベルは使用されません。
k-means クラスタリングでは、各クラスターに中心があります。モデルトレーニング時に、k-means アル
ゴリズムは、データセット内の各観測値に対応するポイントからクラスター中心までの距離をクラスタリ
ングの基準として使用します。作成するクラスターの数 (k) を選択します。
たとえば、手書き数字を認識するモデルを作成し、トレーニングに MNIST データセットを選択するとし
ます。データセットでは、何千もの手書き数字 (0 ～ 9) のイメージが提供されます。この例では、数字ご
とに 1 つずつ (0、1、...、9)、10 個のクラスターを作成することを選択できます。モデルトレーニングの
一環として、k-means アルゴリズムは入力イメージを 10 個のクラスターにグループ化します。
MNIST データセット内の各イメージは 28x28 ピクセルのイメージで、合計 784 ピクセルです。各イメー
ジは、2 次元空間 (x,y) のポイントと同様に 784 次元空間のポイントに対応します。ポイントが属するクラ
スターを見つけるために、k-means はすべてのクラスター中心からそのポイントまでの距離を調べます。
次に、最も近い中心を持つクラスターをイメージが属するクラスターとして選択します。

Note
アマゾン SageMaker アルゴリズムのカスタマイズバージョンを使用します。アルゴリズムが指定
する代わりにk.クラスタの場合、追加のクラスタ中心を指定することでモデルの精度を向上させ
ることもできます(K = k*x)。ただし、アルゴリズムは最終的にこれらを k クラスターまで減らし
ます。
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In (イン) SageMakerでは、トレーニングジョブの作成時にクラスターの数を指定します。詳細について
は、「CreateTrainingJob」を参照してください。リクエストボディに、HyperParameters 文字列
マップを追加して、k および extra_center_factor 文字列を指定します。
以下は、k-means でのモデルトレーニングに関する k-means の仕組みの概要です。 SageMaker:
1. 初期の K クラスター中心を決定します。

Note
次のトピックでは、K クラスターは k * x を表します。k と x はモデルトレーニングジョブの作
成時に指定します。
2. これを入力トレーニングデータに対して反復処理し、クラスター中心が再計算されます。
3. 結果のクラスターは k まで減少します (データサイエンティストがリクエストで k*x クラスターの作成
を指定した場合)。
以下のセクションでは、データサイエンティストがモデルトレーニングジョブを HyperParameters 文字
列マップの一部として設定するために指定できるいくつかのパラメータについても説明します。
トピック
• ステップ 1: 初期クラスター中心の決定 (p. 2020)
• ステップ 2: トレーニングデータセットの反復処理とクラスター中心の計算 (p. 2021)
• ステップ 3: からクラスターを減らしてK.にk. (p. 2022)

ステップ 1: 初期クラスター中心の決定
でk-meansを使うとき SageMakerでは、初期のクラスター中心は、ランダムにサンプリングされた小さな
バッチの観測値から選択されます。次のいずれかの戦略を選択して、これらの初期のクラスター中心が選
択される方法を決定します。
• ランダムなアプローチ - 入力データセット内の K 個の観測値をクラスターの中心としてランダムに選択
します。たとえば、MNIST トレーニングデータセット内の任意の 10 個のイメージに対応する 784 次元
空間を指すクラスター中心を選択できます。
• 次のように動作する k-means++ アプローチ:
1. 1 つのクラスターから開始し、その中心を決定します。トレーニングデータセットから観測値をラン
ダムに選択し、観測値に対応するポイントをクラスター中心として使用します。たとえば、MNIST
データセット内で手書き数字のイメージをランダムに選択します。次に、イメージに対応する 784 次
元空間のポイントをクラスター中心として選択します。これはクラスター中心 1 です。
2. クラスター 2 の中心を決定します。トレーニングデータセット内の残りの観測値から、観測値をラン
ダムに選択します。以前に選択したものとは異なる観測値を 1 つ選択します。この観測値は、クラス
ター中心 1 から遠く離れているポイントに対応します。MNIST データセットを例として使用して、
次の操作を行います。
• 残りの各イメージについて、クラスター中心 1 からの対応するポイントの距離を調べます。距離を
2 乗し、距離の 2 乗に比例する確率を割り当てます。この方法では、以前に選択したものとは異な
るイメージの方が、クラスター中心 2 として選択される確率が高くなります。
• 前のステップで割り当てられた確率に基づいて、イメージの 1 つをランダムに選択します。イメー
ジに対応するポイントがクラスター中心 2 です。
3. ステップ 2 を繰り返してクラスター中心 3 を探します。今回は、クラスター中心 2 からの残りのイ
メージの距離を調べます。
4. K クラスターの中心が求められるまでプロセスを繰り返します。
でモデルをトレーニングするには:: モデルのトレーニング SageMaker、トレーニングジョブを作成しま
す。リクエストでは、次の HyperParameters 文字列マップを指定することで設定情報を提供します。
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• 作成するクラスターの数を指定するには、k 文字列を追加します。
• 精度を向上させるために、オプションの extra_center_factor 文字列を追加します。
• 初期のクラスター中心を決定するために使用する戦略を指定するには、init_method 文字列を追加
し、その値を random または k-means++ に設定します。
の詳細については、「」を参照してください。 SageMaker k-means 推定器、見るK-means.()アマゾン
SageMaker Python SDK Myドキュメント内) を参照してください。
これで、初期の一連のクラスター中心を入手しました。

ステップ 2: トレーニングデータセットの反復処理とクラスター中心の計算
前のステップで作成したクラスター中心はほぼランダムであり、トレーニングデータセットに関する考慮
事項がいくつかあります。このステップでは、トレーニングデータセットを使用して、これらの中心を真
のクラスター中心に向かって移動します。アルゴリズムは、トレーニングデータセットに対して反復処理
し、K クラスターの中心を再計算します。
1.

観測値のミニバッチ (すべてのレコードからランダムに選択された小さなサブセット) をトレーニング
データセットから読み取り、次の操作を行います。

Note
モデルトレーニングジョブの作成時に、mini_batch_size 文字列マップ内の
HyperParameters 文字列でバッチサイズを指定します。
a.

ミニバッチ内のすべての観測値を、最も近いクラスター中心を持つクラスターの 1 つに割り当て
ます。

b.

各クラスターに割り当てられた観測値の数を計算します。次に、クラスターごとに割り当てられ
た新しいポイントの比率を計算します。
たとえば、次のクラスターを考えてみます。
クラスター c1 = 以前に 100 ポイントが割り当てられています。このステップでミニバッチから
25 ポイントを追加しました。
クラスター c2 = 以前に 150 ポイントが割り当てられています。このステップでミニバッチから
40 ポイントを追加しました。
クラスター c3 = 以前に 450 ポイントが割り当てられています。このステップでミニバッチから 5
ポイントを追加しました。
次のように、各クラスターに割り当てられた新しいポイントの比率を計算します。
p1 = proportion of points assigned to c1 = 25/(100+25)
p2 = proportion of points assigned to c2 = 40/(150+40)
p3 = proportion of points assigned to c3 = 5/(450+5)

c.

各クラスターに追加された新しいポイントの中心を計算します。
d1 = center of the new points added to cluster 1
d2 = center of the new points added to cluster 2
d3 = center of the new points added to cluster 3

d.

次のように、加重平均を計算して、更新されたクラスター中心を調べます。
Center of cluster 1 = ((1 - p1) * center of cluster 1) + (p1 * d1)
Center of cluster 2 = ((1 - p2) * center of cluster 2) + (p2 * d2)
Center of cluster 3 = ((1 - p3) * center of cluster 3) + (p3 * d3)
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2.

次のミニバッチを読み取り、ステップ 1 を繰り返して、クラスター中心を再計算します。

3.

ミニバッチ k-means の詳細については、Web-Scale k-means Clustering を参照してください。

ステップ 3: からクラスターを減らしてK.にk.
アルゴリズムによって K クラスターが作成された場合 ((K = k*x) で、x は 1 より大きい)、K クラスターが
k クラスターに減らされます。(詳細については、前の説明の「extra_center_factor」を参照してくだ
さい。) これは、Lloyd 法と kmeans++ の初期化を K クラスターの中心に適用することで行います。Lloyd
法の詳細については、k-means clustering を参照してください。

K-Means ハイパーパラメータ
CreateTrainingJob リクエストで、使用するトレーニングアルゴリズムを指定します。アルゴリズ
ム固有のハイパーパラメータを次のように指定することもできます。 string-to-string マップ. 次の表
に、Amazon によって提供される k-means トレーニングアルゴリズムのハイパーパラメータを示します。
SageMaker。k-means クラスタリングの仕組みの詳細については、「K-Means クラスタリングの仕組
み (p. 2019)」を参照してください。
Parameter Name

説明

feature_dim

入力データ内の特徴の数。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

k

必要なクラスターの数。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

epochs

トレーニングデータに対して実行するパスの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 1

eval_metrics

モデルのスコアを報告するために使用されるメトリクスタイプの
JSON リスト。許容値は、平均二乗偏差の場合 msd、平方距離の合
計の場合 ssd です。テストデータが提供されている場合は、リクエ
ストされた各メトリクスのスコアが報告されます。
オプション
有効な値: 次の 2[\"msd\"]または[\"ssd\"]または[\"msd\",
\"ssd\"]。
デフォルト値: [\"msd\"]

extra_center_factor

アルゴリズムは、実行時に K 個の中心 = num_clusters *
extra_center_factor を作成し、モデルを完成させるときに中心
の数を K から k に減らします。
オプション
有効な値: 正の整数またはauto。
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Parameter Name

説明
デフォルト値: auto

half_life_time_size

クラスター平均を計算するときに観測に付ける重みを決定す
るために使用されます。この重みは、観測ポイントが増えるに
つれて指数関数的に減衰します。ポイントが最初に観測される
際、クラスターの平均の計算時に 1 の重みが割り当てられま
す。half_life_time_size ポイントを観測した後、その重み
が 1/2 になるように、指数関数的減衰関数の減衰定数が選択されま
す。0 に設定した場合、減衰はありません。
オプション
有効な値: 非負整整数
デフォルト値: 0

init_method

アルゴリズムが初期クラスターの中心を選択する方法。標準的な kmeans アプローチがランダムに選択します。別の k-means++ 法で
は、初期クラスターの中心をランダムに選択します。さらに、既存
の中心からの残りのデータポイントの距離の 2 乗に比例する確率
分布で中心の選択に重み付けすることによって、残りの初期クラス
ターの位置を広げます。
オプション
有効な値: random または kmeans++ です。
デフォルト値: random

local_lloyd_init_method

k 個の中心を含む最終モデルを構築するために使用された、ロイド
の期待値最大化 (EM) 手順の初期化方法。
オプション
有効な値: random または kmeans++ です。
デフォルト値: kmeans++

local_lloyd_max_iter

k 個の中心を含む最終モデルを構築するために使用された、ロイド
の期待値最大化 (EM) 手順の最大反復回数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 300

local_lloyd_num_trials

k 個の中心を含む最終モデルを構築するときに、最小の損失でロイ
ドの期待値最大化 (EM) 手順が実行される回数。
オプション
有効な値: 正の整数またはauto。
デフォルト値: auto
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Parameter Name

説明

local_lloyd_tol

k 個の中心を含む最終モデルを構築するために使用されたロイドの
期待値最大化 (EM) 手順の早期停止における損失の変化の許容度。
オプション
有効な値: FLOAT. [0, 1] の範囲です。
デフォルト値: 0.0001
データイテレーターのミニバッチごとの観測数。

mini_batch_size

オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5000

k-means モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
アマゾン SageMaker k-means アルゴリズムは、メンバーが可能な限り類似するクラスターにデータがグ
ループ化される教師なしアルゴリズムです。教師なしであるため、ハイパーパラメータの最適化に利用で
きる検証データセットは使用されません。ただし、テストデータセットを使用して、各トレーニング実行
の最後にデータポイントから最終的なクラスターの重心までの距離の 2 乗に依存するメトリクスを出力し
ます。テストデータセットの最も厳密なクラスターを報告するモデルを見つけるには、ハイパーパラメー
タ調整ジョブを使用します。クラスターはそれらのメンバーの類似性を最適化します。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

k-means アルゴリズムによって計算されたメトリクス
k-means アルゴリズムは、トレーニング中に以下のメトリクスを計算します。モデルを調整するときに、
これらのメトリクスの 1 つを目標メトリクスとして選択します。
メトリクス名

説明

最適化の方向

test:msd

テストセット内の各レコードからモデルの最も近
い中心までの距離の 2 乗の平均。

最小化

test:ssd

テストセット内の各レコードからモデルの最も近
い中心までの距離の 2 乗の合計。

最小化

調整可能な k-means ハイパーパラメータ
アマゾンを調整する SageMaker 以下のハイパーパラメータを含む k-means モデル。k-means 目標メトリ
クスに最も大きな影響を与えるハイパーパラメータは、mini_batch_size、extra_center_factor、
および init_method です。ハイパーパラメータ epochs を調整すると、一般的に小さな改善が見られま
す。
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Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

epochs

IntegerParameterRanges

MinValue: 1、1.
MaxValue:10:10

extra_center_factor IntegerParameterRanges

MinValue: 4、4.
MaxValue:10:10

init_method

CategoricalParameterRanges

['kmeans++', 'random']

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 3000, 3000.
MaxValue15000:15000

k-means のレスポンス形式
すべて SageMaker 組み込みアルゴリズムは、「」で説明している一般的な入力推論形式に従いま
す。一般的なデータ形式-推論。このトピックには、で使用可能な出力形式のリストが含まれています。
SageMaker k-means アルゴリズム。

JSON レスポンスの形式
{

}

"predictions": [
{
"closest_cluster": 1.0,
"distance_to_cluster": 3.0,
},
{
"closest_cluster": 2.0,
"distance_to_cluster": 5.0,
},
]

....

JSONLINES レスポンスの形式
{"closest_cluster": 1.0, "distance_to_cluster": 3.0}
{"closest_cluster": 2.0, "distance_to_cluster": 5.0}

RECORDIO レスポンスの形式
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'closest_cluster': {
keys: [],
values: [1.0, 2.0] # float32
},
'distance_to_cluster': {
keys: [],
values: [3.0, 5.0] # float32
},
}
}
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CSV レスポンスの形式
各行の最初の値は closest_cluster に対応します。
各行の 2 番目の値は distance_to_cluster に対応します。
1.0,3.0
2.0,5.0

主成分分析法 (PCA) アルゴリズム
PCA は教師なし機械学習アルゴリズムで、できる限りの情報を保持しながら、データセット内の次元 (特
徴の数) の縮退を試行します。これは、互いに相関しない元の特徴のコンポジットである、成分と呼ばれ
る新しい特徴のセットを見つけることで行われます。また、それらには制限が設けられているため、最初
の成分はデータ内で考えられる最大の変動性、2 番目の成分は 2 番目に大きな変動性と続きます。
アマゾンで SageMaker、PCA はシナリオに応じて次の 2 つのモードで動作します。
• レギュラー: データがまばらで、観測値と特徴の数が中程度のデータセット用。
• ランダム化: 多数の観測値と特徴量を含むデータセット用。このモードは近似アルゴリズムを使用しま
す。
PCA は表形式のデータを使用します。
行は低次元空間に組み込む観測を表します。列は減少した近似を見つける特徴を表します。アルゴリズム
は共分散行列 (または分散方式での近似値) を計算し、その後このサマリーに対して特異値分解を実行し
て、主成分を生成します。
トピック
• PCA アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 2026)
• PCA アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 2026)
• PCA サンプルノートブック (p. 2027)
• PCA の仕組み (p. 2027)
• PCA のハイパーパラメータ (p. 2028)
• PCA のレスポンス形式 (p. 2029)

PCA アルゴリズムの入出力インターフェイス
PCA はトレーニングのために、トレーニングチャネルで提供されるデータを想定し、テストアルゴリズム
に渡されたデータセットをオプションでサポートします。このデータセットは最終的なアルゴリズムで採
点されます。トレーニングでは recordIO-wrapped-protobuf と CSV の両方の形式がサポートされま
す。ファイルモードまたはパイプモードを使用すると、recordIO-wrapped-protobuf または CSV の
形式のデータについてモデルをトレーニングできます。
推論については、PCA は text/csv、application/json、application/x-recordio-protobuf
に対応しています。結果は application/json またはapplication/x-recordio-protobuf 形式の
いずれかが "射影" のベクトルとともに返されます。
入出力ファイル形式の詳細については、PCA のレスポンス形式 (p. 2029) (推論の場合) およびPCA サンプ
ルノートブック (p. 2027)を参照してください。

PCA アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
PCA は、トレーニングと推論用の CPU インスタンスと GPU インスタンスをサポートします。最もパ
フォーマンスの高いインスタンスタイプは、入力データの仕様に大きく依存します。GPU インスタンスに
ついては、PCA は P2、P3、G4dn、および G5 をサポートします。
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PCA サンプルノートブック
使用方法を示すサンプルノートブックについては SageMaker MIST データセット内の 0 ～ 9 の手書き数字
のイメージを分析するための主成分分析法アルゴリズムについては、を参照してください。MNIST による
PCA 入門。でサンプルの実行に使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方
法については、 SageMaker、を参照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用
する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いたら、SageMaker 例タブをクリックして、すべ
てのリストを表示します SageMaker サンプル。NTM アルゴリズムを使用したトピックモデリングのサン
プルノートブックは、[Introduction to Amazon algorithm (Amazon アルゴリズムの概要)] セクションにあり
ます。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピーを作成)] を選
択します。

PCA の仕組み
主成分分析法 (PCA) は、できる限りの情報を保持しながら、データセット内の次元 (特徴の数) を縮退させ
る学習アルゴリズムです。
PCA は、互いに相関しない元の特徴のコンポジットである、成分と呼ばれる新しい特徴のセットを見つけ
ることで次元を縮退させます。最初の成分はデータ内で考えられる最大の変動性、2 番目の成分は 2 番目
に大きな変動性と続きます。
これは教師なしの次元縮退アルゴリズムです。教師なしの学習では、トレーニングデータセット内のオブ
ジェクトに関連付けられている可能性のあるラベルは使用されません。
行
の各次元が 1 * d である行列を入力すると、データはミニバッチの行に分割され、トレーニ
ングノード (ワーカー) に分配されます。各ワーカーは、その後そのデータのサマリーを計算します。計算
終了後、個々のワーカーのサマリーは 1 つの解に統一されます。
モード
アマゾン SageMaker PCA アルゴリズムは、状況に応じて、次の 2 つのモードのいずれかを使用してこれ
らのサマリーを計算します。
• regular: 疎データと標準的な数の観測および特徴を備えたデータセットの場合。
• randomized: 多数の観測および特徴の両方を備えたデータセットの場合。このモードは近似アルゴリズ
ムを使用します。
アルゴリズムの最後のステップでは、統一解に対して特異値分解を実行し、主成分はそこから派生しま
す。

モード 1: 通常
ワーカーは、

と

の両方を計算します。

Note
は行ベクトル 1 * d であるため、
は行列です (スカラーではありません)。コード内で行
ベクトルを使用すると、キャッシュを効率的に取得できます。
共分散行列は
がモデルを形成します。

という式で計算され、その上位の特異ベクトル num_components

Note
subtract_mean が False である場合、
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ベクトルの次元 d が十分に小さく、

がメモリに収まる場合に、このアルゴリズムを使用します。

モード 2: RANDOM
入力データセット内の特徴の数が多い場合は、共分散行列を近似するメソッドを使用します。次元
b * d のすべてのミニバッチ
において、各ミニバッチで乗算する行列 (num_components +
extra_components) * b をランダムに初期化し、行列 (num_components + extra_components)
* d を作成します。これらの行列の合計はワーカーによって計算され、サーバーが最終的な
(num_components + extra_components) * d 行列に対して SVD を実行します。右上のその
num_components 特異ベクトルは、入力行列の上位の特異ベクトルの近似値です。
= num_components + extra_components であるとします。次元 b * d のミニバッチ
が指定
されると、ワーカーは次元
のランダム行列
を抽出します。環境で GPU と CPU のどちらが使用さ
れているかに応じて、および次元のサイズに応じて、行列は、各エントリが +-1 であるランダム符号行列
である場合と、FJLT (高速 Johnson Lindenstrauss 変換、詳細については FJLT Transforms (FJLT 変換) と
そのフォローアップ論文を参照) である場合があります。その後、ワーカーは
を計算し、
を保持します。ワーカーは、 、
の列の合計 (T はミニバッチの総数)、s (すべての入力行の合
計) も保持します。データの全シャードを処理した後、ワーカーはサーバーに B、h、s、および n (入力行
の合計数) を送信します。
サーバーへの各種入力は

と表記します。サーバーは、B、h、s、n (それぞれの入力の合計) を

計算します。さらに
を計算し、その特異値分解を見つけます。右上の特異ベクトルと C の
特異値が問題に対する近似解として使用されます。

PCA のハイパーパラメータ
CreateTrainingJob リクエストで、トレーニングアルゴリズムを指定します。アルゴリズム固有を指定
することもできます HyperParameters なので string-to-string マップ。次の表に、Amazon によって提供さ
れる PCA トレーニングアルゴリズムのハイパーパラメータを示します。 SageMaker。PCA の仕組みにつ
いては、「PCA の仕組み (p. 2027)」を参照してください。
Parameter Name

説明

feature_dim

入力する次元。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

mini_batch_size

ミニバッチ内の行の数。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

num_components

計算する主成分の数。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

algorithm_mode

主成分を計算するモード。
オプション
有効な値: regular または randomized
デフォルト値: regular
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Parameter Name

説明

extra_components

値が大きくなると、その解はより正確になりますが、ランタイムと
メモリ消費量が直線的に増加します。デフォルトの -1 は、最大 10
と num_components を意味します。randomized モードでのみ有効
です。
オプション
有効な値: 非負の整数、または -1
デフォルト値: -1

subtract_mean

トレーニング中と推論時の両方でデータにバイアスをかけないかど
うかを示します。
オプション
有効な値: 次のいずれか本当または偽
デフォルト値: true

PCA のレスポンス形式
すべてのアマゾン SageMaker 組み込みアルゴリズムは、「」で説明している一般的な入力推論形式に従
います一般的なデータ形式-推論。このトピックには、で使用可能な出力形式のリストが含まれています。
SageMaker PCA Algorithm.

JSON レスポンスの形式
Accept: application/json
{

}

"projections": [
{
"projection": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
},
{
"projection": [6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 0.0]
},
....
]

JSONLINES レスポンスの形式
Accept: application/jsonlines
{ "projection": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0] }
{ "projection": [6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 0.0] }

RECORDIO レスポンスの形式
Accept: application/x-recordio-protobuf
[

Record = {
features = {},
label = {
'projection': {
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}

]

}

keys: [],
values: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]

},
Record = {
features = {},
label = {
'projection': {
keys: [],
values: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
}
}
}

ランダムカットフォレスト (RCF) アルゴリズム
アマゾン SageMaker ランダムカットフォレスト (RCF) は、データセット内の異常なデータポイントを検
出する、教師なしのアルゴリズムです。これらは、その他の高度に構造化された、またはパターン化され
たデータとは異なる観測値です。異常は、時系列データにおける突然のスパイク、周期性の中断、分類で
きないデータポイントとして現れる場合があります。プロットで見ると「通常の」データと容易に区別で
きることが多いため、簡単に説明できます。「通常の」データは多くの場合に単純なモデルで記述できる
ため、これらの異常をデータセットに含めると、機械学習タスクの複雑さが大幅に増加する可能性があり
ます。
各データポイントで、RCF は異常スコアを関連付けます。低スコア値であれば、データポイントは「通
常」とみなされています。高い値は、データ内に異常があることを示します。「低」および「高」の定義
はアプリケーションによって異なりますが、一般的な方法としては、平均スコアから 3 標準偏差を超える
スコアであれば、異常とみなされます。
交通量解析や音量スパイク検出など、異常検出アルゴリズムは 1 次元時系列データに広く応用されます。
これに対し RCF は、任意の次元入力で機能するように設計されています。アマゾン SageMaker RCF は、
機能数、データセットのサイズ、インスタンス数に関して適切にスケーリングされます。
トピック
• RCF アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 2030)
• RCF アルゴリズムのインスタンスに関する推奨事項 (p. 2031)
• RCF サンプルノートブック (p. 2031)
• RCF の仕組み (p. 2032)
• RCF ハイパーパラメータ (p. 2034)
• RCF モデルを調整する (p. 2035)
• RCF のレスポンス形式 (p. 2036)

RCF アルゴリズムの入出力インターフェイス
アマゾン SageMaker ランダムカットフォレストは、trainそしてtestデータチャネル。オプションの
テストチャネルは、正確性、精度、リコール、およびラベル付けされたデータの F1 スコアメトリクス
を計算するために使用されます。トレーニングとテストデータコンテンツタイプは、application/xrecordio-protobuf または text/csv の形式です。テストデータについて、text/csv 形式を使用する
場合に、コンテンツを text/csv;label_size=1 として指定する必要があります。各行の最初の列は異常ラベ
ルを表します。異常データポイントの場合は「1」、通常のデータポイントの場合は「0」です。ファイル
モードまたはパイプモードを使用すると、recordIO-wrapped-protobuf または CSV の形式のデータ
について RCF モデルをトレーニングできます。
トレインチャンネルは唯一サポートしていますS3DataDistributionType=ShardedByS3Keyテスト
チャネルはS3DataDistributionType=FullyReplicated。次の例では、を使用して、列車チャネル
の S3 分散タイプを指定します。アマゾン SageMaker Python SDK。
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Note
-sagemaker.inputs.s3_inputメソッドがに名前変更されまし
た。sagemaker.inputs.TrainingInputにSageMaker Python SDK v2。
import sagemaker
# specify Random Cut Forest training job information and hyperparameters
rcf = sagemaker.estimator.Estimator(...)
# explicitly specify "ShardedByS3Key" distribution type
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(
s3_data=s3_training_data_location,
content_type='text/csv;label_size=0',
distribution='ShardedByS3Key')
# run the training job on input data stored in S3
rcf.fit({'train': train_data})

実行ロールに関する一般的なエラーを回避するには、必要な実行ロール AmazonSageMakerFullAccess
と AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess があることを確認します。イメージが存在しない、ま
たはアクセス権限が正しくないという一般的なエラーを回避するには、ECR イメージがトレーニングイン
スタンスに割り当てられたディスク容量より大きくないことを確認してください。これを回避するには、
十分なディスク容量があるインスタンスでトレーニングジョブを実行します。また、ECR イメージが別
の AWS アカウントの Elastic Container Service (ECS) リポジトリで、アクセス権限を付与するリポジトリ
のアクセス許可を設定していない場合、エラーが発生します。リポジトリポリシーステートメントの設定
の詳細については、「ECR repository permissions」(ECR リポジトリのアクセス許可) を参照してくださ
い。
フレームワークの使用の詳細については、S3DataSourceS3 データソース属性のカスタマイズの詳細に
ついては、を参照してください。最後に、複数インスタンスのトレーニングの利点を活かすために、ト
レーニングデータは少なくともインスタンスと同じ数のファイルに分割されている必要があります。
RCF では、推論のために application/x-recordio-protobuf、text/csv、および application/
json 入力データコンテンツタイプをサポートしています。詳細については、組み込みアルゴリズム
の共通データ形式 (p. 1836)のドキュメントを参照してください。RCF 推論は、application/xrecordio-protobuf または application/json フォーマットされた出力を返します。これらの出力
データの各レコードには、各入力データポイントの対応する異常スコアが含まれています。詳細について
は、一般的なデータ形式 - 推論を参照してください。
入出力ファイル形式の詳細については、RCF のレスポンス形式 (p. 2036) (推論の場合) およびRCF サンプ
ルノートブック (p. 2031)を参照してください。

RCF アルゴリズムのインスタンスに関する推奨事項
トレーニングには、ml.m4、ml.c4、および ml.c5 インスタンスファミリーをお勧めします。推論には、
最大限のパフォーマンスと使用時間当たりのコスト最小化のために、特に ml.c5.xl インスタンスタイプ
を使用することをお勧めします。このアルゴリズムは技術的には GPU インスタンスタイプで実行可能で
あるとはいえ、GPU ハードウェアを利用することはしません。

RCF サンプルノートブック
RCF モデルをトレーニングし、それを使用して推論を実行する方法の例については、の概要 SageMaker
ランダムカットフォレストノートブック。SageMaker でサンプルを実行するために使用できる Jupyter
ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法の詳細については、「Amazon SageMaker ノート
ブックインスタンスを使用する (p. 192)」を参照してください。ノートブックインスタンスを作成して開
いたら、[SageMaker の例すべてのリストを表示するには、 SageMaker サンプル。ノートブックを開くに
は、その [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピーを作成)] を選択します。
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RCF の仕組み
アマゾン SageMaker ランダムカットフォレスト (RCF) は、データセット内の異常なデータポイントを検
出する、教師なしのアルゴリズムです。これらは、その他の高度に構造化された、またはパターン化され
たデータとは異なる観測値です。異常は、時系列データにおける突然のスパイク、周期性の中断、分類で
きないデータポイントとして現れる場合があります。プロットで見ると「通常の」データと容易に区別で
きることが多いため、簡単に説明できます。「通常の」データは多くの場合に単純なモデルで記述できる
ため、これらの異常をデータセットに含めると、機械学習タスクの複雑さが大幅に増加する可能性があり
ます。
RCF アルゴリズムの主なアイデアは、ツリーのフォレストを作成することです。各ツリーは、トレーニン
グデータのサンプルのパーティションを使用して取得されます。たとえば、入力データのランダムなサン
プルが最初に決定されます。ランダムなサンプルは、フォレスト内のツリーの数に応じて分割されます。
各ツリーにこのようなパーティションが与えられ、そのポイントのサブセットが k-d ツリーに編成されま
す。ツリーによってデータポイントに割り当てられた異常スコアは、想定されたツリーの複雑性の変化、
そのポイントのツリーへの追加の結果として定義されます。これは、ツリー内の生成されるポイントの深
さにおおよそ反比例します。Random Cut Forest は、各構成ツリーからの平均スコアを計算し、サンプル
サイズに関して結果をスケーリングすることによって、異常スコアを割り当てます。RCF アルゴリズム
は、リファレンス [1] で説明されているものに基づいています。

ランダムなデータのサンプリング
RCF アルゴリズムにおける最初のステップは、トレーニングデータのランダムなサンプルを取得すること
です。特に、合計データポイント からのサイズ のサンプルが必要だとします。トレーニングデータ
が十分に小さければ、データセット全体を使用することができ、このセットからランダムに 個の要素を
抽出することができます。ただし、多くの場合、トレーニングデータが大きすぎてすべてが一度には収ま
らないため、このアプローチは実行不可能です。代わりに、貯蔵サンプリングと呼ばれる手法を使用しま
す。
貯蓄サンプリングは、データセット
からランダムなサンプルを効率的に引き出すための
アルゴリズムであり、データセット内の要素は一度に 1 つずつまたはバッチで観測できます。実際に、
が事前に認識されていなくても、貯蓄サンプリングは成功します。
である場合など、1 つのサンプル
しかリクエストされない場合、アルゴリズムは次のようになります。
アルゴリズム: リザーバのサンプル
• 入力: データセットまたはデータストリーム
• ランダムなサンプル

の初期化

• 確認済みのサンプルごと
• 均一な乱数

:

を選択

• もし
•

を設定する

• 戻り値
このアルゴリズムは、すべての
において
となるようなランダムなサンプルを
選択します。
である場合、アルゴリズムはさらに複雑になります。また、ランダムサンプリングの
中で置き換えがあるものとないものの区別が必要です。RCF は、[2] で説明されているアルゴリズムに基
づいて、トレーニングデータに対して置き換えのない拡張貯蔵サンプリングを実行します。

RCF モデルをトレーニングして推論を生成する
RCF の次のステップは、ランダムなデータサンプルを使用してランダムカットフォレストを構築すること
です。まず、サンプルは、フォレスト内のツリー数に等しく、等しいサイズのパーティション数に分割さ
れます。次に、各パーティションは個々のツリーに送信されます。ツリーは、データドメインを境界ボッ
クスに分割することにより、そのパーティションを再帰的にバイナリツリーに編成します。
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この手順を、分かりやすく例を挙げて説明しましょう。たとえば、あるツリーに次の 2 次元データセット
が指定されているとします。対応するツリーは、ルートノードに初期化されます。

2 次元のデータセット。1 つの異常データポイント (オレンジ色) を除き、ほとんどのデータがクラスター
上にあります (青)。ツリーはルートノードで初期化されます。
RCF アルゴリズムは、まずデータの境界ボックスを計算し、ランダムな次元 (より高い「分散」を持つ次
元の重み付けを高くする) を選択し、その後、その次元を通して超平面「カット」の位置をランダムに決
定することにより、ツリー内のこれらのデータを整理します。生成される 2 つのサブスペースが独自のサ
ブツリーを定義します。この例では、カットにより、サンプルの残りの部分から孤立したポイントが分離
されます。結果のバイナリツリーの最初のレベルは、2 つのノードで構成されます。1 つは、最初のカッ
トの左側のポイントのサブツリーを構成し、もう 1 つは右側にある単一点を表します。

2 次元データセットを分割するランダムなカット。異常なデータポイントは、他のポイントよりも小さな
ツリーの深さの境界ボックスに孤立して存在する可能性が高くなります。
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その後、境界ボックスはデータの左右の半分それぞれについて計算され、ツリーの各葉がサンプルからの
単一のデータポイントを表すようになるまでプロセスが繰り返されます。孤立したポイントが十分に離れ
ている場合、ランダムなカットはポイント分離という結果になる可能性が高くなります。この観察は、大
まかに言えば、ツリーの深さが異常スコアに反比例することを示しています。
トレーニング済みの RCF モデルを使用して推論を実行する場合、最終的な異常スコアは各ツリーで報告さ
れるスコア全体の平均として報告されます。新しいデータポイントは、ツリーにまだ存在しないことがあ
りますのでご注意ください。新しいポイントに関連付けられたスコアを確認するには、データポイントが
指定されたツリーに挿入され、ツリーが効率的に (また一時的に) 上述のトレーニングプロセスと同等の方
法で再構築されることが必要です。つまり、結果のツリーでは、その入力データポイントはツリーの構築
時に最初に使用されたサンプルのメンバーのようになります。報告されたスコアは、ツリー内の入力ポイ
ントの深さに反比例します。

ハイパーパラメータを選択する
RCF モデルを調整するために使用される主なハイパーパラメータは num_trees と
num_samples_per_tree です。最終スコアは各ツリーで報告されるスコアの平均であるた
め、num_trees が増加すると、異常スコアで観察されるノイズは減少します。最適な値はアプリケー
ションごとに異なりますが、スコアノイズとモデル複雑さ間のバランスとして最初に 100 ツリーを使用す
ることをお勧めします。推論時間はツリーの数に比例することに注意してください。トレーニング時間も
影響を受けますが、大方は上述の貯蔵サンプリングアルゴリズムによって決まります。
パラメータ num_samples_per_tree は、データセット内で想定される異常の密度と関連してい
ます。特に、num_samples_per_tree が異常データの比率を通常データに近づけるように 1/
num_samples_per_tree を選択する必要があります。たとえば、各ツリーで 256 サンプルを使用する
場合、時間の 256 分の 1､つまりおよそ 0.4% の異常がデータに含まれていることが予測されます。ここで
も、このハイパーパラメータの最適な値はアプリケーションに応じて異なります。

リファレンス:
1. Sudipto Guha、Nina Mishra、Gourav Roy、および Okke Schrijvers。「堅牢なランダムカットフォレス
トベースの、ストリームにおける異常検出。」 機械学習に関する国際会議、2712～2721 ページ、2016
年。
2. Byung-Hoon Park、George Ostrouchov、Nagiza F. Samatova、および Al Geist。「貯蔵ベースの、
データストリームから置換可能なランダムサンプリング。」 2004 年データマイニングに関する SIAM
国際会議会報、492 ～ 496 ページ。Society for Industrial and Applied Mathematics、2004 年。

RCF ハイパーパラメータ
CreateTrainingJob リクエストで、トレーニングアルゴリズムを指定します。また、アルゴリズ
ム固有のハイパーパラメータを文字列から文字列へのマップとして指定することもできます。次の表
に、Amazon のハイパーパラメータを示します。 SageMaker RCF アルゴリズム。ハイパーパラメータの
選択に関する推奨事項を含む詳細については、「RCF の仕組み (p. 2032)」を参照してください。

Parameter Name

説明

feature_dim

データセット内の特徴の数。(ランダムカットフォレスト推定器を使用する
場合、この値は自動的に計算されるため、指定する必要はありません)。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数 (最小:1、最大:10000)

eval_metrics

ラベル付きテストデータセットに使用されるメトリクスのリスト。出力用
に次のメトリクスを選択できます。
• accuracy - 正しい予測の割合を返します。
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Parameter Name

説明
• precision_recall_fscore - 正と負の精度、リコール、F1 スコアを
返します。
オプション
有効な値: accuracy または precision_recall_fscore から取得され
た有効な値が含まれるリスト。
デフォルト値: 両方accuracy,precision_recall_fscoreが計算されま
す。

num_samples_per_tree トレーニングデータセットから各ツリーに指定されたランダムなサンプル
の数。
オプション
有効な値: 正の整数 (最小:1、最大:2048)
デフォルト値: 256
num_trees

フォレスト内のツリーの数。
オプション
有効な値: 正の整数 (最小:50、最大:1000)
デフォルト値: 100

RCF モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整またはハイパーパラメータ最適化とも呼ばれ、データセット
のさまざまなハイパーパラメータをテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見
つけます。調整可能なハイパーパラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。
アルゴリズムが計算するメトリクスから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハ
イパーパラメータを検索して、目標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
アマゾン SageMaker RCF アルゴリズムは、ハイパーパラメータの最適化のためにラベル付きテストデー
タセットを必要とする、教師なしの異常検出アルゴリズムです。RCF は、テストデータポイントの異常ス
コアを計算し、それらのスコアが平均スコアの標準偏差の 3 倍を超えている場合は、データポイントを異
常とラベル付けします。これは 3 シグマ限界法と呼ばれます。F1 スコアは、計算ラベルと実際のラベルの
差に基づいて計算されます。ハイパーパラメータ調整ジョブは、そのスコアを最大化するモデルを見つけ
ます。ハイパーパラメータ最適化の成功は、テストデータセットに対する 3 シグマ限界法の適用可能性に
依存します。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

RCF アルゴリズムによって計算されたメトリクス
RCF アルゴリズムは、トレーニング中に以下のメトリクスを計算します。モデルを調整するときには、こ
のメトリクスを目標メトリクスとして選択してください。
メトリクス名

説明

最適化の方向

test:f1

計算ラベルと実際のラベルの差に基づく、テスト
データセットの F1 スコア。

最大化
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調整可能な RCF ハイパーパラメータ
以下のハイパーパラメータを使用して RCF モデルを調整できます。
Parameter Name

パラメータタイプ

num_samples_per_treeIntegerParameterRanges
IntegerParameterRanges

num_trees

推奨範囲
MinValue:
1、MaxValue: 2048
MinValue:
50、MaxValue: 1000

RCF のレスポンス形式
すべてのアマゾン SageMaker 組み込みアルゴリズムは、「」で説明している一般的な入力推論形式に従
います。共通データ形式-推論。注意。 SageMaker ランダムカットフォレストは、高密度と疎の JSON お
よび RecordIO 形式の両方をサポートしています。このトピックには、の利用可能な出力形式のリストが
含まれています。 SageMaker RCF アルゴリズム。

JSON レスポンスの形式
ACCEPT: application/json.
{

"scores":

[

{"score": 0.02},

{"score": 0.25}

]

}

JSONLINES レスポンスの形式
ACCEPT: application/jsonlines.
{"score": 0.02},
{"score": 0.25}

RECORDIO レスポンスの形式
ACCEPT: application/x-recordio-protobuf.
[
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Record = {

features = {},

label = {

'score': {

keys: [],

values: [0.25]

# float32

}

}

},

Record = {

features = {},

label = {

'score': {

keys: [],

values: [0.23]

# float32

}

}
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}

]

組み込み SageMaker コンピュータービジョンのアルゴリズム
SageMaker には、イメージ分類、オブジェクト検出、コンピュータビジョンに使用されるイメージ処理ア
ルゴリズムが用意されています。
• イメージ分類-MXNet (p. 2039) - 回答を含むサンプルデータを使用します (教師ありアルゴリズムと呼ば
れる)。 このアルゴリズムを使用してイメージを分類します。
• イメージ分類- TensorFlow (p. 2050)—事前学習済みを使用 TensorFlow特定のタスクに合わせて微調整
するハブモデル（監視アルゴリズム). このアルゴリズムを使用してイメージを分類します。
• オブジェクトの検出 (p. 2064) — 1 つの深層ニューラルネットワークを使用して、イメージ内のオブ
ジェクトを検出および分類します。このアルゴリズムは、入力としてイメージを取得し、イメージシー
ン内のオブジェクトのすべてのインスタンスを識別する、教師あり学習アルゴリズムです。
• セマンティックセグメンテーションアルゴリズム (p. 2074) - コンピュータビジョンアプリケーション開
発のためのピクセルレベルのきめ細かいアプローチを提供します。

アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

イメージ分
類-MXNet

トレーニ
ファイルま
ングと検
たはパイプ
証、(オプ
ションで)
train_lst、validation_lst、
およびモデ
ル

recordIO ま
たはイメー
ジファイル
(.jpg また
は .png)

GPU

はい

イメー
ジ分類TensorFlow

トレーニン
グと検証

イメージ
CPU または
ファイル
GPU
(.jpg、.jpeg、
また
は .jpeg、.jpeg、
また
は .jpeg、

オブジェク
トの検出

トレーニ
ファイルま
recordIO ま
ングと検
たはパイプ
たはイメー
証、(オプ
ジファイル
ションで)
(.jpg また
train_annotation、validation_annotation、
は .png)
およびモデ
ル

セマン
ティックセ
グメンテー
ション

トレーニ
ファイルま
[Image files] GPU (単一イ
ングと検
たはパイプ
(イメージ
ンスタンス
証、train_annotation、validation_annotation、
ファイル)
のみ)
および (オ
プションで)

File
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アルゴリズ
ム名

チャンネル
名

トレーニン
グ入力モー
ド

ファイルタ
イプ

インスタン
スクラス

並列処理可
能

label_map お
よびモデル

イメージ分類-MXNet
アマゾン SageMaker イメージ分類アルゴリズムは、マルチラベル分類をサポートする教師あり学習アル
ゴリズムです。入力として画像を取得し、その画像に割り当てられた 1 つ以上のラベルを出力します。畳
み込みニューラルネットワークを使用します。これは、ゼロからトレーニングすることも、大量のトレー
ニングイメージが使用可能でない場合に転移学習を使用してトレーニングすることもできます。
Amazonの推奨入力フォーマット SageMaker 画像分類アルゴリズムは Apache MXNetRecordIO。ただ
し、.jpg または .png の形式で RAW イメージを使用することもできます。機械学習システムの効率的な
データ準備と読み込みの概要については、こちらの説明を参照してください。

Note
既存のディープラーニングフレームワークとの相互運用性を維持するために、これは他のAmazon
で一般的に使用されているprotobufデータ形式とは異なります SageMakerアルゴリズム。
畳み込みネットワークの詳細については、以下を参照してください。
• Deep residual learning for image recognition (イメージ認識のための深層残差学習) Kaiming He 他、2016
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (2016 年コンピュータビジョンとパター
ン認識に関する IEEE 会議)
• ImageNet イメージデータベース
• Gluon-CV と MXNet によるイメージ分類
トピック
• イメージ分類アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 2039)
• イメージ分類アルゴリズムの EC2 インスタンスの推奨事項 (p. 2042)
• イメージ分類サンプルノートブック (p. 2042)
• イメージ分類の仕組み (p. 2042)
• イメージ分類ハイパーパラメータ (p. 2042)
• イメージ分類モデルを調整する (p. 2049)

イメージ分類アルゴリズムの入出力インターフェイス
- SageMaker 画像分類アルゴリズムは両方の RecordIO (application/x-recordio) と画像 (image/
png,image/jpeg、およびapplication/x-image）ファイルモードでのトレーニング用のコンテンツタ
イプ、RecordIO をサポートします（application/x-recordio) パイプモードでのトレーニング用のコ
ンテンツタイプ。ただし、RecordIO ファイルを作成せずに、拡張マニフェスト形式を使用して、イメージ
ファイル (image/png、image/jpeg、application/x-image) を使用してパイプモードでトレーニン
グすることもできます。
分散トレーニングは、ファイルモードとパイプモードでサポートされています。パイプモードで
RecordIO コンテンツタイプを使用する場合は、S3DataSource の S3DataDistributionType を
FullyReplicated に設定する必要があります。このアルゴリズムは、データが各マシンにコピーされる
完全にレプリケートされるモデルをサポートします。

2039

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

このアルゴリズムでは、推論に image/png、image/jpeg、および application/x-image のみをサ
ポートします。

RecordIO 形式でトレーニングする
トレーニングに RecordIO フォーマットを使用する場合は、train チャネルと validation チャネ
ルの両方を InputDataConfig リクエストの CreateTrainingJob パラメータの値として指定し
ます。1 つの RecordIO (.rec) ファイルを train チャネルで指定し、もう 1 つの RecordIO ファイ
ルを validation チャネルで指定します。両方のチャネルのコンテンツタイプを application/xrecordio に設定します。

イメージ形式でトレーニングする
トレーニングにイメージフォーマットを使用する場合
は、train、validation、train_lst、validation_lst チャネルを InputDataConfig リクエス
トの CreateTrainingJob パラメータの値として指定します。.jpg および .png チャネルの個々のイ
メージデータ (train または validation ファイル) を指定します。.lst チャネルと train_lst チャ
ネルそれぞれに 1 つの validation_lst ファイルを指定します。4 つのチャネルすべてのコンテンツタ
イプを application/x-image に設定します。

Note
SageMaker は、トレーニングデータと検証データを異なるチャネルから別々に読み取るため、そ
れぞれのデータは異なるフォルダに保存する必要があります。
.lst ファイルはタブ区切りファイルで、イメージファイルのリストを含む 3 つの列があります。最初の
列はイメージのインデックスを指定し、2 番目の列はイメージのクラスラベルインデックスを指定しま
す。3 番目の列はイメージファイルの相対パスを指定します。最初の列のイメージインデックスはすべて
のイメージにわたって一意である必要があります。一連のクラスラベルインデックスには連番が付けら
れ、番号は 0 から開始する必要があります。たとえば、0 は cat クラス、1 は dog クラスなどです。
次は、.lst ファイルの例です。
5
1000
22

1
0
1

your_image_directory/train_img_dog1.jpg
your_image_directory/train_img_cat1.jpg
your_image_directory/train_img_dog2.jpg

たとえば、トレーニングイメージが s3://<your_bucket>/train/class_dog、s3://
<your_bucket>/train/class_cat などに保存されている場合は、train チャネルのパスをデー
タの最上位ディレクトリである s3://<your_bucket>/train として指定します。.lst ファイル
で、train_image_dog1.jpg という名前の個々のファイルの相対パスを class_dog クラスディレク
トリに class_dog/train_image_dog1.jpg として指定します。すべてのイメージファイルを train
ディレクトリ内にある 1 つのサブディレクトリに保存することもできます。その場合は、そのサブディレ
クトリの相対パスを使用します。例: s3://<your_bucket>/train/your_image_directory。

拡張マニフェストイメージ形式でトレーニングする
拡張マニフェスト形式を使用すると、RecordIO ファイルを作成しなくても、イメージファイルを
使用してパイプモードでトレーニングを行うことができます。CreateTrainingJob リクエストの
InputDataConfig パラメータの値として、トレーニングチャネルと検証チャネルの両方を指定する必
要があります。形式を使用している間、イメージとそれに対応する注釈のリストを含む S3 マニフェスト
ファイルを生成する必要があります。マニフェストファイル形式は、各行が 1 つのサンプルを表す JSON
Lines 形式になっている必要があります。イメージは、その S3 の場所を指す 'source-ref' タグを使
用して指定します。注釈は、CreateTrainingJob リクエストで指定されている "AttributeNames"
パラメータ値の下に入力します。metadata タグの下に追加のメタデータを含めることもできますが、
これらはアルゴリズムによって無視されます。次の例では、"AttributeNames" は画像および注釈参
照 ["source-ref", "class"] のリストに含まれます。対応するラベル値は最初のイメージの場合は
"0"、2 番目のイメージの場合は “1” です。
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{"source-ref":"s3://image/filename1.jpg", "class":"0"}
{"source-ref":"s3://image/filename2.jpg", "class":"1", "class-metadata": {"class-name":
"cat", "type" : "groundtruth/image-classification"}}

の順序"AttributeNames"入力ファイルでトレーニングするときは重要です ImageClassification
Algorithm パイプ指定されたデータは特定の順で受け入れられます。image が最初になり、その後に
label が続きます。だから、」AttributeNames「この例では次のものが提供されています"sourceref"最初に、続いて"class"。を使用する場合 ImageClassification 拡張マニフェストを使ったアルゴリ
ズム、の価値RecordWrapperTypeパラメータをに設定する必要があります"RecordIO"。
値の JSON 配列を指定することで、マルチラベルのトレーニングもサポートされます。num_classes ハ
イパーパラメータは、クラスの合計数と一致するように設定する必要があります。有効なラベル形式に
は、multi-hot と class-id の 2 つがあります。
multi-hot 形式では、各ラベルはすべてのクラスの multi-hot エンコードされたベクトルであり、各クラスは
0 または 1 の値をとります。次の例では 3 つのクラスがあります。最初のイメージはクラス 0 と 2 でラベ
ル付けされ、2 番目のイメージはクラス 2 のみでラベル付けされます。
{"image-ref": "s3://mybucket/sample01/image1.jpg", "class": "[1, 0, 1]"}
{"image-ref": "s3://mybucket/sample02/image2.jpg", "class": "[0, 0, 1]"}

class-id 形式では、各ラベルはデータポイントに適用される [0, num_classes) からのクラス ID のリスト
です。代わりに、前の例は次のようになります。
{"image-ref": "s3://mybucket/sample01/image1.jpg", "class": "[0, 2]"}
{"image-ref": "s3://mybucket/sample02/image2.jpg", "class": "[2]"}

マルチホット形式がデフォルトですが、コンテンツタイプでlabel-formatパラメータ:"application/
x-recordio; label-format=multi-hot". class-id フォーマット。これはによって出力されるフォー
マットです GroundTruthを明示的に設定する必要があります。"application/x-recordio; labelformat=class-id".
拡張マニフェストファイルの詳細については、拡張マニフェストファイルを使用してトレーニングジョブ
にデータセットメタデータを提供する (p. 2527)を参照してください。

段階的トレーニング
SageMaker で以前にトレーニングしたモデルのアーティファクトを使用して、新しいモデルのトレーニン
グをシードすることもできます。段階的トレーニングでは、同じモデルまたは類似のデータを使用して新
しいモデルをトレーニングする際のトレーニング時間が短縮されます。 SageMaker イメージ分類モデル
は、トレーニングされた別の組み込みイメージ分類モデルでのみシードできます。 SageMaker。
事前トレーニング済みモデルを使用するには、CreateTrainingJob リクエストで、InputDataConfig
パラメータに ChannelName を "model" と指定します。モデルチャネルの ContentType
を application/x-sagemaker-model に設定します。モデルチャネルにアップロード
する新しいモデルと事前トレーニング済みモデルの両方の入力ハイパーパラメータの設定
は、num_layers、image_shape、および num_classes 入力パラメータの設定と同じである必要が
あります。これらのパラメータはネットワークアーキテクチャーを定義します。事前トレーニング済み
モデルファイルには、によって出力された圧縮モデルアーティファクト (.tar.gz 形式) を使用します。
SageMaker。入力データには、RecordIO 形式またはイメージ形式を使用できます。
SageMaker イメージ分類アルゴリズムで段階的トレーニングを使用する方法を示すサンプルノートブック
については、End-to-End Incremental Training Image Classification Example (エンドツーエンドの段階的ト
レーニングのイメージ分類のサンプル) を参照してください。段階的トレーニングの詳細とその使用方法
については、Amazon の段階的トレーニング SageMaker (p. 2503)を参照してください。
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イメージ分類アルゴリズムによる推論
生成されたモデルは推論のためにホストでき、エンコードされた .jpg および .png イメージ形式を
image/png, image/jpeg、および application/x-image コンテンツタイプとしてサポートします。
入力イメージのサイズは自動的に変更されます。出力は、JSON 形式、またはバッチ変換用の JSON Lines
テキスト形式でエンコードされたすべてのクラスの確率値です。イメージ分類モデルはリクエストごとに
1 つのイメージを処理するため、JSON または JSON Lines 形式で 1 行のみを出力します。以下は、JSON
Lines 形式のレスポンスの例です。
accept: application/jsonlines
{"prediction": [prob_0, prob_1, prob_2, prob_3, ...]}

トレーニングと推論の詳細については、概要説明で言及しているイメージ分類サンプルノートブックのイ
ンスタンスを参照してください。

イメージ分類アルゴリズムの EC2 インスタンスの推奨事項
イメージ分類については、P2、P3、G4dn、および G5 インスタンスをサポートしています。大きなバッ
チサイズのトレーニングにはメモリが多い GPU インスタンスを使用することをお勧めします。分散型ト
レーニングでは複数 GPU および複数マシン設定でアルゴリズムを実行することもできます。CPU (C4 な
ど) と GPU (P2、P3、G4Dn、または G5) インスタンスの両方を推論に使用できます。

イメージ分類サンプルノートブック
を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker caltech-256 データセットに対してモデルをトレー
ニングし、それをデプロイして推論を実行するイメージ分類アルゴリズムは、エンドツーエンドの多ク
ラスイメージ分類の例。 SageMaker でサンプルの実行に使用できる Jupyter ノートブックインスタン
スを作成してアクセスする方法については、「Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用す
る (p. 192)」を参照してください。ノートブックインスタンスを作成して開いたら、[SageMaker 例タブを
選択して、すべてのリストを表示します SageMaker サンプル。イメージ分類サンプルノートブックは、
[Introduction to Amazon algorithm (Amazon アルゴリズムの概要)] セクションにあります。ノートブックを
開くには、その [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピーを作成)] を選択します。

イメージ分類の仕組み
イメージ分類アルゴリズムでは、イメージを入力として受け取り、それを出力カテゴリの 1 つに分類しま
す。ディープラーニングはイメージ分類ドメインに革命をもたらし、優れたパフォーマンスを実現しまし
た。次のようなさまざまなディープラーニングネットワーク ResNet[1]、 DenseNet、inceptionなどは、画
像分類の精度を高めるために開発されました。同時に、これらのネットワークのトレーニングに不可欠な
ラベル付き画像データを収集する取り組みも行われています。 ImageNet[2] は、約11,000のカテゴリを含
む1,100万を超える画像を含むそのような大規模なデータセットの1つです。ネットワークがトレーニング
されたら ImageNet データは、簡単な再調整や微調整により、他のデータセットとの一般化にも使用でき
ます。この転移学習アプローチでは、ネットワークは重みで初期化されます (この例では ImageNet）は、
後で別のデータセットの画像分類タスクに合わせて微調整できます。
Amazon でのイメージ分類 SageMaker は、完全トレーニングと転移学習の 2 つのモードで実行できま
す。完全トレーニングモードでは、ネットワークはランダムな重みで初期化され、ユーザーデータでゼロ
からトレーニングされます。転送学習モードでは、ネットワークは事前にトレーニングされた重みで初期
化され、最上位の完全に接続されたレイヤーだけがランダムな重みで初期化されます。次に、ネットワー
ク全体が新しいデータで微調整されます。このモードでは、小規模なデータセットでもトレーニングを実
現できます。これは、ネットワークがすでにトレーニングされているため、十分なトレーニングデータが
ない場合でも使用できるからです。

イメージ分類ハイパーパラメータ
ハイパーパラメータは、機械学習モデルが学習を開始する前に設定されるパラメータです。Amazon で
は、次のハイパーパラメータがサポートされています。 SageMaker 組み込みのイメージ分類アルゴリズ
ム。イメージ分類ハイパーパラメータの調整については、「イメージ分類モデルを調整する (p. 2049)」を
参照してください。
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Parameter Name

説明

num_classes

出力クラスの数。このパラメータは、ネットワーク出力のディメン
ションを定義し、通常はデータセット内のクラス数に設定されま
す。
マルチクラス分類に加えて、マルチラベル分類もサポートされてい
ます。拡張マニフェストファイルを使用したマルチラベル分類の操
作方法の詳細については、「イメージ分類アルゴリズムの入出力イ
ンターフェイス (p. 2039)」を参照してください。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

num_training_samples

入力データセット内のトレーニング例の数。
この値とトレーニングセット内のサンプル数が一致しない場
合、lr_scheduler_step パラメータの動作は未定義になり、分散
型トレーニングの精度に影響することがあります。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

augmentation_type

データ補強タイプ。入力イメージは、次に示す複数の方法で補強で
きます。
• crop: イメージをランダムにトリミングし、水平に反転させます
• crop_color: "トリミング" に加えて、[-36, 36]、[-50, 50]、およ
び [-50, 50] の範囲の 3 つのランダム値がそれぞれ対応する色相、
彩度、輝度チャネルに加算されます
• crop_color_transform: crop_color に加えて、回転、せん
断、アスペクト比のバリエーションなどのランダムな変換がイ
メージに適用されます。最大回転角度は 10 度、最大せん断比は
0.1、最大アスペクト変化比は 0.25 です。
オプション
有効な値: crop、crop_color、または crop_color_transform
デフォルト値: なし

beta_1

adam の beta1。つまり、最初のモーメントの見積もりの指数関数的
減衰率です。
オプション
有効な値: 浮動小数点数。[0, 1] の範囲です。
デフォルト値: 0.9

beta_2

adam の beta2。つまり、2 番目のモーメントの見積もりの指数関数
的減衰率です。
オプション
有効な値: 浮動小数点数。[0, 1] の範囲です。

2043

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

Parameter Name

説明
デフォルト値: 0.999

checkpoint_frequency

モデルパラメータを保存する期間 (エポック数)。
すべてのチェックポイントファイルは、最終的なモデルファイル
「model.tar.gz」の一部として保存され、指定されたモデルの場所に
S3 にアップロードされることに注意してください。これにより、ト
レーニング中に保存されたチェックポイントの数に比例してモデル
ファイルのサイズが大きくなります。
オプション
有効な値: epochs 以下の正の整数。
デフォルト値: なし (検証精度が最も高いエポックにチェックポイン
トを保存します)

early_stopping

トレーニング中に早期停止ロジックを使用する場合は True。使用し
ない場合は False。
オプション
有効な値: True または False
デフォルト値: False

early_stopping_min_epochs 早期停止ロジックを呼び出す前に実行する必要があるエポックの最
小数。early_stopping = True の場合にのみ使用されます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 10
early_stopping_patience

関連メトリクスで改善が見られなかった場合にトレーニングを終了
する前に待機するエポックの数。early_stopping = True の場合
にのみ使用されます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5

early_stopping_tolerance

精度検証メトリクスの改善を測定する相対的な許容値。精度の改善
を前回の最高精度で除算した比率が early_stopping_tolerance
値セットより小さい場合、早期停止は改善がないと見なしま
す。early_stopping = True の場合にのみ使用されます。
オプション
有効な値: 0 ≤ 浮動小数点数 ≤ 1
デフォルト値: 0.0
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Parameter Name

説明

epochs

トレーニングエポックの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 30

eps

adam と rmsprop のイプシロン。通常は、0 で除算されないように
小さな値に設定されます。
オプション
有効な値: 浮動小数点数。[0, 1] の範囲です。
デフォルト値: 1e-8

gamma

rmsprop のガンマ、二乗勾配の移動平均の減衰係数。
オプション
有効な値: 浮動小数点数。[0, 1] の範囲です。
デフォルト値: 0.9

image_shape

入力イメージのディメンション。これはネットワークの入力レイ
ヤーと同じサイズになります。フォーマットは "num_channels, 高
さ, 幅" として定義されます。ネットワークが入力の多様なディメン
ションを処理できるため、イメージディメンションは任意の値を受
け取ることができます。ただし、大きなイメージディメンションが
使用されている場合はメモリの制約がある可能性があります。事前
にトレーニングされたモデルでは、224 x 224 に固定されたイメー
ジサイズのみを使用できます。画像分類の一般的な画像サイズは
'3,224,224' です。これはリンクは以下のようになります。 ImageNet
データセット。
トレーニングの場合、任意の次元でいずれかの入力イメージがこの
パラメータよりも小さいと、トレーニングは失敗します。イメー
ジが大きい場合、このパラメータで指定されたクロップ領域を使用
して、イメージの一部がクロップされます。ハイパーパラメータ
augmentation_type が設定されている場合、ランダムクロップが
行われ、それ以外の場合は、中央クロップが行われます。
推論時に、入力イメージのサイズはトレーニング中に使用された
image_shape に変更されます。縦横比は保持されず、イメージは
クロップされません。
オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: '3,224,224'
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Parameter Name

説明

kv_store

分散型トレーニング中の重み更新同期モード。重み更新は、複数マ
シン間で同期的または非同期的に更新できます。同期更新は、一般
には非同期更新よりも精度が高くなりますが、低速な可能性があり
ます。詳細については、MXNet の分散型トレーニングを参照してく
ださい。
このパラメータは、単一のマシントレーニングには適用されませ
ん。
• dist_sync: 勾配はすべてのワーカーで各バッチの後に同期され
ます。dist_sync では、バッチサイズは各マシンで使用される
バッチサイズを意味します。したがって、n 台のマシンがあり、
バッチサイズ b を使用する場合、dist_sync はバッチサイズ n*b
でローカルのように動作します。
• dist_async: 非同期更新を実行します。重みはマシンから勾配
を受け取るたびに更新され、重みの更新はアトミックです。ただ
し、その順序は保証されません。
オプション
有効な値: dist_sync または dist_async
デフォルト値: なし

learning_rate

初期学習レート。
オプション
有効な値: 浮動小数点数。[0, 1] の範囲です。
デフォルト値: 0.1

lr_scheduler_factor

lr_scheduler_step = lr_new * lr_old として定義され
る、lr_scheduler_factor パラメータと組み合わせて使用される
学習レートを下げる率。
オプション
有効な値: 浮動小数点数。[0, 1] の範囲です。
デフォルト値: 0.1

lr_scheduler_step

学習レートを下げるエポック。lr_scheduler_factor パラ
メータで説明しているように、学習レートはこれらのエポックで
lr_scheduler_factor だけ下げられます。たとえば、値が "10,
20" に設定されている場合、学習レートは 10 番目のエポックの後に
lr_scheduler_factor だけ下げられ、20 番目のエポックの後に
再び lr_scheduler_factor だけ下げられます。エポックは "," で
区切られます。
オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: なし
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Parameter Name

説明

mini_batch_size

トレーニングのバッチサイズ。単一マシンのマルチ GPU の設定で
は、各 GPU は mini_batch_size/num_gpu トレーニングサンプル
を処理します。dist_sync モードの複数マシントレーニングでは、実
際のバッチサイズは mini_batch_size * マシン数です。詳細につ
いては、MXNet のドキュメントを参照してください。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 32

momentum

sgd と nag のモーメンタムであり、他のオプティマイザでは無視さ
れます。
オプション
有効な値: 浮動小数点数。[0, 1] の範囲です。
デフォルト値: 0.9

multi_label

各サンプルに複数のラベルを割り当てることができる複数ラベル分
類に使用するフラグ。全クラスの平均精度が記録されます。
オプション
有効な値: 0 または 1
デフォルト値: 0

num_layers

ネットワークのレイヤー数。画像サイズが大きいデータ
（たとえば、224x224-など） ImageNet) では、セット
[18、34、50、101、152、200] からレイヤー数を選択することをお
勧めします。小さなイメージサイズ (たとえば、28x28 - CIFAR な
ど) のデータでは、レイヤー数をセット [20、32、44、56、110] か
ら選択することをお勧めします。各セットのレイヤー数は ResNet
paper。転移学習では、レイヤー数は基本ネットワークのアーキテク
チャを定義するため、セット [18、34、50、101、152、200] からの
み選択できます。
オプション
有効な値: [18, 34, 50, 101, 152, 200] または [20, 32, 44, 56, 110] 内
の正の整数。
デフォルト値: 152
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Parameter Name

説明

optimizer

オプティマイザのタイプ。オプティマイザのパラメータの詳細につ
いては、MXNet の API を参照してください。
オプション
有効な値: sgd、adam、rmsprop、nag のいずれか。
• sgd: 確率的勾配降下法
• adam: アダプティブモーメンタム推定
• rmsprop: 二乗平均平方根の伝搬
• nag: ネステロフ加速勾配
デフォルト値: sgd

precision_dtype

トレーニングに使用される重みの精度。アルゴリズムは、重みに単
精度 (float32) または半精度 (float16) を使用できます。重みに
半精度を使用すると、メモリ消費量が減少します。
オプション
有効な値: float32 または float16
デフォルト値: float32

resize

トレーニングのためにイメージのサイズを変更した後、イメージの
最短辺にあるピクセル数です。パラメータが設定されていない場
合、トレーニングデータはサイズ変更なしで使用されます。パラ
メータは、トレーニングの失敗を防ぐため、image_shape の幅と
高さのコンポーネントよりも大きくする必要があります。
イメージコンテンツタイプを使用する場合は必須
RecordIO コンテンツタイプを使用する場合はオプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: なし

top_k

トレーニング中に top-k 精度を報告します。top-1 トレーニング精
度はすでに報告されている通常のトレーニング精度と同じであるた
め、このパラメータは 1 より大きい必要があります。
オプション
有効な値: 1 より大きい正の整数。
デフォルト値: なし

2048

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

Parameter Name

説明

use_pretrained_model

トレーニングに事前トレーニング済みモデルを使用するためのフラ
グ。1 に設定すると、対応するレイヤー数の事前トレーニング済み
モデルがロードされ、トレーニングに使用されます。最上位 FC レ
イヤーのみがランダムな重みで再初期化されます。それ以外の場
合、ネットワークはゼロからトレーニングされます。
オプション
有効な値: 0 または 1
デフォルト値: 0
重みがクラスの分布に基づいて計算される、複数ラベル分類に重み
付き交差エントロピー損失を使用するためのフラグ (multi_label
= 1 の場合にのみ使用)。

use_weighted_loss

オプション
有効な値: 0 または 1
デフォルト値: 0
sgd と nag の係数重み減衰であり、他のオプティマイザでは無視さ
れます。

weight_decay

オプション
有効な値: 浮動小数点数。[0, 1] の範囲です。
デフォルト値: 0.0001

イメージ分類モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

イメージ分類アルゴリズムによって計算されたメトリクス
イメージ分類アルゴリズムは教師ありアルゴリズムです。このアルゴリズムは、トレーニング中に計算さ
れた精度メトリクスを報告します。モデルを調整するときには、このメトリクスを目標メトリクスとして
選択してください。
メトリクス名

説明

最適化の方向

validation:accuracy 実行された予測の総数に対する正しい予測の数の
比率。
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調整可能なイメージ分類ハイパーパラメータ
以下のハイパーパラメータを使用してイメージ分類モデルを調整します。イ
メージ分類の目標メトリクスに最も大きな影響を与えるハイパーパラメータ
は、mini_batch_size、learning_rate、および optimizer です。選択した optimizer に基づい
て、momentum、weight_decay、beta_1、beta_2、eps、gamma などのオプティマイザ関連のハイ
パーパラメータを調整します。たとえば、adam が optimizer である場合にのみ beta_1 と beta_2 を
使用します。
各オプティマイザで使用されるハイパーパラメータの詳細については、イメージ分類ハイパーパラメー
タ (p. 2042)を参照してください。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

beta_1

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6、
MaxValue: 0.999

beta_2

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6、
MaxValue: 0.999

eps

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 1.0

gamma

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 0.999

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6、
MaxValue: 0.5

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 8、
MaxValue: 512

momentum

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.999

optimizer

CategoricalParameterRanges

['sgd', ‘adam’, ‘rmsprop’,
'nag']

weight_decay

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.999

イメージ分類- TensorFlow
アマゾン SageMaker イメージ分類- TensorFlow algorithm は、から事前にトレーニングされた多数のモデ
ルで転移学習をサポートする教師あり学習アルゴリズムです。TensorFlow Hub。転移学習を使用すると、
大量の画像データがない場合でも、独自のデータセットで利用可能な事前学習済みモデルの 1 つを微調整
できます。画像分類アルゴリズムは、画像を入力として受け取り、提供されたクラスラベルごとに確率を
出力します。トレーニングデータセットは、.jpg、.jpeg、または .png 形式の画像で構成する必要がありま
す。
トピック
• の使用方法 SageMaker イメージ分類- TensorFlow アルゴリズム (p. 2051)
• 画像分類の入出力インターフェース- TensorFlow アルゴリズム (p. 2052)
• Amazon EC2 インスタンスの画像分類に関する推奨事項- TensorFlow アルゴリズム (p. 2053)
• イメージ分類- TensorFlow サンプルノートブック (p. 2054)
• イメージ分類方法- TensorFlow WORK (p. 2054)
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• TensorFlow Hub (p. 2054)
• イメージ分類- TensorFlowハイパーパラメータ (p. 2059)
• 画像分類の調整- TensorFlow 型 (p. 2063)

の使用方法 SageMaker イメージ分類- TensorFlow アルゴリズム
画像分類を使用できます- TensorFlow アマゾンとして SageMaker 組み込みのアルゴリズム 次のセクショ
ンではではでは、画像分類を使用する方法について説明します。 TensorFlow と SageMaker Python SDK
画像分類の使用方法については- TensorFlow アマゾンから行うこと SageMaker スタジオ UI、を参照して
くださいSageMaker JumpStart (p. 46)。
イメージ分類- TensorFlow アルゴリズムは、互換性のある事前学習済みのいずれかを使用して転移学
習をサポートします TensorFlow Hub 使用可能なすべての事前トレーニング済みモデルの一覧について
は、「」を参照してください。TensorFlow Hub (p. 2054)。事前にトレーニングされたモデルにはそれ
ぞれ固有のmodel_id。次の例ではを使用します。 MobileNet V2 1.00 224model_id:tensorflow-icimagenet-mobilenet-v2-100-224-classification-4) を使用して、カスタムデータセットを
微調整します。事前トレーニング済みのモデルはすべて、以下から事前にダウンロードされています。
TensorFlow トレーニングジョブをネットワークから切り離して実行できるように、ハブを Amazon S3
バケットに保存します。これらの事前に生成されたモデルトレーニングアーティファクトを使用して
SageMaker推定器。
まず、Docker イメージ URI、トレーニングスクリプト URI、および事前トレーニング済みモデル
URI を取得します。次に、必要に応じてハイパーパラメータを変更します。使用可能なすべての
ハイパーパラメータとそのデフォルト値を記載した Python ディクショナリは次のようになりま
す。hyperparameters.retrieve_default。詳細については、「イメージ分類- TensorFlowハイパー
パラメータ (p. 2059)」を参照してください。これらの値を使用して a を作成します。 SageMaker 推定
器。

Note
デフォルトのハイパーパラメータ値は、モデルによって異なります。大きいモデルの場合、デ
フォルトのバッチサイズは小さくなり、train_only_on_topハイパーパラメータがに設定され
ている"True"。
この例では以下を使用しています。tf_flowers5 つのクラスの花の画像を含むデータセット。データ
セットを以下から事前にダウンロードしました TensorFlow Apache 2.0 ライセンスの下で、Amazon S3 で
利用可能になりました。モデルを微調整するには、.fitトレーニングデータセットの Amazon S3 の保存
場所を使用する。
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris, hyperparameters
from sagemaker.estimator import Estimator
model_id, model_version = "tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-100-224-classification-4",
"*"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the Docker image
train_image_uri =
image_uris.retrieve(model_id=model_id,model_version=model_version,image_scope="training",instance_type
# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version,
script_scope="training")
# Retrieve the pretrained model tarball for transfer learning
train_model_uri = model_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version,
model_scope="training")
# Retrieve the default hyper-parameters for fine-tuning the model
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hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(model_id=model_id,
model_version=model_version)
# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters["epochs"] = "5"
# The sample training data is available in the following S3 bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tf_flowers/"
training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"
output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-ic-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
# Create SageMaker Estimator instance
tf_ic_estimator = Estimator(
role=aws_role,
image_uri=train_image_uri,
source_dir=train_source_uri,
model_uri=train_model_uri,
entry_point="transfer_learning.py",
instance_count=1,
instance_type=training_instance_type,
max_run=360000,
hyperparameters=hyperparameters,
output_path=s3_output_location,
)
# Use S3 path of the training data to launch SageMaker TrainingJob
tf_ic_estimator.fit({"training": training_dataset_s3_path}, logs=True)

画像分類の詳細については、- TensorFlow 転移学習、微調整、推論、展開を含むアルゴリズムについて
は、次のノートブックの例を参照してください。
• Amazon による表形式分類 SageMaker LightGBM と CatBoost アルゴリズム

画像分類の入出力インターフェース- TensorFlow アルゴリズム
にリストされている事前学習済みの各モデル TensorFlow ハブモデルは、任意の数の画像クラスを持つ任
意のデータセットに合わせて微調整できます。画像分類への入力用にトレーニングデータをフォーマット
する方法に注意してください- TensorFlow モデル。
• トレーニングデータ入力フォーマット: トレーニングデータは、クラスの数と同じ数のサブディレ
クトリを含むディレクトリでなければなりません。各サブディレクトリには、そのクラスに属す
る .jpg、.jpeg、.png 形式のイメージが必要です。
以下に示すのは、入力ディレクトリ構造の例です。このサンプルデータセットには次の 2 つのクラスが
あります。rosesそしてdandelion。各クラスフォルダーの画像ファイルには任意の名前を付けること
ができます。入力ディレクトリは、次のようなパスの Amazon S3 バケットでホストする必要がありま
す。s3://bucket_name/input_directory/。 末尾に注意してください/は必須です。
input_directory
|--roses
|--abc.jpg
|--def.jpg
|--dandelion
|--ghi.jpg
|--jkl.jpg
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トレーニング済みモデルは、クラスフォルダー名を出力クラス確率のリストのインデックスにマッピング
するラベルマッピングファイルを出力します。このマッピングはアルファベット順に並んでいます。たと
えば、前の例では、タンポポのクラスはインデックス 0 で、バラのクラスはインデックス 1 です。
トレーニングが完了すると、モデルが微調整され、段階的なトレーニングを使用してさらにトレーニング
したり、推論用にデプロイしたりできます。イメージ分類- TensorFlow アルゴリズムは、微調整されたモ
デルに前処理と後処理のシグネチャを自動的に追加して、画像を入力として取り込み、クラスの確率を返
すことができるようにします。クラスインデックスをクラスラベルにマッピングするファイルは、モデル
とともに保存されます。

増分トレーニング
以前にトレーニングしたモデルのアーティファクトを使用して、新しいモデルのトレーニングをシードで
きます。 SageMaker。段階的トレーニングでは、同じモデルまたは類似のデータを使用して新しいモデル
をトレーニングする際のトレーニング時間が短縮されます。

Note
シードできるのはAだけです SageMaker イメージ分類- TensorFlow 別の画像分類を含むモデルTensorFlow トレーニングしたデータ SageMaker。
クラスのセットが同じであれば、任意のデータセットをインクリメンタルトレーニングに使用できます。
インクリメンタルトレーニングステップは微調整ステップと似ていますが、事前にトレーニングされたモ
デルから始めるのではなく、既存の微調整されたモデルから始めます。インクリメンタルトレーニングの
例として SageMakerイメージ分類- TensorFlow アルゴリズム、を参照してくださいについて SageMaker
TensorFlow -イメージ分類サンプルノートブック。

イメージ分類による推論- TensorFlowアルゴリズム
あなたの結果生まれた微調整されたモデルをホストすることができます TensorFlow 推論のための画像
分類トレーニング。推論用の入力画像はすべて次の場所になければなりません.jpg、。jpeg、また
は.pngフォーマットしてコンテンツタイプにするapplication/x-image。イメージ分類- TensorFlow
アルゴリズムは入力画像のサイズを自動的に変更します。
推論を実行すると、確率値、すべてのクラスのクラスラベル、および確率が最も高いクラスインデックス
に対応する予測ラベルが JSON 形式でエンコードされます。イメージ分類- TensorFlow モデルはリクエス
トごとに1つの画像を処理し、1行のみを出力します。以下は、JSON 形式の応答の例です。
accept: application/json;verbose
{"probabilities": [prob_0, prob_1, prob_2, ...],
"labels":
[label_0, label_1, label_2, ...],
"predicted_label": predicted_label}

もしacceptをに設定しますapplication/jsonの場合、モデルは確率のみを出力します。画像分類
によるトレーニングと推論の詳細については- TensorFlow アルゴリズム、を参照してくださいについて
SageMaker TensorFlow -イメージ分類サンプルノートブック。

Amazon EC2 インスタンスの画像分類に関する推奨事項- TensorFlow アルゴリズム
イメージ分類- TensorFlow アルゴリズムは、以下を含むすべての CPU および GPU インスタンスのトレー
ニングをサポートします。
• ml.p2.xlarge
• ml.p2.16xlarge
• ml.p3.2xlarge
• ml.p3.16xlarge
• ml.g4dn.xlarge
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• ml.g4dn.16.xlarge
• ml.g5.xlarge
• ml.g5.48xlarge
バッチサイズの大きいトレーニングには、より多くのメモリを備えた GPU インスタンスをお勧めしま
す。CPU (M5 など) と GPU (P2、P3、G4Dn、G5) インスタンスの両方を推論に使用できます。

イメージ分類- TensorFlow サンプルノートブック
の使用方法の詳細については SageMaker イメージ分類- TensorFlow カスタムデータセットの転移学習ア
ルゴリズム。について SageMaker TensorFlow -イメージ分類ノートブック。
でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスす
る方法の詳細については、を参照してください。 SageMaker、「」を参照してくださいAmazon
SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いた
ら、SageMaker例タブをクリックすると、すべてのリストが表示されます SageMaker サンプル。ノート
ブックを開くには、その [Use (使用)] タブを選択し、[Create copy (コピーを作成)] を選択します。

イメージ分類方法- TensorFlow WORK
イメージ分類- TensorFlow アルゴリズムは画像を入力として受け取り、それを出力クラスラベルの1つに
分類します。次のようなさまざまなディープラーニングネットワーク MobileNet, ResNet、インセプショ
ン、 EfficientNet 画像分類に非常に正確です。また、次のような大規模な画像データセットでトレーニン
グされたディープラーニングネットワークもあります。 ImageNetには、1,100万を超える画像と約11,000
のクラスがあります。ネットワークをトレーニングした後 ImageNet データを作成すると、特定の焦点を
絞ったデータセットのネットワークを微調整して、より具体的な分類タスクを実行できます。アマゾン
SageMaker イメージ分類- TensorFlow アルゴリズムは、事前学習済みの多くのモデルでの転移学習をサ
ポートします。 TensorFlow Hub
トレーニングデータ内のクラスラベルの数に応じて、選択したトレーニング済みのTransfer Family Hubモ
デルに分類レイヤーが添付されます。分類層は、ドロップアウト層、高密度層、およびランダムな重みで
初期化される 2 ノルム正則化器を使用する全結合層で構成されます。このモデルには、ドロップアウト層
のドロップアウト率と密層の L2 正則化係数のハイパーパラメーターがあります。その後、ネットワーク
全体 (事前学習済みのモデルを含む) または新しい学習データの最上位分類層のみを微調整できます。この
転移学習の方法では、より小さなデータセットでのトレーニングが可能です。

TensorFlow Hub
次の事前学習済みモデルは、画像分類による転移学習に使用できます- TensorFlow Algorithm
以下のモデルは、特定のデータセットのサイズ、モデルパラメーターの数、トレーニング時間、および
推論待ち時間が大きく異なります。ユースケースに最適なモデルは、微調整データセットの複雑さと、ト
レーニング時間、推論の待ち時間、またはモデルの精度に関する要件によって異なります。
モデル名

model_id

ソース

MobileNet V2 1.00

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-100-224classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V2 0.75

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-075-224classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V2 0.50

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-050-224classification-4

TensorFlow Hub
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モデル名

model_id

ソース

MobileNet V2 0.35

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-035-224classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V2 1.40

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-140-224classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V2 1.30

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-130-224classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V2

tensorflow-ic-tf2preview-mobilenet-v2classification-4

TensorFlow Hub

Inception V3

tensorflow-icimagenet-inception-v3classification-4

TensorFlow Hub

Inception V2

tensorflow-icimagenet-inception-v2classification-4

TensorFlow Hub

Inception V1

tensorflow-icimagenet-inception-v1classification-4

TensorFlow Hub

Inception V3 Preview

tensorflow-ic-tf2preview-inception-v3classification-4

TensorFlow Hub

インセプション ResNet V2

tensorflow-ic-imagenetinception-resnet-v2classification-4

TensorFlow Hub

ResNet V2

tensorflow-icimagenet-resnet-v2-50classification-4

TensorFlow Hub

ResNet V2

tensorflow-icimagenet-resnet-v2-101classification-4

TensorFlow Hub

ResNet V2

tensorflow-icimagenet-resnet-v2-152classification-4

TensorFlow Hub

ResNet V1

tensorflow-icimagenet-resnet-v1-50classification-4

TensorFlow Hub

ResNet V1

tensorflow-icimagenet-resnet-v1-101classification-4

TensorFlow Hub
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モデル名

model_id

ソース

ResNet V1

tensorflow-icimagenet-resnet-v1-152classification-4

TensorFlow Hub

ResNet 50

tensorflow-icimagenet-resnet-50classification-4

TensorFlow Hub

EfficientNet B0

tensorflow-icefficientnet-b0classification-1

TensorFlow Hub

EfficientNet B1

tensorflow-icefficientnet-b1classification-1

TensorFlow Hub

EfficientNet B2

tensorflow-icefficientnet-b2classification-1

TensorFlow Hub

EfficientNet B3

tensorflow-icefficientnet-b3classification-1

TensorFlow Hub

EfficientNet B4

tensorflow-icefficientnet-b4classification-1

TensorFlow Hub

EfficientNet B5

tensorflow-icefficientnet-b5classification-1

TensorFlow Hub

EfficientNet B6

tensorflow-icefficientnet-b6classification-1

TensorFlow Hub

EfficientNet B7

tensorflow-icefficientnet-b7classification-1

TensorFlow Hub

EfficientNet B0 Lite

tensorflow-icefficientnet-lite0classification-2

TensorFlow Hub

EfficientNet B1 Lite

tensorflow-icefficientnet-lite1classification-2

TensorFlow Hub

EfficientNet B2 Lite

tensorflow-icefficientnet-lite2classification-2

TensorFlow Hub

EfficientNet B3 Lite

tensorflow-icefficientnet-lite3classification-2

TensorFlow Hub
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モデル名

model_id

ソース

EfficientNet B4 Lite

tensorflow-icefficientnet-lite4classification-2

TensorFlow Hub

MobileNet V1 1.00 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-100-224classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 1.00 192

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-100-192classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 1.00 160

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-100-160classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 1.00 128

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-100-128classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 0.75

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-075-224classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 0.75 192

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-075-192classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 0.75 160

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-075-160classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 0.75 128

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-075-128classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 0.50 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-050-224classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 0.50 192

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-050-192classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 1.00 160

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-050-160classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 0.50 128

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-050-128classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 0.25 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-025-224classification-4

TensorFlow Hub
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モデル名

model_id

ソース

MobileNet V1 0.25 192

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-025-192classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 0.25 1.25 0.25

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-025-160classification-4

TensorFlow Hub

MobileNet V1 0.25 1.25 0.25

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-025-128classification-4

TensorFlow Hub

BiT-S R50x1

tensorflow-ic-bits-r50x1-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Hub

BiT-S R50x3

tensorflow-ic-bits-r50x3-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Hub

BiT-S R101x1

tensorflow-ic-bits-r101x1-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Hub

BiT-S R101x3

tensorflow-ic-bits-r101x3-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Hub

BiT-M R50x1

tensorflow-ic-bitm-r50x1-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Hub

BiT-M R50x3

tensorflow-ic-bitm-r50x3-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Hub

BiT-M R101x1

tensorflow-ic-bitm-r101x1-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Hub

BiT-M R101x3

tensorflow-ic-bitm-r101x3-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Hub

BiT-M R50x1 ImageNet-21k

tensorflow-ic-bitm-r50x1-imagenet21kclassification-1

TensorFlow Hub

BiT-M R50x3 ImageNet-21k

tensorflow-ic-bitm-r50x3-imagenet21kclassification-1

TensorFlow Hub

BiT-M R101x1 ImageNet-21k

tensorflow-ic-bit-mr101x1-imagenet21kclassification-1

TensorFlow Hub
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モデル名

model_id

ソース

BiT-M R101x3 ImageNet-21k

tensorflow-ic-bit-mr101x3-imagenet21kclassification-1

TensorFlow Hub

イメージ分類- TensorFlowハイパーパラメータ
ハイパーパラメータは、機械学習モデルが学習を開始する前に設定されるパラメータです。Amazon
では、次のハイパーパラメータをサポートしています。 SageMaker 組み込み画像分類- TensorFlow
Algorithm 「」を参照してください。画像分類の調整- TensorFlow 型 (p. 2063)ハイパーパラメータの
チューニングについては。
Parameter Name

説明

augmentation

をに設定します"True"適用対
象augmentation_random_flip,augmentation_random_rotation、
およびaugmentation_random_zoomトレーニングデータに。
有効な値:文字列、次のいずれか:("True"または"False").
デフォルト値: "False"。

augmentation_random_flip

次の場合にデータ拡張にどのフリップモードを使用するかを示しま
すaugmentationをに設定します"True"。詳細については、次を参
照してください。RandomFlip() TensorFlow ドキュメント内) を参照
してください。
有効な値:文字列、以下のいずれかで
す。"horizontal_and_vertical","vertical"、また
は"None").
デフォルト値: "horizontal_and_vertical"。

次の場合にデータ拡張にどのくらいのローテーションを使用するか
augmentation_random_rotation
を示しますaugmentationをに設定します"True"。値は 2π の分数
を表します。正の値は反時計回りに回転し、負の値は時計回りに回
転します。0回転しないという意味です。詳細については、次を参照
してください。RandomRotation() TensorFlow ドキュメント内) を参
照してください。
有効値:浮動小数点、範囲:[-1.0,1.0]。
デフォルト値: 0.2。
augmentation_random_zoom

次の場合にデータ拡張にどのくらいの垂直ズームを使用するかを示
しますaugmentationをに設定します"True"。正の値はズームアウ
トし、負の値はズームインします。0ズームなしという意味です。詳
細については、次を参照してください。RandomZoom() TensorFlow
ドキュメント内) を参照してください。
有効値:浮動小数点、範囲:[-1.0,1.0]。
デフォルト値: 0.1。

batch_size

トレーニングのバッチサイズ。複数の GPU を使用するインスタンス
でのトレーニングでは、このバッチサイズが GPU 全体で使用されま
す。
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Parameter Name

説明
有効な値: 正の整数。
デフォルト値: 32。

beta_1

の beta1"adam"オプティマイザ。ファーストモーメント推定の指数
関数的減衰率を表します。他のオプティマイザでは無視されます。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: 0.9。

beta_2

の beta2"adam"オプティマイザ。セカンドモーメント推定の指数関
数的減衰率を表します。他のオプティマイザでは無視されます。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: 0.999。

binary_mode

メトリックbinary_modeをに設定します"True"、モデルは
陽性クラスに対して単一の確率数を返し、さらに使用できま
すeval_metricオプション。バイナリ分類問題にのみ使用してくだ
さい。
有効な値:文字列、次のいずれか:("True"または"False").
デフォルト値: "False"。

dropout_rate

最上位分類レイヤーのドロップアウト層のドロップアウト率。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: 0.2

early_stopping

をに設定します"True"トレーニング中にアーリーストップロジック
を使用すること。もし"False"、早期停止は使用されていません。
有効な値:文字列、次のいずれか:("True"または"False").
デフォルト値: "False"。

early_stopping_min_delta

改善の条件を満たすために必要な最小限の変更。絶対変化が次の値
より小さいearly_stopping_delta改善とはみなされません。次
の場合のみ使用early_stoppingをに設定します"True"。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: 0.0。

early_stopping_patience

改善されずにトレーニングを続けるエポックの数。次の場合のみ使
用early_stoppingをに設定します"True"。
有効な値: 正の整数。
デフォルト値: 5。

2060

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みアルゴリズムを使用する

Parameter Name

説明

epochs

トレーニングエポックの数。
有効な値: 正の整数。
デフォルト値: 3。

epsilon

のイプシロン"adam","rmsprop","adadelta"、およ
び"adagrad"オプティマイザ。0 による除算を避けるため、通常は
小さい値に設定されます。他のオプティマイザでは無視されます。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: 1e-7。

eval_metric

もしbinary_modeをに設定します"False",eval_metricにできる
のはのみです"accuracy"。もしbinary_modeです"True"で、有
効な値のいずれかを選択します。詳細については、次を参照してく
ださい。メトリクス() TensorFlow ドキュメント内) を参照してくだ
さい。
有効な値:文字列、以下のいずれかで
す。"accuracy","precision","recall","auc"、また
は"prc").
デフォルト値: "accuracy"。

image_resize_interpolation 画像のサイズを変更するときに使用する補間方法を示します。詳細
については、次を参照してください。image.resize() TensorFlow ド
キュメント内) を参照してください。
有効な値:文字列、以下のいずれかで
す。"bilinear","nearest","bicubic","area",
"lanczos3","lanczos5","gaussian"、また
は"mitchellcubic").
デフォルト値: "bilinear"。
initial_accumulator_value アキュムレータの開始値、またはパラメータごとの運動量
値"adagrad"オプティマイザ。他のオプティマイザでは無視されま
す。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: 0.0001。
label_smoothing

ラベル値の信頼度をどの程度緩和するかを示します。たとえ
ば、もしlabel_smoothingです0.1では、非ターゲットラベ
ルは0.1/num_classes そしてターゲットラベルは0.9+0.1/
num_classes。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: 0.1。
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Parameter Name

説明

learning_rate

オプティマイザーの学習率。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: 0.001。

momentum

の勢い"sgd","nesterov"、および"rmsprop"オプティマイザ。他
のオプティマイザでは無視されます。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: 0.9。

optimizer

オプティマイザのタイプ。詳細については、次を参照してくださ
い。オプティマイザ() TensorFlow ドキュメント内) を参照してくだ
さい。
有効な値:文字列、以下のいずれかで
す。"adam","sgd","nesterov","rmsprop",
"adagrad","adadelta").
デフォルト値: "adam"。

regularizers_l2

分類層の密度層の L2 正則化係数。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: .0001。

reinitialize_top_layer

をに設定します"Auto"では、最上位の分類層のパラメータは微調整
中に再初期化されます。インクリメンタルトレーニングでは、トッ
プ分類層のパラメーターは、に設定しない限り再初期化されませ
ん"True"。
有効な値:文字列、以下のいずれかです。"Auto","True"また
は"False").
デフォルト値: "Auto"。

rho

の勾配の割引係数"adadelta"そして"rmsprop"オプティマイザ。
他のオプティマイザでは無視されます。
有効値:浮動小数点、範囲:[0.0,1.0]。
デフォルト値: 0.95。

train_only_on_top_layer

もし"True"では、最上位の分類層のパラメーターのみが微調整され
ます。もし"False"では、すべてのモデルパラメータが微調整され
ています。
有効な値:文字列、次のいずれか:("True"または"False").
デフォルト値: "False"。
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画像分類の調整- TensorFlow 型
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

画像分類によって計算された指標- TensorFlowアルゴリズム
イメージ分類アルゴリズムは教師ありアルゴリズムです。このアルゴリズムは、トレーニング中に計算さ
れた精度メトリクスを報告します。モデルを調整するときには、このメトリクスを目標メトリクスとして
選択してください。
メトリクス名

説明

最適化の方向

validation:accuracy 実行された予測の総数に対する正しい予測の数の
比率。

最大化

調整可能なイメージ分類- TensorFlowハイパーパラメータ
以下のハイパーパラメータを使用してイメージ分類モデルを調整します。イメージ分類の目標メ
トリクスに最も大きな影響を与えるハイパーパラメータは、batch_size、learning_rate、お
よび optimizer です。次のようなオプティマイザ関連のハイパーパラメータをチューニングしま
す。momentum,regularizers_l2,beta_1,beta_2、およびeps選択したものに基づくoptimizer。た
とえば、adam が optimizer である場合にのみ beta_1 と beta_2 を使用します。
それぞれにどのハイパーパラメータが使用されているかの詳細についてはoptimizer、「」を参照してく
ださいイメージ分類- TensorFlowハイパーパラメータ (p. 2059)。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 8、
MaxValue: 512

beta_1

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6、
MaxValue: 0.999

beta_2

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6、
MaxValue: 0.999

eps

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-8、
MaxValue: 1.0

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6、
MaxValue: 0.5

momentum

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.999

optimizer

CategoricalParameterRanges

['sgd'、'adam'、'rmsprop'、'nesterov'、

regularizers_l2

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.999
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Parameter Name

パラメータタイプ

ContinuousParameterRanges
train_only_on_top_layer

推奨範囲
['本当', '偽']

オブジェクトの検出
アマゾン SageMaker オブジェクト検出アルゴリズムは、1 つの深層ニューラルネットワークを使用して、
イメージ内のオブジェクトを検出および分類します。このアルゴリズムは、入力としてイメージを取得
し、イメージシーン内のオブジェクトのすべてのインスタンスを識別する、教師あり学習アルゴリズムで
す。オブジェクトは、指定されたコレクション内のいずれかのクラスに分類され、そのクラスに属してい
るという信頼性スコアが付けられます。イメージ内のその場所とスケールは、長方形の境界ボックスで示
されます。それはを使用しますシングルショットマルチボックス検出器 (SSD)フレームワークであり、次
の 2 つのベースネットワークをサポートします。VGGGGそしてResNet。ネットワークはゼロからトレー
ニングすることも、ネットワークで事前にトレーニングされたモデルを使用してトレーニングすることも
できますImageNetデータセット。
トピック
• オブジェクト検出アルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 2064)
• オブジェクト検出アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 2067)
• オブジェクト検出サンプルノートブック (p. 2067)
• オブジェクト検出の仕組み (p. 2067)
• オブジェクト検出ハイパーパラメータ (p. 2067)
• オブジェクト検出モデルを調整する (p. 2072)
• オブジェクト検出リクエストとレスポンスの形式 (p. 2073)

オブジェクト検出アルゴリズムの入出力インターフェイス
- SageMaker オブジェクト検出アルゴリズムは両方の RecordIO (application/x-recordio) と画像
(image/png,image/jpeg、およびapplication/x-image）ファイルモードでのトレーニング用のコ
ンテンツタイプで、RecordIO をサポート（application/x-recordio）パイプモードでのトレーニ
ング用。ただし、RecordIO ファイルを作成せずに、拡張マニフェスト形式を使用して、イメージファイ
ル (image/png、image/jpeg、application/x-image) を使用してパイプモードでトレーニングする
こともできます。Amazonの推奨入力フォーマット SageMaker オブジェクト検出アルゴリズムはApache
MXNet。ただし、.jpg または .png の形式で RAW イメージを使用することもできます。このアルゴリズム
では、推論に application/x-image のみがサポートされます。

Note
既存のディープラーニングフレームワークとの相互運用性を維持するために、これは他のAmazon
で一般的に使用されているprotobufデータ形式とは異なります SageMakerアルゴリズム。
データ形式の詳細については、オブジェクト検出サンプルノートブック (p. 2067)を参照してください。

RecordIO 形式でトレーニングする
トレーニングに RecordIO 形式を使用する場合は、CreateTrainingJob リクエストの
InputDataConfig パラメータの値としてトレーニングチャネルと検証チャネルの両方を指定します。1
つの RecordIO (.rec) ファイルを train チャネルで指定し、もう 1 つの RecordIO ファイルを validation
チャネルで指定します。両方のチャネルのコンテンツタイプを application/x-recordio に設定
します。RecordIO ファイルを生成する方法の例は、オブジェクト検出サンプルノートブックにあり
ます。MXNet の GluonCV のツールを使用して、PASCAL ビジュアルオブジェクトクラスや Common
Objects in Context (COCO) などの一般的なデータセット用の RecordIO ファイルを生成することもできま
す。
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イメージ形式を使用してトレーニングする
トレーニングにイメージ形式を使用する場合
は、train、validation、train_annotation、validation_annotation チャネルを
CreateTrainingJob リクエストの InputDataConfig パラメータの値として指定します。トレーニン
グチャネルおよび検証チャネルの個々のイメージデータ (.jpg または .png ファイル) を指定します。注釈
データには、JSON 形式を使用できます。train_annotation チャネルと validation_annotation
チャネルで対応する .json ファイルを指定します。イメージタイプに基づいて、4 つすべてのチャネルの
コンテンツタイプを image/png または image/jpeg に設定します。データセットに .jpg と .png の両方
のイメージが含まれている場合は、コンテンツタイプ application/x-image を使用することもできま
す。次は、.json ファイルの例です。
{

}

"file": "your_image_directory/sample_image1.jpg",
"image_size": [
{
"width": 500,
"height": 400,
"depth": 3
}
],
"annotations": [
{
"class_id": 0,
"left": 111,
"top": 134,
"width": 61,
"height": 128
},
{
"class_id": 0,
"left": 161,
"top": 250,
"width": 79,
"height": 143
},
{
"class_id": 1,
"left": 101,
"top": 185,
"width": 42,
"height": 130
}
],
"categories": [
{
"class_id": 0,
"name": "dog"
},
{
"class_id": 1,
"name": "cat"
}
]

各イメージは注釈用に .json ファイルを必要とし、.json ファイルは対応するイメージと同じ名前である必
要があります。上記の .json ファイルの名前は "sample_image1.json" になります。注釈 .json ファイルに
は 4 つのプロパティが含まれています。"file" プロパティはイメージファイルの相対パスを指定します。例
えば、トレーニングイメージとそれに対応する .json ファイルが s3://your_bucket/train/sample_image
and s3://your_bucket/train_annotation に保存されている場合、train チャネルと train_annotation チャネ
ルのパスを、それぞれ s3://your_bucket/train and s3://your_bucket/train_annotation に指定します。
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.json ファイルでは、sample_image1.jpg という名前のイメージの相対パスは sample_image/
sample_image1.jpg になります。"image_size" プロパティはイメージ全体の寸法を指定しま
す。- SageMaker オブジェクト検出アルゴリズムは現在、3 チャンネルの画像のみをサポートし
ています。"annotations" プロパティは、イメージ内のオブジェクトのカテゴリと境界ボック
スを指定します。各オブジェクトには、"class_id" インデックスと 4 つの境界ボックス座標
("left"、"top"、"width"、"height") によって注釈が付けられています。"left" (x 座標) と
"top" (y 座標) の値は、境界ボックスの左上隅を表します。"width" (x 座標) と "height" (y 座標)
の値は、境界ボックスの大きさを表します。原点 (0, 0) は、イメージ全体の左上隅です。1 つのイメー
ジ内に複数のオブジェクトがある場合は、すべての注釈を単一の .json ファイルに含める必要がありま
す。"categories" プロパティには、クラスインデックスとクラス名の間のマッピングが保存されます。
クラスインデックスは連続して番号付けされ、番号付けは 0 から始まります。注釈 .json ファイルの場
合、"categories" プロパティはオプションです。

拡張マニフェストイメージ形式でトレーニングする
拡張マニフェスト形式を使用すると、RecordIO ファイルを作成しなくても、イメージファイルを
使用してパイプモードでトレーニングを行うことができます。CreateTrainingJob リクエストの
InputDataConfig パラメータの値として、トレーニングチャネルと検証チャネルの両方を指定する必
要があります。形式を使用している間、イメージとそれに対応する注釈のリストを含む S3 マニフェスト
ファイルを生成する必要があります。マニフェストファイル形式は、各行が 1 つのサンプルを表す JSON
Lines 形式になっている必要があります。イメージは、その S3 の場所を指す 'source-ref' タグを使
用して指定します。注釈は、CreateTrainingJob リクエストで指定されている "AttributeNames"
パラメータ値の下に入力します。metadata タグの下に追加のメタデータを含めることもできますが、
これらはアルゴリズムによって無視されます。次の例では、"AttributeNames が ["source-ref",
"bounding-box"] リストに含まれています。
{"source-ref": "s3://your_bucket/image1.jpg", "bounding-box":{"image_size":[{ "width":
500, "height": 400, "depth":3}], "annotations":[{"class_id": 0, "left": 111, "top":
134, "width": 61, "height": 128}, {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250, "width": 80,
"height": 50}]}, "bounding-box-metadata":{"class-map":{"0": "dog", "5": "horse"}, "type":
"groundtruth/object-detection"}}
{"source-ref": "s3://your_bucket/image2.jpg", "bounding-box":{"image_size":[{ "width":
400, "height": 300, "depth":3}], "annotations":[{"class_id": 1, "left": 100, "top": 120,
"width": 43, "height": 78}]}, "bounding-box-metadata":{"class-map":{"1": "cat"}, "type":
"groundtruth/object-detection"}}

オブジェクト検出アルゴリズムをトレーニングする場合、入力ファイルの "AttributeNames" の順番
が重要になります。パイプ指定されたデータは特定の順で受け入れられます。image が最初になり、そ
の後に annotations が続きます。だから、」AttributeNames「この例では次のものが提供されていま
す"source-ref"最初に、続いて"bounding-box"。拡張マニフェストでオブジェクト検出を使用する場
合は、RecordWrapperType パラメータの値を "RecordIO" として設定する必要があります。
拡張マニフェストファイルの詳細については、拡張マニフェストファイルを使用してトレーニングジョブ
にデータセットメタデータを提供する (p. 2527)を参照してください。

段階的トレーニング
SageMaker で以前にトレーニングしたモデルのアーティファクトを使用して、新しいモデルのトレーニン
グをシードすることもできます。段階的トレーニングでは、同じモデルまたは類似のデータを使用して新
しいモデルをトレーニングする際のトレーニング時間が短縮されます。 SageMaker オブジェクト検出モ
デルは、 SageMaker。
事前トレーニング済みモデルを使用するには、CreateTrainingJob リクエストで、InputDataConfig
パラメータに ChannelName を "model" と指定します。モデルチャネルの ContentType を
application/x-sagemaker-model に設定します。モデルチャネルにアップロードする新しいモデ
ルと事前トレーニング済みモデルの両方の入力ハイパーパラメータの設定は、base_network および
num_classes 入力パラメータの設定と同じである必要があります。これらのパラメータはネットワーク
アーキテクチャーを定義します。事前トレーニング済みモデルファイルには、次の方法で出力された圧縮
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モデルアーティファクト (.tar.gz 形式) を使用します。 SageMaker。入力データには、RecordIO 形式また
はイメージ形式を使用できます。
段階的トレーニングの詳細とその使用方法については、Amazon の段階的トレーニング
SageMaker (p. 2503)を参照してください。

オブジェクト検出アルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
オブジェクト検出アルゴリズムは、P2、P3、G4Dn、G5 GPU インスタンスファミリーをサポートしま
す。大きなバッチサイズのトレーニングにはメモリが多い GPU インスタンスを使用することをお勧めし
ます。オブジェクト検出アルゴリズムをマルチ GPU およびマルチマシン設定で実行して、分散型トレー
ニングを行うことができます。
推論には CPU (C5 や M5 など) と GPU (P3 や G4dN など) の両方のインスタンスを使用できます。

オブジェクト検出サンプルノートブック
の使い方を示すサンプルノートブックについては SageMaker Object Detection algorithm to train and host
a model on the
カリフォルニア工科大学バーズ (CUB 200 2011)シングルショットマルチボックス検出アルゴリズムを使
用するデータセット。アマゾン SageMaker 鳥類の物体検出。でサンプルを実行するために使用できる
Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法の詳細については SageMaker、「」を参
照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)。ノートブックインス
タンスを作成して開いたら、SageMaker 例タブをクリックして、すべての SageMaker サンプル。オブ
ジェクト検出アルゴリズムを使用したオブジェクト検出例のノートブックは、「Introduction to Amazon
Algorithms」セクションにあります。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブをクリックして
[Create copy (コピーを作成)] を選択します。

オブジェクト検出の仕組み
オブジェクト検出アルゴリズムは、既知のオブジェクトカテゴリの集合から、イメージ内のオブジェク
トのすべてのインスタンスを識別し、特定します。アルゴリズムはイメージを入力として受け取り、オ
ブジェクトが属するカテゴリと、そのカテゴリに属する信頼性スコアを出力します。アルゴリズムはさら
に、長方形の境界ボックスを使用してオブジェクトの位置とスケールを予測します。アマゾン SageMaker
オブジェクト検出にはシングルショットマルチボックス検出器 (SSD)分類タスク用に事前学習済みの畳み
込みニューラルネットワーク (CNN) をベースネットワークとするアルゴリズム。SSD は、中間レイヤー
の出力を検出用の特徴として使用します。
次のようなさまざまな CNNVGGGGそしてResNet画像分類タスクで優れたパフォーマンスを達成しまし
た。Amazon でのオブジェクト検出 SageMaker VGG-16 と VGG-16 の両方をサポートします ResNetSSD
のベースネットワークとして -50 アルゴリズムは完全トレーニングモードまたは転移学習モードでトレー
ニングできます。完全トレーニングモードでは、基本ネットワークはランダムな重みで初期化されてか
ら、ユーザーデータでトレーニングされます。転移学習モードでは、基本ネットワークの重みは事前ト
レーニング済みモデルからロードされます。
オブジェクト検出アルゴリズムは、反転、再スケール、ジッターなどの標準データオーグメンテーション
オペレーションをオンザフライで内部的に使用することにより、オーバーフィットの回避に役立ちます。

オブジェクト検出ハイパーパラメータ
CreateTrainingJob リクエストで、使用するトレーニングアルゴリズムを指定します。トレーニング
データセットからモデルのパラメータを推定するのに役立つ、アルゴリズム固有のハイパーパラメータを
指定することもできます。次の表に、Amazon が提供するハイパーパラメータ一覧表示します SageMaker
物体検出アルゴリズムのトレーニング用。オブジェクトトレーニングの仕組みについては、オブジェクト
検出の仕組み (p. 2067)を参照してください。
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Parameter Name

説明

num_classes

出力クラスの数。このパラメータは、ネットワーク出力のディメン
ションを定義し、通常はデータセット内のクラス数に設定されま
す。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数

num_training_samples

入力データセット内のトレーニング例の数。

Note
この値とトレーニングセット内のサンプル数が一致しない
場合、lr_scheduler_step パラメータの動作は未定義
になり、分散トレーニングの精度に影響することがありま
す。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数
base_network

使用する基本ネットワークアーキテクチャー。
オプション
有効な値: 'vgg-16' または 'resnet-50'
デフォルト値: 'vgg-16'

early_stopping

トレーニング中に早期停止ロジックを使用する場合は True。使用し
ない場合は False。
オプション
有効な値: True または False
デフォルト値: False

early_stopping_min_epochs 早期停止ロジックを呼び出す前に実行する必要があるエポックの最
小数。early_stopping = True の場合にのみ使用されます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 10
early_stopping_patience

early_stopping_tolerance ハイパーパラメータで定義されて
いるように、関連するメトリクスが改善されない場合に、トレーニ
ングを終了するまでに待機するエポックの数。early_stopping =
True の場合にのみ使用されます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 5
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Parameter Name

説明

early_stopping_tolerance

早期停止を回避するためには、validation:mAP の相対的な
改善、平均精度の平均 (mAP) が超える必要がある許容値。mAP
の変化を前回の mAP の最高値で除算した比率が、設定された
early_stopping_tolerance 値より小さい場合、早期停止は改善
がないと見なします。early_stopping = True の場合にのみ使用
されます。
オプション
有効な値: 0 ≤ 浮動小数点数 ≤ 1
デフォルト値: 0.0

image_shape

入力イメージのイメージサイズ。入力イメージをこのサイズの正方
形のイメージに拡大縮小します。パフォーマンスを向上させるため
に 300 と 512 を使用することをお勧めします。
オプション
有効な値: 正の整数 ≥300
デフォルト: 300

epochs

トレーニングエポックの数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト: 30

freeze_layer_pattern

基本ネットワーク内のフリーズレイヤーの正規表現 (regex)。たとえ
ば、freeze_layer_pattern = "^(conv1_|conv2_).*" と設定
した場合、名前に "conv1_" または "conv2_" が含まれているレ
イヤーはフリーズされます。つまり、これらのレイヤーの重みはト
レーニング中に更新されません。レイヤー名は、ネットワークシン
ボルファイル vgg16-symbol.json および resnet-50-symbol.json で確
認できます。レイヤーを凍結すると、そのウェイトをさらに変更す
ることはできなくなります。これにより、正確性が少し失われる代
わりにトレーニング時間が大幅に減ります。この手法は、基本レイ
ヤーの低いレイヤーを再トレーニングする必要がない転送学習で一
般的に使用されます。
オプション
有効な値: 文字列
デフォルト: フリーズしたレイヤーはありません。
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Parameter Name

説明

kv_store

分散トレーニングに使用される重み更新同期モード。重みは、複数
マシン間で同期的または非同期的に更新できます。同期更新は、一
般には非同期更新よりも精度が高くなりますが、低速な可能性があ
ります。詳細については、MXNet チュートリアルの「Distributed
Training (分散トレーニング)」を参照してください。

Note
このパラメータは、単一のマシントレーニングには適用さ
れません。
オプション
有効な値: 'dist_sync' または 'dist_async'
• 'dist_sync': 勾配はすべてのワーカーで各バッチの後に同期さ
れます。'dist_sync' では、バッチサイズは各マシンで使用さ
れるバッチサイズを意味します。したがって、n 台のマシンがあ
り、バッチサイズ b を使用すると、dist_sync はバッチサイズ n*b
の単一のマシンのように動作します。
• 'dist_async': 非同期更新を実行します。重みはマシンから勾配
を受け取るたびに更新され、重みの更新はアトミックです。ただ
し、その順序は保証されません。
デフォルト: label_width

トレーニングデータと検証データを同期するために使用される強
制パディングラベル幅。たとえば、データ内の 1 つのイメージ
に最大 10 個のオブジェクトが含まれ、各オブジェクトの注釈が
5 つの数字 [class_id, left, top, width, height] で指定されている場
合、label_width は (10*5 + ヘッダー情報の長さ) 以上になりま
す。ヘッダー情報の長さは通常 2 です。トレーニングには少し大き
い label_width (この例では 60 など) を使用することをお勧めしま
す。
オプション
有効な値: データ内の最大アノテーション情報長を収容するのに十分
な大きさの正の整数。
デフォルト: 350

learning_rate

最初の学習レート。
オプション
有効な値: (0, 1] の浮動小数点数
デフォルト: 0.001
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Parameter Name

説明

lr_scheduler_factor

学習レートを下げる割合。lr_new = lr_old *
lr_scheduler_factor として定義されている
lr_scheduler_step パラメータと一緒に使用します。
オプション
有効な値: (0, 1) の浮動小数点数
デフォルト: 0.1

lr_scheduler_step

学習レートを下げるエポック。学習レート
は、"epoch1、epoch2、..." のようにカンマ区切りの文字列でリス
トされたエポックごとに lr_scheduler_factor だけ下げられま
す。たとえば、値が "10, 20" に設定され、lr_scheduler_factor
が 1/2 に設定されている場合、学習レートは 10 番目のエポックの後
に半減し、20 番目のエポックの後に再び半減します。
オプション
有効な値: 文字列
デフォルト: 空の文字列

mini_batch_size

トレーニングのバッチサイズ。単一マシンのマルチ GPU の設定
では、各 GPU は mini_batch_size/num_gpu トレーニングサ
ンプルを処理します。dist_sync モードの複数マシントレーニン
グでは、実際のバッチサイズは mini_batch_size * マシン数で
す。mini_batch_size を大きくすると、通常、トレーニングは
加速しますが、メモリ不足の問題が発生する可能性があります。
メモリ使用量は、mini_batch_size、image_shape、および
base_network アーキテクチャーに関連します。たとえば、単
一の p3.2xlarge インスタンスでメモリ不足エラーの発生を回避す
る mini_batch_size の最大値は 32 であり、base_network は
"resnet-50"、image_shape は 300 に設定します。同じインスタン
スで、mini_batch_size を 64 に設定し、基本ネットワークとし
て vgg-16、image_shape を 300 に設定します。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト: 32

momentum

sgd のモーメンタム。他のオプティマイザでは無視されます。
オプション
有効な値: (0, 1] の浮動小数点数
デフォルト: 0.9

nms_threshold

非最大抑制しきい値。
オプション
有効な値: (0, 1] の浮動小数点数
デフォルト: 0.45
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Parameter Name

説明

optimizer

オプティマイザのタイプ。オプティマイザ値の詳細については、
「MXNet's API (MXNet の API)」を参照してください。
オプション
有効な値: ['sgd', 'adam', 'rmsprop', 'adadelta']
デフォルト: 'sgd'
評価重複しきい値。

overlap_threshold

オプション
有効な値: (0, 1] の浮動小数点数
デフォルト: 0.5
use_pretrained_model

トレーニングに事前トレーニング済みモデルを使用するかどうか
を示します。1 に設定すると、対応するアーキテクチャーの事前ト
レーニングモデルがロードされ、トレーニングに使用されます。そ
れ以外の場合、ネットワークはゼロからトレーニングされます。
オプション
有効な値: 0 または 1
デフォルト: 1
sgd と rmsprop の重み減衰係数。他のオプティマイザでは無視さ
れます。

weight_decay

オプション
有効な値: (0, 1) の浮動小数点数
デフォルト: 0.0005

オブジェクト検出モデルを調整する
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。
モデル調整の詳細については、を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)を参
照してください。

オブジェクト検出アルゴリズムで計算されるメトリクス
物体検出アルゴリズムは、トレーニング中に1つの指標について報告します。validation:mAP。 モデル
を調整するときは、この指標を目的の指標として選択します。
メトリクス名

説明

最適化の方向

validation:mAP

検証セットで計算された平均精度の平均 (mAP)。

最大化
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調整可能なオブジェクト検出ハイパーパラメータ
アマゾンを調整する SageMaker 以下のハイパーパラメータを使用したオブジェクト検出モ
デル。オブジェクト検出の目標メトリクスに最も大きな影響を与えるハイパーパラメータ
は、mini_batch_size、learning_rate、および optimizer です。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-6、
MaxValue: 0.5

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 8、
MaxValue: 64

momentum

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.999

optimizer

CategoricalParameterRanges

['sgd', 'adam', 'rmsprop',
'adadelta']

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0、
MaxValue: 0.999

オブジェクト検出リクエストとレスポンスの形式
リクエストの形式
モデルのエンドポイントを使用して、トレーニング済みモデルのクエリを実行します。エンドポイント
は、image/jpeg および image/png コンテンツタイプの .jpg および .png イメージ形式を使用します。

レスポンスの形式
レスポンスは、JSON 形式でエンコードされたイメージ内のすべてのオブジェクトの信頼スコアと境界
ボックス座標を含むクラスインデックスです。以下は、レスポンス .json ファイルの例です。
{"prediction":[
[4.0, 0.86419455409049988, 0.3088374733924866, 0.07030484080314636, 0.7110607028007507,
0.9345266819000244],
[0.0, 0.73376623392105103, 0.5714187026023865, 0.40427327156066895, 0.827075183391571,
0.9712159633636475],
[4.0, 0.32643985450267792, 0.3677481412887573, 0.034883320331573486, 0.6318609714508057,
0.5967587828636169],
[8.0, 0.22552496790885925, 0.6152569651603699, 0.5722782611846924, 0.882301390171051,
0.8985623121261597],
[3.0, 0.42260299175977707, 0.019305512309074402, 0.08386176824569702,
0.39093565940856934, 0.9574796557426453]
]}

この .json ファイルの各行には、検出されたオブジェクトを表す配列が含まれています。これらの各
オブジェクト配列は、6 つの数字のリストで構成されています。最初の数字は予測されたクラスラベ
ルです。2 番目の数字は、検出に関連付けられている信頼性スコアです。最後の 4 つの数字は、境界
ボックスの座標 [xmin, ymin, xmax, ymax] を表します。これらの出力境界ボックスのコーナーのイン
デックスは、全体的なイメージサイズによって正規化されます。このエンコードは、入力 .json 形式
で使用されているものとは異なることに注意してください。たとえば、検出結果の最初のエントリで
は、0.3088374733924866 は境界ボックスの左座標 (左上隅の x 座標) をイメージ全体の幅に対する比率と
して表したもの、0.07030484080314636 は境界ボックスの上部座標 (左上隅の y 座標) をイメージ全体の
高さに対する比率として表したもの、0.7110607028007507 は境界ボックスの右座標 (右下隅の x 座標) を
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イメージ全体の幅に対する比率として表したもの、0.9345266819000244 は境界ボックスの下部座標 (右
下隅の y 座標) をイメージ全体の高さに対する比率として表したものです。
信頼性の低い検出結果を避けるために、信頼性スコアが低い検出結果を除外することをお勧めします。の
中にオブジェクト検出サンプルノートブックでは、閾値を使用して信頼度の低い検出を削除し、元の画像
に境界ボックスをプロットするスクリプトの例を提供します。
バッチ変換の場合、レスポンスは JSON 形式です。この形式は上記の JSON 形式と同じです。各イメージ
の検出結果は JSON ファイルで表されます。例:
{"prediction": [[label_id, confidence_score, xmin, ymin, xmax, ymax], [label_id,
confidence_score, xmin, ymin, xmax, ymax]]}

トレーニングと推論の詳細については、オブジェクト検出サンプルノートブック (p. 2067)を参照してくだ
さい。

出力: JSON レスポンスの形式
accept: application/json;annotation=1
{

}

"image_size": [
{
"width": 500,
"height": 400,
"depth": 3
}
],
"annotations": [
{
"class_id": 0,
"score": 0.943,
"left": 111,
"top": 134,
"width": 61,
"height": 128
},
{
"class_id": 0,
"score": 0.0013,
"left": 161,
"top": 250,
"width": 79,
"height": 143
},
{
"class_id": 1,
"score": 0.0133,
"left": 101,
"top": 185,
"width": 42,
"height": 130
}
]

セマンティックセグメンテーションアルゴリズム
- SageMaker セマンティックセグメンテーションアルゴリズムは、コンピュータビジョンアプリケーショ
ン開発のためのピクセルレベルのきめ細かいアプローチを提供します。イメージ内のすべてのピクセル
に、事前定義された一連のクラスのクラスラベルを付けます。タグ付けはシーンを理解するための基本
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であり、自動運転車や医療用画像診断、ロボットセンシングなど、増加するコンピュータビジョンアプリ
ケーションにとって不可欠です。
比較のため、 SageMaker イメージ分類-MXNet (p. 2039)は、イメージ全体のみを分析し、それらを複数の
出力カテゴリの 1 つに分類する、教師あり学習アルゴリズムです。オブジェクトの検出 (p. 2064)は、イ
メージ内のオブジェクトのすべてのインスタンスを検出および分類する教師あり学習アルゴリズムです。
このアルゴリズムは、イメージ内の各オブジェクトの位置とスケールを長方形の境界ボックスで示しま
す。
セマンティックセグメンテーションアルゴリズムは、イメージ内のすべてのピクセルを分類するため、イ
メージに含まれるオブジェクトの形状に関する情報も提供します。セグメンテーション出力は、グレース
ケールイメージ (セグメンテーションマスクと呼ばれる) として表されます。セグメンテーションマスク
は、入力イメージと同じ形状のグレースケールイメージです。
- SageMaker セマンティックセグメンテーションアルゴリズムはMXNet Gluon フレームワークと Gluon
CV ツールキット。は深層ニューラルネットワークをトレーニングする 3 つの組み込みアルゴリズムを選
択肢として提供します。を使用できます。完全畳み込みネットワーク (FCN) アルゴリズム,ピラミッドシー
ン解析 (PSP) アルゴリズム、またはDeepLabV3。
これらの 3 つのアルゴリズムには、それぞれ 2 つの異なるコンポーネントがあります。
• バックボーン (またはエンコーダー) - 信頼性の高い特徴アクティベーションマップを作成するネット
ワーク。
• デコーダー - エンコードされたアクティベーションマップからセグメンテーションマスクを構築する
ネットワーク。
FCN、PSP、および DeepLabV3アルゴリズム: ResNet50 または ResNet101。これらのバックボーンに
は、最初にトレーニングされたアーティファクトが含まれますImageNet分類タスク。セグメンテーショ
ンのためにこれらのバックボーンを微調整するには、独自のデータを使用します。また、これらのネット
ワークを初期化し、独自のデータのみを使用して最初からトレーニングすることもできます。デコーダー
は事前トレーニングされていません。
推論のためにトレーニング済みモデルをデプロイするには、 SageMaker ホスティングサービス。推論中
に、PNG イメージとして、または各ピクセルのクラスごとに一連の確率として、セグメンテーションマ
スクをリクエストできます。これらのマスクは、追加のダウンストリームイメージ処理やその他のアプリ
ケーションを含む、大規模なパイプラインの一部として使用できます。
トピック
• セマンティックセグメンテーションサンプルノートブック (p. 2075)
• セマンティックセグメンテーションアルゴリズムの入出力インターフェイス (p. 2076)
• セマンティックセグメンテーションアルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項 (p. 2078)
• セマンティックセグメンテーションハイパーパラメータ (p. 2078)
• セマンティックセグメンテーションモデルの調整 (p. 2083)

セマンティックセグメンテーションサンプルノートブック
を使用するサンプル Jupyter ノートブックの場合 SageMaker モデルをトレーニングし、それをデプロイし
て推論を実行するセマンティックセグメンテーションアルゴリズム。セマンティックセグメンテーション
のサンプル。でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアク
セスする方法の詳細については SageMaker「」を参照してください。Amazon SageMaker ノートブック
インスタンスを使用する (p. 192)。
すべてのリストを表示するには SageMaker サンプル、ノートブックインスタンスを作成して開
き、SageMaker 例タブ。セマンティックセグメンテーションサンプルノートブックは、[Introduction to
Amazon algorithm (Amazon アルゴリズムの概要)] にあります。ノートブックを開くには、その [Use (使
用)] タブを選択し、[Create copy (コピーを作成)] を選択します。
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セマンティックセグメンテーションアルゴリズムの入出力インターフェイス
SageMaker セマンティックセグメンテーションは、顧客のトレーニングデータセットが使用されてい
ることを想定しています。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)。一度トレーニングされる
と、Amazon S3 上に結果のモデルアーティファクトが生成されます。の入力インターフェイス形式
SageMaker セマンティックセグメンテーションは、ほとんどの標準化セマンティックセグメンテーショ
ンベンチマークデータセットのそれと似ています。Amazon S3 のデータセットは train と validation
の 2 つのチャネルに提供されることが想定されており、4 つのディレクトリ (イメージ用 2 つと注釈用 2
つ) が使用されます。注釈は、圧縮されていない PNG イメージであることが想定されています。データ
セットには、注釈マッピングの確立方法を説明するラベルマップも含まれている可能性があります。そう
でない場合、アルゴリズムはデフォルトを使用します。拡張マニフェスト画像形式もサポートしています
（application/x-image）は、Amazon S3 から直接パイプ入力モードでトレーニングできます。推論
の場合、エンドポイントは image/jpeg コンテンツタイプのイメージを受け入れます。

トレーニングの仕組み
トレーニングデータは、train、train_annotation、validation、および
validation_annotation の 4 つのディレクトリに分割されます。これらの各ディレクト
リ用のチャネルが 1 つずつあります。データセットには、train_annotation チャネルと
validation_annotation チャネル用に 1 つずつ label_map.json ファイルが含まれていることも想
定されています。これらの JSON ファイルを提供しなかった場合、 SageMaker デフォルトセットのラベ
ルマップを提供します。
これらのファイルを指定するデータセットは、次の例のようになります。
s3://bucket_name
|
|- train

|
| - 0000.jpg
| - coffee.jpg

|- validation

|
| - 00a0.jpg
| - bananna.jpg
|- train_annotation
|
| - 0000.png
| - coffee.png
|- validation_annotation
|
| - 00a0.png
| - bananna.png
|- label_map
| - train_label_map.json
| - validation_label_map.json

train ディレクトリと validation ディレクトリ内のすべての JPG イメージには、train_annotation ディ
レクトリと validation_annotation ディレクトリ内に同じ名前の対応する PNG ラベルイメージがあ
ります。この命名規則は、トレーニング中にアルゴリズムがラベルをそれに対応するイメージに関連付け
るのに役立ちます。train、train_annotation、validation、および validation_annotation
チャネルは必須です。注釈は単一チャネルの PNG イメージです。この形式は、アルゴリズムが注釈イ
メージを単一チャネルの 8 ビット符号なし整数として読み取る際に、イメージ内のメタデータ (モード) が
役立つ場合に有効です。モードのサポートの詳細については、Python Image Library のドキュメントを参
照してください。8 ビットピクセルのトゥルーカラー P モードを使用することをお勧めします。
モードを使用する場合、エンコードされるイメージは単純な 8 ビット整数です。このマッピングからラ
ベルのマップを取得するために、アルゴリズムはチャネルごとに 1 つのマッピングファイル (ラベルマッ
プと呼ばれる) を使用します。ラベルマップは、イメージ内の値を実際のラベルインデックスにマッピン
グするために使用されます。デフォルトのラベルマップ (指定していない場合はデフォルトで提供されな
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い) では、注釈マトリックス (イメージ) のピクセル値がラベルに直接インデックスを付けます。これらの
イメージは、グレースケール PNG ファイルまたは 8 ビットインデックス付き PNG ファイルです。スケー
ルされていないデフォルトのケースのラベルマップファイルは次のとおりです。
{
}

"scale": "1"

表示用にコントラストを追加する目的で、一部の注釈ソフトウェアはラベルイメージを一定量だけスケー
ルします。これをサポートするために、 SageMaker セマンティックセグメンテーションアルゴリズム
は、再スケーリングオプションを提供して、値を実際のラベル値にスケールダウンします。スケールダウ
ンしても適切な整数値に変換されない場合、アルゴリズムはデフォルトでスケール値以下の最大の整数値
を設定します。次のコードは、スケール値を設定してラベル値を再スケールする方法を示しています。
{
}

"scale": "3"

次の例は、入力注釈イメージの encoded_label 値が、トレーニングで使用される mapped_label 値に
マッピングされたときに、この "scale" 値を使用して再スケーリングされる方法を示しています。入力
注釈イメージのラベル値は、スケールは 3 で 0、3、6 であるため、トレーニング用に 0、1、2 にマッピン
グされます。
encoded_label = [0, 3, 6]
mapped_label = [0, 1, 2]

場合によっては、クラスごとに特定のカラーマッピングを指定する必要があります。次の label_map
ファイルの例に示すように、ラベルマッピングでマップオプションを使用します。
{

}

"map": {
"0": 5,
"1": 0,
"2": 2
}

この例のラベルマッピングは次のとおりです。
encoded_label = [0, 5, 2]
mapped_label = [1, 0, 2]

ラベルマッピングにより、さまざまな注釈システムと注釈ソフトウェアを使用して、前処理をそれほど行
わずにデータを取得できます。チャネルごとに 1 つのラベルマップを指定できます。label_map チャネ
ルのラベルマップのファイルは、4 つのディレクトリ構造の命名規則に従う必要があります。ラベルマッ
プを指定しなかった場合、アルゴリズムはスケール 1 (デフォルト) を想定します。

拡張マニフェスト形式によるトレーニング
拡張マニフェスト形式を使用すると、RecordIO ファイルを作成しなくても、イメージファイルを使用
してパイプモードでトレーニングを行うことができます。拡張マニフェストファイルにはデータオブ
ジェクトが含まれており、次の場所にあるはずですJSON linesに説明されているように、フォーマッ
トCreateTrainingJobをリクエストします。マニフェストの各行は、イメージの Amazon S3 URI と注
釈イメージの URI を含むエントリです。
マニフェストファイル内の各 JSON オブジェクトには source-ref キーを含める必要がありま
す。source-ref キーには、イメージの Amazon S3 URI の値を含める必要があります。ラベル
は、CreateTrainingJob リクエストで指定されている AttributeNames パラメータ値に基づいて提供
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されます。metadata タグの下に追加のメタデータを含めることもできますが、これらはアルゴリズムに
よって無視されます。次の例では、AttributeNames は画像および注釈参照 ["source-ref", "citystreets-ref"] のリストに含まれます。これらの名前は -ref で追加する必要があります。拡張マニ
フェストでセマンティックセグメンテーションアルゴリズムを使用するときは、RecordWrapperType パ
ラメータの値は "RecordIO"、ContentType パラメータの値は application/x-recordio である必
要があります。
{"source-ref": "S3 bucket location", "city-streets-ref": "S3 bucket location", "citystreets-metadata": {"job-name": "label-city-streets", }}

拡張マニフェストファイルの詳細については、拡張マニフェストファイルを使用してトレーニングジョブ
にデータセットメタデータを提供する (p. 2527)を参照してください。

段階的トレーニング
SageMaker では、以前にトレーニングしたモデルを使用して、新しいモデルのトレーニングをシードする
こともできます。この段階的トレーニングでは、同じモデルまたは類似のデータを使用して新しいモデル
をトレーニングする際のトレーニング時間が短縮されます。現在、段階的トレーニングは、組み込みでト
レーニングされたモデルに対してのみサポートされています。 SageMaker セマンティックセグメンテー
ション。
独自のトレーニング済みモデルを使用するには、CreateTrainingJob リクエストの
InputDataConfig で ChannelName を「モデル」として指定します。モデルチャネルの ContentType
を application/x-sagemaker-model に設定します。ネットワークアーキテクチャーを定義する
backbone、algorithm、crop_size、および num_classes 入力パラメータは、新しいモデルとモデ
ルチャネルにアップロードする事前トレーニング済みモデルの入力ハイパーパラメータで一貫して指定
する必要があります。事前トレーニング済みのモデルファイルには、次を使用できます。 SageMaker 出
力。入力データには、イメージ形式のみ使用できます。段階的トレーニングの詳細とその使用方法につい
ては、Amazon の段階的トレーニング SageMaker (p. 2503)を参照してください。

推論を生成する
エンドポイントにデプロイされているトレーニング済みモデルに対してクエリを実行するには、イメージ
と、必要な出力のタイプを示す AcceptType を指定する必要があります。エンドポイントは、image/
jpeg コンテンツタイプの JPEG イメージを使用します。AcceptType として image/png をリクエスト
した場合、アルゴリズムはラベルそのものと同じ形式のセグメンテーションマスクを持つ PNG ファイル
を出力します。accept タイプとして application/x-recordio-protobuf をリクエストした場合、ア
ルゴリズムは recordio-protobuf 形式でエンコードされたクラスの確率を返します。後者の形式は、3 次元
がクラスの数と同じサイズである 3D テンソルを出力します。このコンポーネントは、各ピクセルの各ク
ラスラベルの確率を表します。

セマンティックセグメンテーションアルゴリズムの EC2 インスタンスに関する推奨事項
- SageMaker セマンティックセグメンテーションアルゴリズムは、トレーニング用に GPU インスタンス
のみをサポートしています。バッチサイズの大きいトレーニングには、より多くのメモリを備えた GPU
インスタンスを使用することをお勧めします。アルゴリズムは、単一マシン構成で P2、P3、G4dN、また
は G5 インスタンスを使用してトレーニングできます。
推論には、CPU インスタンス (C5 や M5 など) と GPU インスタンス (P3 や G4dn など) のどちらか、ある
いはその両方を使用できます。推論用に CPU、GPU、メモリ、ネットワークキャパシティのさまざまな組
み合わせを提供するインスタンスタイプについては、アマゾン SageMaker ML インスタンスタイプ。

セマンティックセグメンテーションハイパーパラメータ
次の表は、Amazonがサポートするハイパーパラメータの一覧です。 SageMaker ネットワークアー
キテクチャ、データ入力、トレーニングのためのセマンティックセグメンテーションアルゴリズ
ム。CreateTrainingJob リクエストの AlgorithmName でトレーニング用のセマンティックセグメン
テーションを指定します。
ネットワークアーキテクチャーハイパーパラメータ
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Parameter Name

説明

backbone

アルゴリズムのエンコーダーコンポーネントに使用するバックボーン。
オプション
有効な値: resnet-50、resnet-101
デフォルト値: resnet-50

use_pretrained_model バックボーンに事前トレーニング済みモデルを使用するかどうか。
オプション
有効な値: True、False
デフォルト値: True
algorithm

セマンティックセグメンテーションに使用するアルゴリズム。
オプション
有効な値:
• fcn: 完全畳み込みネットワーク (FCN) アルゴリズム
• psp: ピラミッドシーン解析 (PSP) アルゴリズム
• deeplab:DeepLab V3 アルゴリズム
デフォルト値: fcn

データハイパーパラメータ
Parameter Name

説明

num_classes

セグメント化するクラスの数。
[Required] (必須)
有効な値: 2 ≤ 正の整数 ≤ 254

num_training_samples トレーニングデータのサンプル数。アルゴリズムはこの値を使用して、学
習レートスケジューラを設定します。
[Required] (必須)
有効な値: 正の整数
base_size

トリミング前にイメージを拡大縮小し直す方法を定義します。イメージは
拡大縮小し直され、ロングサイズの長さが 0.5 ～ 2.0 の乱数で乗算された
base_size に設定されて、ショートサイズがアスペクト比を維持して計算
されます。
オプション
有効な値: 正の整数 > 16
デフォルト値: 520
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Parameter Name

説明

crop_size

トレーニング中の入力イメージのサイズ。入力イメージを、base_size に
基づいてランダムに拡大縮小し直し、辺の長さが crop_size に等しいラ
ンダム正方形トリミングを行います。crop_size は、自動的に 8 の倍数
に切り上げられます。
オプション
有効な値: 正の整数 > 16
デフォルト値: 240

トレーニングハイパーパラメータ
Parameter Name

説明

early_stopping

トレーニング中に早期停止ロジックを使用するかどうか。
オプション
有効な値: True、False
デフォルト値: False

実行する必要のあるエポックの最小数。
early_stopping_min_epochs
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 5
アルゴリズムが早期停止を強制する前に低パフォーマンスの許容範囲を満
early_stopping_patience
たすエポックの数。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 4
mIOU の相対的な改善がこの値より小さい場合、早期停止はエポックの改
early_stopping_tolerance
善がないと見なします。これは early_stopping = True の場合にのみ使
用されます。
オプション
有効な値: 0 ≤ 浮動小数点数 ≤ 1
デフォルト値: 0.0
epochs

トレーニングするエポック数。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 10
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Parameter Name

説明

gamma1

rmsprop の 2 乗勾配の移動平均に使用される減衰係数。rmsprop にのみ
使用されます。
オプション
有効な値: 0 ≤ 浮動小数点数 ≤ 1
デフォルト値: 0.9

gamma2

rmsprop のモーメンタム係数。
オプション
有効な値: 0 ≤ 浮動小数点数 ≤ 1
デフォルト値: 0.9

learning_rate

最初の学習レート。
オプション
有効な値: 0 < 浮動小数点数 ≤ 1
デフォルト値: 0.001

lr_scheduler

経時減少を制御する学習レートスケジュールの形状。
オプション
有効な値:
• step: 段階的な減衰。学習レートは lr_scheduler_step で指定され
たエポック後に lr_scheduler_factor ずつ減算 (乗算) されます。
• poly: 多項式関数を使用した滑らかな減衰。
• cosine: 余弦関数を使用した滑らかな減衰。
デフォルト値: poly

lr_scheduler_factor

lr_scheduler が step に設定される場合、lr_scheduler_step で指
定された各エポック後に learning_rate ずつ減算 (乗算) する比率。それ
以外の場合は無視されます。
オプション
有効な値: 0 ≤ 浮動小数点数 ≤ 1
デフォルト値: 0.1
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Parameter Name

説明

lr_scheduler_step

エポックのカンマ区切りのエポックのリスト。このエポックの
後、learning_rate は lr_scheduler_factor だけ減算 (乗算) されま
す。例えば、値が "10, 20" に設定されている場合、learning-rate は
10 番目のエポックの後に lr_scheduler_factor だけ減算され、20 番
目のエポックの後に再びこの係数だけ減算されます。
lr_scheduler が step に設定されると、条件付きで必須です。それ以外
の場合は無視されます。
有効な値: 文字列
デフォルト値: (使用時に値が必須であるため、デフォルトはありません)

mini_batch_size

トレーニングのバッチサイズ。大きな mini_batch_size を使用すると
通常、トレーニングは加速しますが、メモリ不足が起きる可能性がありま
す。メモリ使用量は、mini_batch_size パラメータと image_shape パ
ラメータの値、およびバックボーンアーキテクチャーの影響を受けます。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 16

momentum

オプティマイザのsgdモーメンタム。他のオプティマイザを使用すると、
セマンティックセグメンテーションアルゴリズムはこのパラメータを無視
します。
オプション
有効な値: 0 < 浮動小数点数 ≤ 1
デフォルト値: 0.9

optimizer

オプティマイザのタイプ。オプティマイザの詳細については、該当するリ
ンクを選択してください。
• adam: アダプティブモーメンタム推定
• adagrad: 適応勾配降下法
• nag: ネステロフ加速勾配
• rmsprop: 二乗平均平方根の伝搬
• sgd: 確率的勾配降下法
オプション
有効な値:adam、adagrad、nag、rmsprop、sgd
デフォルト値: sgd
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Parameter Name

説明

syncbn

True に設定されている場合、バッチの正規化平均と分散は、GPU 全体で
処理されたすべてのサンプルに対して計算されます。
オプション
有効な値: True、False
デフォルト値: False

validation_mini_batch_size
検証用のバッチサイズ。mini_batch_size が大きいと通常、トレーニン
グは加速しますが、メモリ不足が起きる可能性があります。メモリ使用量
は、mini_batch_size パラメータと image_shape パラメータの値、お
よびバックボーンアーキテクチャーの影響を受けます。
• イメージをトリミングせずにイメージ全体の検証をスコアリングするに
は、このパラメータを 1 に設定します。イメージ全体のパフォーマンス
を全体として測定する場合は、このオプションを使用します。

Note
validation_mini_batch_size パラメータを 1 に設定する
と、アルゴリズムはすべてのイメージに対して新しいネット
ワークモデルを作成します。これにより、検証とトレーニング
が低速化する可能性があります。
• 評価中であっても、crop_size パラメータで指定されたサイズになるよ
うにイメージをトリミングするには、このパラメータを 1 より大きい値
に設定します。
オプション
有効な値: 正の整数
デフォルト値: 16
weight_decay

sgd オプティマイザの重み減衰係数。他のオプティマイザを使用すると、
アルゴリズムはこのパラメータを無視します。
オプション
有効な値: 0 < 浮動小数点数 < 1
デフォルト値: 0.0001

セマンティックセグメンテーションモデルの調整
自動モデル調整は、ハイパーパラメータ調整とも呼ばれ、データセットのさまざまなハイパーパラメータ
をテストする多数のジョブを実行して、モデルの最適なバージョンを見つけます。調整可能なハイパーパ
ラメータ、それぞれの値の範囲、および目標メトリクスを選択します。アルゴリズムが計算するメトリク
スから目標メトリクスを選択します。自動モデル調整は、選択されたハイパーパラメータを検索して、目
標メトリクスを最適化するモデルになる値の組み合わせを見つけます。

セマンティックセグメンテーションアルゴリズムによって計算されたメトリクス
セマンティックセグメンテーションアルゴリズムは、2 つの検証メトリクスについて報告します。ハイ
パーパラメータ値を調整する場合は、目標としてこれらのメトリクスから選択します。
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メトリクス名

説明

最適化の方向

validation:mIOU

検証セット内のイメージについて、予測されたセ
グメンテーションと Ground Truth の交点の領域
を、検証セット内のイメージに対してそれらの間
の総合の面積で割った面積。Jaccard インデックス
とも呼ばれます。

最大化

検証セットのイメージで正しく分類されているピ
validation:pixel_accuracy
クセルの割合。

最大化

調整可能なセマンティックセグメンテーションハイパーパラメータ
セマンティックセグメンテーションアルゴリズムの次のハイパーパラメータを調整できます。
Parameter Name

パラメータタイプ

推奨範囲

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-4、
MaxValue: 1e-1

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 1、
MaxValue: 128

momentum

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.9、
MaxValue: 0.999

optimzer

CategoricalParameterRanges

['sgd', 'adam', 'adadelta']

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-5、
MaxValue: 1e-3

Amazon で強化学習を使用する SageMaker
強化学習 (RL) は、コンピュータサイエンス、神経科学、心理学などの分野を組み合わせて、アクションに
状況をマッピングし数値報酬信号を最大化する方法を決定します。RL における報酬信号のこの概念は、報
酬を最大化して罰則を最小化するアクションについて、人間の脳がどのように決定を行うのかに関する神
経科学の研究に由来しています。ほとんどの状況において、人間には行うべきアクションに関する明示的
な指示は与えられませんが、即時報酬をもたらすアクションと、それらのアクションが将来の状況や結果
にどのように影響するかについて学習する必要があります。
RL の問題は、力学系理論に由来するマルコフ決定過程 (MDP) を用いて形式化されます。MDP は、学習
エージェントが最終目標を達成しようとするときに、ある期間にわたって遭遇する実際の問題の詳細の概
要を取得することを目的としています。学習エージェントは、その環境の現在の状態を判断し、学習エー
ジェントの現在の状態に影響を与える可能性のあるアクションを特定する必要があります。さらに、学習
エージェントの目標は、環境の状態と強く相関している必要があります。このように形式化された問題の
解決策は、強化学習メソッドとして知られています。

強制学習、教師あり学習、教師なし学習パラダイムの違いとは
機械学習は、教師あり学習、教師なし学習、強化学習という 3 つの異なる学習パラダイムに分けることが
できます。
教師あり学習では、外部のスーパーバイザがラベル付きサンプルのトレーニングセットを提供します。各
サンプルには状況に関する情報が含まれ、カテゴリに属し、属しているカテゴリを識別するラベルが付い
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ています。教師あり学習の目標は、学習データに存在しない状況において正しく予測するために一般化す
ることです。
対照的に、RL はインタラクティブな問題を処理するため、エージェントが遭遇する可能性のあるすべての
状況のサンプルを正しいラベルで収集することは不可能です。このタイプの学習は、エージェントが独自
の経験から正確に学習し、それに応じて調整できる場合に最も有望です。
教師なし学習では、エージェントはラベル付けされていないデータ内の構造を検出することによって学習
します。RL エージェントは、その経験に基づいて構造を検出することからメリットを得る場合があります
が、RL の唯一の目的は報酬信号を最大化することです。
トピック
• 強化学習が重要なのはなぜですか？ (p. 2085)
• マルコフ決定プロセス (MDP) (p. 2085)
• Amazon の主な特徴 SageMaker RL (p. 2086)
• 強化学習サンプルノートブック (p. 2088)
• Amazon を使用するサンプル RL ワークフロー SageMaker RL (p. 2088)
• Amazon の RL 環境 SageMaker (p. 2089)
• Amazon による分散トレーニング SageMaker RL (p. 2091)
• Amazon を使用するハイパーパラメータ調整 SageMaker RL (p. 2091)

強化学習が重要なのはなぜですか？
RL は、サプライチェーン管理、HVAC システム、工業ロボット、ゲーム人工知能、ダイアログシステム、
自動運転車など、大規模で複雑な問題の解決に適しています。RL モデルは、エージェントが実行する各ア
クションについて報酬や罰則を受ける継続的なプロセスによって学習するため、システムが、動的な環境
で、不確実な状況のもと意思決定を行うようトレーニングすることができます。

マルコフ決定プロセス (MDP)
RL は、マルコフ決定プロセス (MDP) というモデルに基づいています。MDP は、連続的な時間ステップで
構成されます。各時間ステップには次が含まれます。
環境
RL モデルが動作する領域を定義します。この領域は、実際の環境またはシミュレーターのいずれにも
定義されます。たとえば、物理的な道路で物理的な自動運転車をトレーニングする場合は、実際の環
境になります。道路を走る自動運転車をモデル化するコンピュータプログラムをトレーニングする場
合、シミュレーターになります。
状態
将来に関連する、環境と過去のステップに関するすべての情報を指定します。例えば、ロボットが任
意の時間ステップで、任意の方向に移動でき、現在の時間ステップのロボットの位置が状態となる RL
モデルでは、ロボットがどこにあるか分かっているため、そこに到着するまでのステップを知る必要
はありません。
アクション
エージェントが行うことです。たとえば、ロボットは前進というアクションを実行します。
報酬
エージェントが取った最後のアクションに起因する状態の値を表す数値。たとえば、目標が、ロボッ
トが宝物を見つけることである場合、宝物を見つけた場合の報酬は 5 となり、宝物を見つけられない
場合の報酬は 0 となります。RL モデルは、長期にわたる累積的な報酬を最適化する戦略を見つけよ
うと試みます。この戦略はポリシーと呼ばれます。
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監視結果
各ステップでエージェントが使用できる環境の状態に関する情報。これは全体的な状態、または状態
の一部のみの場合があります。たとえば、チェスを指すモデルのエージェントは、任意のステップで
ボードの全体的な状態を監視できる可能性がありますが、迷宮内のロボットは、現在占有する迷宮の
ごく一部の監視しかできない可能性があります。
通常、RL のトレーニングは数多くのエピソードで構成されています。1 つのエピソードは、初期状態から
環境が終了状態に到達するまでの、MDP のすべての時間ステップで構成されます。

Amazon の主な特徴 SageMaker RL
で RL モデルをトレーニングするには SageMaker RL、次のコンポーネントを使用する
• ディープラーニング (DL) フレームワーク。現在、 SageMaker の RL をサポートします。 TensorFlow
と Apache MXNet。
• RL ツールキット。RL ツールキットは、エージェントと環境間の相互関係を管理し、幅広い最先端の
RL アルゴリズムを提供します。 SageMaker Intel Coach ツールキットと Ray RLlib ツールキットがサ
ポートされています。Intel Coach の詳細については、https://nervanasystems.github.io/coach/ を参照し
てください。Ray RLlib の詳細については、https://ray.readthedocs.io/en/latest/rllib.html を参照してくだ
さい。
• RL 環境。カスタム環境、オープンソース環境、商用環境を使用できます。詳細については、「Amazon
の RL 環境 SageMaker (p. 2089)」を参照してください。
次の図は、でサポートされている RL コンポーネントを示しています。 SageMaker RL。
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強化学習サンプルノートブック
次の表は、Amazon のさまざまなユースケースに対応する各種サンプルノートブックの概要を示していま
す。 SageMaker 強化学習。
ノートブックのタイトル

説明

バッチ RL ポリシーをトレーニングする方法

このノートブックでは、バッチ RL を使用してオフ
ラインデータセットから新しいポリシーをトレー
ニングする方法について説明しています。

台車と棒のバランスの問題を解決する方法

このノートブックでは、RL で台車と棒のバランス
の問題を解決する方法について説明しています。

ナップザックの問題を解決する方法

このノートブックでは、RLを使用してナップザッ
クの問題を解決する方法と、その方法について説
明しています。SageMaker マネージドスポットト
レーニング低コストでトレーニングを行うことが
できます。

マウンテンカーの問題を解決する方法

このノートブックでは、RL でマウンテンカーの制
御問題を解決する方法について説明しています。

Amazon を使用するサンプル RL ワークフロー SageMaker RL
次の例では、Amazon を使用して RL モデルを開発するためのステップについて説明します。
SageMakerRL。
完全なコードについては、「サンプルノートブック」を参照してください。https://github.com/awslabs/
amazon-sagemaker-examples/tree/master/強化学習。
1.

RL の問題の策定 - 最初に、ビジネスの問題から RL の問題を策定します。たとえば、Auto Scaling を
使用することで、定義した条件に応じて、サービスで動的に容量を増減できます。現在、これを行う
には、アラーム、スケーリングポリシー、しきい値を設定する必要があるとともに、その他の手動の
ステップが必要です。これを RL で解決するために、マルコフ決定プロセスのコンポーネントを定義
します。
a.
b.

目的 - インスタンスの容量をスケーリングして、希望するロードプロファイルと一致するように
します。
環境 - ロードプロファイルを含むカスタム環境。日単位および週単位のバリエーションと、たま
に生じる負荷の急増でシミュレートされた負荷を生成します。シミュレートされたシステムで
は、新しいリソースがリクエストされてから、リクエストに応えてリソースが使用できるように
なるまでの間に時間差があります。

c.
d.

状態 - 現在のロード、失敗したジョブの数、アクティブなマシンの数。
アクション - 同じ数のインスタンスの削除、追加、または維持。

e.
2.
3.
4.

報酬 - 成功したトランザクションに対する正の報酬と、指定したしきい値を超えて失敗したトラ
ンザクションに対する大きなペナルティ。
RL 環境の定義 - RL 環境は、RL エージェントが相互作用する実際の環境または実際の環境のシミュ
レーションとなります。Gym インターフェイスと、MATLAB や Simulink などの商用シミュレーショ
ンを使用して開発されたオープンソースとカスタム環境を接続できます。
プリセットの定義 - プリセットは、RL トレーニングジョブを設定し、RL アルゴリズムのハイパーパ
ラメータを定義します。
トレーニングコードを書く—トレーニングコードを Python スクリプトとして記述し、そのスクリプ
トを SageMaker トレーニングジョブ トレーニングコードでは、環境ファイルとプリセットファイル
をインポートし、main() 関数を定義します。
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5.

RL モデルのトレーニング—を使用する SageMaker RLEstimator()アマゾン SageMaker SDKRL ト
レーニングジョブを開始するためです。ローカルモードを使用している場合は、ノートブックイン
スタンスでトレーニングジョブが実行されます。使用するバージョン SageMaker トレーニングに
は、GPU インスタンスまたは CPU インスタンスを選択できます。ローカルモードまたはでトレーニ
ングを行う場合、または Amazon S3 を利用する場合は、ローカルディレクトリにトレーニングジョ
ブの出力を保存します。 SageMaker トレーニング。
RLEstimator では、パラメータとして次の情報が必要です。

6.

a.

環境、プリセット、およびトレーニングコードがアップロードされるソースディレクトリ。

b.

トレーニングスクリプトへのパス。

c.

使用する RL ツールキットとディープラーニングフレームワーク。これは、自動的に RL コンテ
ナの Amazon ECR パスに解決されます。

d.

出力用のトレーニングパラメータ (インスタンス数など)、ジョブ名、および S3 パス。

e.

ログでキャプチャするメトリクス定義。これらは、次の場所で表示することもできます。
CloudWatch で SageMaker ノートブック。

トレーニングメトリクスとアウトプットを視覚化-RL モデルを使用するトレーニングジョブが完了
すると、定義したメトリクスがのトレーニングジョブで表示されます。 CloudWatch、。また、次の
コードを使用してノートブックのメトリクスをプロットできます。アマゾン SageMaker SDK分析ラ
イブラリ。メトリクスの可視化は、報酬で測定されたモデルのパフォーマンスが継続して向上する仕
組みの理解を助けます。

Note
ローカルモードでトレーニングする場合、 CloudWatch でメトリクスを可視化できません。
7.

モデルの評価 - 以前トレーニングしたモデルのチェックポイントデータをチェックポイントチャネル
で評価および推論用に渡すことができます。ローカルモードで、ローカルディレクトリを使用しま
す。 SageMaker トレーニングモードでは、最初に S3 にデータをアップロードする必要があります。

8.

RL モデルをデプロイする—最後に、トレーニングしたモデルをホストされているエンドポイントにデ
プロイします。 SageMaker コンテナ、またはエッジデバイス上でAWS IoT Greengrass。

とのRLの詳細については SageMaker、... を参照してください。で RL を使用する SageMaker SDK。

Amazon の RL 環境 SageMaker
アマゾン SageMaker RL は、環境を使用して実際のシナリオを模倣します。環境の現在の状態と単一また
は複数のエージェントによって実行されるアクションが与えられると、シミュレーターがアクションの影
響を処理し、次の状態と報酬を返します。シミュレーターは、現実世界でエージェントをトレーニングす
ることが安全でない場合 (ドローンの飛行など) や、RL アルゴリズムが時間をかけてコンバージする場合
(チェスの対戦など) に役立ちます。
次の図は、カーレースゲームのシミュレーターとのやり取りの例を示しています。
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シミュレーション環境は、エージェントとシミュレーターで構成されます。ここでは、畳み込みニューラ
ルネットワーク (CNN) がシミュレーターからのイメージを消費して、ゲームコントローラーを制御するア
クションを生成します。この環境は、複数のシミュレーションで、state_t、action、state_t+1、お
よび reward_t+1 の形式のトレーニングデータを生成します。報酬の定義は、瑣末なことではなく、RL
モデル品質に影響を与えます。報酬機能の例をいくつか紹介しますが、ユーザーが設定できるようにしま
す。
トピック
• の OpenAI Gym インターフェイスの使用 SageMaker RL (p. 2090)
• オープンソース環境を使用する (p. 2091)
• 商用環境の使用 (p. 2091)

の OpenAI Gym インターフェイスの使用 SageMaker RL
で OpenAI Gym 環境を使用するには SageMaker RL、以下の API 要素を使用します。OpenAI Gym の詳細
については、https://gym.openai.com/docs/ を参照してください。
• env.action_space - エージェントが実行できるアクションを定義し、各アクションが継続的か断続的
であるかを指定して、アクションが継続的な場合は最小と最大を指定します。
• env.observation_space - 環境からエージェントが受ける監視と、継続的な監視の最小および最大を
定義します。
• env.reset() - トレーニングエピソードを初期化します。reset() 関数が環境の初期状態を返し、
エージェントが初期状態を使用して、その最初のアクションを実行します。その後アクションは、エピ
ソードが終了状態に到達するまで、step() に繰り返し送られます。step() が done = True を返す
と、エピソードは終了します。RL ツールキットは、reset() を呼び出して、環境を再初期化します。
• step() - エージェントのアクションを入力として実行し、環境の次の状態、報酬、エピソードが終了し
たかどうか、デバッグ情報を伝える info ディクショナリを出力します。入力の検証は、環境の役割で
す。
• env.render() - 可視化のある環境に使用されます。step() 関数を呼び出すたびに、RL ツールキット
がこの関数を呼び出して環境の視覚化をキャプチャします。
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オープンソース環境を使用する
次のようなオープンソース環境を使用できます。 EnergyPlus そして RoboSchool、に SageMaker独自の
コンテナを構築してRL。の詳細については EnergyPlus、... を参照してください。https://energyplus.net/。
の詳細については RoboSchool、... を参照してください。https://github.com/openai/roboschool。HVAC
RoboSchool その例から始めることができますSageMaker ポジトリトリトリを使用するカスタムコンテナ
を構築する方法について説明する SageMaker RL:

商用環境の使用
次の環境では、MATLAB や Simulink などの商用環境を使用できます。 SageMaker 独自のコンテナを構築
してRL。独自のライセンスを管理する必要があります。

Amazon による分散トレーニング SageMaker RL
アマゾン SageMaker RL は、マルチコアおよびマルチインスタンスの分散トレーニングをサポートしてい
ます。ユースケースによっては、トレーニングや環境ロールアウトを分散できます。例: SageMaker RL は
次の分散シナリオに対して機能します。
• 単一のトレーニングインスタンスと同じインスタンスタイプの複数のロールアウトインスタンス。例に
ついては、「」の「ニューラルネットワーク圧縮例」を参照してください。SageMaker ポジトリトリト
リ。
• トレーニングとロールアウトのさまざまなインスタンスタイプが存在する、単一トレーナーインスタン
スと複数のロールアウトインスタンス。例については、「」を参照してください。AWS DeepRacer /
AWS RoboMaker その例から始めることができますSageMaker ポジトリトリトリ。
• ロールアウトに複数のコアを使用する、単一のトレーナーインスタンス。例については、「」の
Roboschool 例を参照してください。SageMaker ポジトリトリトリ。これは、シミュレーション環境が
軽く、単一スレッドで実行できる場合、便利です。
• トレーニングとロールアウトの複数のインスタンス。例については、「」の Roboschool 例を参照して
ください。SageMaker ポジトリトリトリ。

Amazon を使用するハイパーパラメータ調整 SageMaker RL
ハイパーパラメータ調整ジョブを実行して、Amazon のハイパーパラメータを最適化できます。
SageMaker RL。のサンプルノートブックのRoboschoolの例SageMaker ポジトリトリトリRL Coach を使
用してこれを実行する方法について説明しています。ランチャースクリプトは、Coach プリセットファイ
ルのパラメータを抽象化し、それを最適化する方法を示しています。

Amazon でMachine Learning を管理する
SageMaker 実験
アマゾン SageMaker 実験はAmazonの能力です SageMaker これにより、機械学習の実験を整理、追跡、
比較、評価できます。
機械学習は反復プロセスです。このような段階的な変更がモデルの精度に与える影響を観察しながら、
データ、アルゴリズム、パラメータを複数組み合わせて実験する必要があります。この反復実験では、
経時的に何千ものモデルトレーニングの実行とモデルバージョンが発生する可能性があります。これによ
り、最もパフォーマンスの高いモデルとその入力構成を追跡することが困難になります。また、アクティ
ブな実験を過去の実験と比較して、さらに段階的に改善する機会を特定することも困難です。
SageMaker Experiments はすべての入力、パラメータ、設定、および反復した結果を次のように自動的に
追跡します。試験。これらの試験を以下のように割り当て、グループ化し、整理することができます。実
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験。 SageMaker Experiments は Amazon と統合 SageMaker Studio には、アクティブな実験や過去の実験
を参照できるほか、主要なパフォーマンスメトリクスでトライアルを比較し、最もパフォーマンスの高い
モデルを特定できます。
SageMaker 実験には独自のものが付属しています実験Python SDKこれにより、Amazonで分析機能に簡
単にアクセスできるようになります SageMaker ノートブック。なぜなら SageMaker Experiments では、
モデル作成のすべてのステップとアーティファクトを追跡できます。本稼働で発生した問題のトラブル
シューティングやコンプライアンスの監査の際に、モデルの履歴を簡単に追跡できます。
トピック
• SageMaker Experiments (p. 2092)
• Amazon SageMaker 実実 (p. 2093)
• Amazon を表示して比較する SageMaker 実験、トライアル (p. 2097)
• 追跡と比較のチュートリアル (p. 2100)
• Amazonを使って実験を検索する SageMaker スタジオ (p. 2106)
• クリーンアップ SageMaker 実験リソース (p. 2111)
• Amazonを使って検索する SageMaker コンソールと API (p. 2113)

SageMaker Experiments
次のセクションでは、が提供する機能の概要を説明します。 SageMaker実験。
トピック
• 実験を整理する (p. 2092)
• 実験を追跡する (p. 2092)
• 実験の比較と評価を行う (p. 2093)
• アマゾン SageMaker Autopilot (p. 2093)

実験を整理する
アマゾン SageMaker Experiments では、機械学習の反復をグループ化し整理する、構造化された整理ス
キームが用意されています。最上位エンティティである実験は、グループとして観察、比較、評価され
るトライアルの集合です。トライアルとは、トライアルコンポーネントと呼ばれる一連のステップです。
各トライアルコンポーネントでは、データセット、アルゴリズム、パラメータなどの入力を組み合わせる
ことができ、モデル、メトリクス、データセット、チェックポイントなど特定の出力を生成できます。ト
ライアルコンポーネントの例には、データの前処理ジョブ、トレーニングジョブ、およびバッチ変換ジョ
ブがあります。
実験の目的は、最適なモデルを生成するトライアルを決定することです。複数のトライアルが実行され、
各トライアルでは、他のすべての入力を一定に保ちながら、ある変更が 1 つまたは複数の入力に与える影
響を分離、測定します。トライアルを解析することで、どのフィーチャがモデルに最も影響を与えるかを
判断できます。

実験を追跡する
アマゾン SageMaker 実験を使うと、実験を追跡できます。
自動追跡
SageMaker 実験はAmazonを自動的に追跡します SageMaker 実験としての自動操縦ジョブと、その基
盤となるトレーニングジョブをトライアルとして追跡します。 SageMaker 実験では自動的に追跡も行わ
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れます。 SageMaker トライアルに割り当てられているかどうかにかかわらず、トレーニング、バッチ変
換、処理ジョブをトライアルコンポーネントとして個別に実行しました。未割り当てのトライアルコン
ポーネントは、後でトライアルに関連付けることができます。データセット、アルゴリズム、ハイパーパ
ラメータ、モデルメトリクスを含むすべての実験アーティファクトが追跡され、記録されます。このデー
タにより、顧客はモデルのガバナンス、監査、コンプライアンスの検証に役立つモデルの完全な系統を追
跡できます。
手動追跡
SageMaker 実験の提供追跡ローカルで実行されている機械学習ワークフローの記録と追跡用 SageMaker
クラシックを含むスタジオノートブック SageMaker ノートブック。これらの実験は SageMaker トレーニ
ング、バッチ変換、または処理ジョブ。

実験の比較と評価を行う
アマゾン SageMaker Experiments は Amazon と統合 SageMaker Studio. 使用するバージョン SageMaker
Studio, SageMakerExperiments はすべての実験とトライアルを自動的に追跡し、追跡されたデータのビ
ジュアライゼーションと、データを検索するためのインターフェイスを表示します。
SageMaker Experiments では、トライアルリーダーボードの概念を使って、選択したメトリクスに基づ
いてトライアルを自動的に整理し、ランク付けし、並び替えます。 SageMaker Studio は、メトリクス
チャートやグラフなどのリアルタイムのデータビジュアライゼーションを生成し、迅速に比較して最もパ
フォーマンスの高いモデルを特定します。これらは、実験の進行に伴ってリアルタイムで更新されます。

アマゾン SageMaker Autopilot
アマゾン SageMaker Experiments は Amazon と統合 SageMaker Autopilot オートパイロットのジョブを
実行すると、 SageMaker Experiments では、ジョブごとの実験と、トライアルコンポーネント、パラメー
タ、アーティファクトのさまざまな組み合わせごとのトライアルを作成します。以下を使って、すべての
トライアルを視覚的に精査できます。 SageMaker Studio.

Amazon SageMaker 実実
Amazon SageMaker あなたを追跡するために実験してください SageMaker ジョブのトレーニング、処
理。
次の手順は、を作成する方法を示しています SageMaker の実験 SageMaker トレーニング、処理、または
トランスフォーメーションジョブ。「(Studio)」というラベルの付いたステップでは、Amazon で実験を表
示する方法を説明します。 SageMaker Studio. Studio で実験を表示するために Studio で実験を実行する必
要はありません。
既存の SageMaker スタジオノートブック、参照追跡と比較のチュートリアル (p. 2100)。
1.

sys モジュールをインポートして、SDK をインストールします。
import sys

2.

(オプション)アマゾン SageMaker Python SDK、プリインストールされています SageMaker Studio.
Studio 以外でコードを実行する場合は、 SageMaker SDK
!{sys.executable} -m pip install sagemaker

3.

をインストールするSageMaker 実験Python SDK。
!{sys.executable} -m pip install sagemaker-experiments
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4.

モジュールをインポートします。
import time
from time import strftime
import sagemaker
from
from
from
from

5.

smexperiments.experiment import Experiment
smexperiments.trial import Trial
smexperiments.trial_component import TrialComponent
smexperiments.tracker import Tracker

実行ロールを取得し、 SageMaker session
role = sagemaker.get_execution_role()
sm_sess = sagemaker.session.Session()

6.

の作成 SageMaker 実験。実験名はアカウント内で一意である必要があります。

Note
tags パラメータはオプションです。Studio を使ってタグを検索できます。 SageMaker
コンソール、およびSDK。タグは、トライアルおよびトライアルコンポーネントにも適用
できます。Studio を使ってタグを検索する方法の詳細については、「タグを使って検索す
る (p. 2110)」を参照してください。
create_date = strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S")
demo_experiment = Experiment.create(experiment_name = "DEMO-{}".format(create_date),
description = "Demo experiment",
tags = [{'Key': 'demo-experiments', 'Value':
'demo1'}])

7.

(Studio) で実験を表示するには SageMaker Studio の左側のサイドバーでSageMaker リソースアイコ
ン ( ). ドロップダウンメニューで [Experiments and trials] (実験とトライアル) を選択して、実験ブ
ラウザを表示します。
コードを実行した後、実験リストに新しい実験が含まれます。実験リストを更新して表示するまでに
時間がかかる場合があります。実験タグのフィルターも表示されます。一致するタグを持つ実験のみ
が表示されます。リストは以下のようになります。
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8.

実験のトライアルを作成します。トライアル名はアカウント内で一意である必要があります。
demo_trial = Trial.create(trial_name = "DEMO-{}".format(create_date),
experiment_name = demo_experiment.experiment_name,
tags = [{'Key': 'demo-trials', 'Value': 'demo1'}])

9.

(Studio) 実験リストで実験をダブルクリックして、その実験のトライアルリストを表示します (この例
にはトライアルが 1 つあります)。リストは以下のようになります。
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10. トライアルコンポーネントを、トライアルの一部として作成します。トライアルコンポーネントは
SageMaker ジョブ。
追加ExperimentConfigパラメータを適切なメソッドに渡します。- SageMaker 次の表に示されている
ジョブがサポートされています。
Job

SageMaker SDK のメソッド

Boto3 のメソッド

トレーニン
グ

Estimator.fit

CreateTrainingJob

Processing

Processor.run

CreateProcessingJob

変換

Transformer.transform

CreateTransformJob

以下はトレーニングジョブの例です。Tags パラメータは、トライアルコンポーネントにタグを追
加します。前のステップでトライアルを作成した際にトライアルが実験に関連付けられていたた
め、ExperimentName は指定されていません。
の使用 SageMaker SDK
sagemaker.estimator.Estimator(
...,
sagemaker_session = sm_sess,
tags = [{'Key': 'demo-jobs', 'Value': 'demo2'}])
estimator.fit(
...,
experiment_config = {
# "ExperimentName"
"TrialName" : demo_trial.trial_name,
"TrialComponentDisplayName" : "TrainingJob",
})
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Boto3 を使用する
create_training_job(
...,
"ExperimentConfig": {
# "ExperimentName"
"TrialName" : demo_trial.trial_name,
"TrialComponentDisplayName" : "TrainingJob",
},
"Tags": [{'Key': 'demo-jobs', 'Value': 'demo2'}])

11. (Studio) トライアルリストでトライアルをダブルクリックして、そのトライアルのコンポーネントリ
ストを表示します (この例にはトライアルコンポーネントが 1 つあります)。リストは以下のようにな
ります。

12. (スタジオ) 実験、トライアル、ジョブ (トライアルコンポーネント) に関する情報を表示するには、
「Amazon を表示して比較する SageMaker 実験、トライアル (p. 2097)」を参照してください。
作成したリソースのクリーンアップについては、「クリーンアップ SageMaker 実験リソース (p. 2111)」
を参照してください。

Amazon を表示して比較する SageMaker 実験、トラ
イアル
アマゾン SageMaker 実験複数からなる試験関連する目的を持って。トライアルは、データ前処理ジョブ
やトレーニングジョブなど、1 つ以上のトライアルコンポーネントで構成されます。
このエンティティのリストは、実験ブラウザを使って表示します。リストにはエンティティ名、タイプ、
タグのフィルターを適用できます。エンティティは階層ビュー (実験 > トライアル > トライアルコンポー
ネント) で表示されます。エンティティをダブルクリックすると、階層の下位レベルにある他のエンティ
ティが表示されます。リストの上にあるパンくずリストを使って、階層の上位レベルに移動します。
を使用するチュートリアルの場合 SageMaker ノートブックの例、を参照してください追跡と比較
のチュートリアル (p. 2100)。Studio のユーザーインターフェイスの概要については、「アマゾン
SageMaker Studio UI の概要 (p. 95)」を参照してください。
トピック
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• 実験、試験、トライアルコンポーネントを表示する (p. 2098)
• 実験、トライアル、トライアルコンポーネントを比較する (p. 2099)

実験、試験、トライアルコンポーネントを表示する
アマゾン SageMaker Studio には、実験、トライアル、トライアルコンポーネントのリストの表示に使う
ことができる実験ブラウザが用意されています。これらのエンティティのいずれかを選択して、エンティ
ティに関する詳細情報を表示したり、複数のエンティティを選択して比較したりできます。

実験、トライアル、トライアルコンポーネントを表示するには
1.

Studio の左側のサイドバーでSageMaker リソースアイコン ( ). ドロップダウンメニューで
[Experiments and trials] (実験とトライアル) を選択して、実験ブラウザを表示します。
実験のリストとそのプロパティが表示されます。リストにはすべてが含まれています SageMaker ア
カウント内の実験 SageMaker Studio.

Note
すべてのプロパティを表示するには、右側の境界線をドラッグして、実験ブラウザの幅を広
げる必要がある場合があります。

2.

実験リストで実験をダブルクリックして、その実験のトライアルのリストを表示します。

3.

トライアルをダブルクリックして、トライアルのコンポーネントのリストを表示します。
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4.

コンポーネントをダブルクリックして、[Describe Trial Component] (トライアルコンポーネントの説
明) タブを開きます。

5.

[Describe Trial Component] (トライアルコンポーネントの説明) タブで、以下の列の見出しからいずれ
かを選択して、各トライアルコンポーネントに関する利用可能な情報を表示します。
• Charts (グラフ) - 独自のグラフを作成します。
• Metrics (メトリクス) - トライアル実行中に Tracker が記録するメトリクス。
• Parameters (パラメータ) - ハイパーパラメータ値とインスタンス情報。
• Artifacts (アーティファクト) - Amazon S3 バケットにおける入力データセットと出力モデルの保存
場所。
• AWS設定— Job 名、ARN、ステータス、作成時間、トレーニング時間、請求対象時間、インスタン
ス情報など。
• Debugger (デバッガー) - デバッガーのルールと見つかった問題のリスト。
• トライアルマッピング

Experiments のエンティティを比較する方法については、「Amazon を表示して比較する SageMaker 実
験、トライアル (p. 2097)」を参照してください。

実験、トライアル、トライアルコンポーネントを比較する
実験、トライアル、トライアルコンポーネントを比較するには、エンティティを選択してトライアルコン
ポーネントリストで開きます。トライアルコンポーネントリストは、Studio リーダーボードと呼ばれま
す。リーダーボードでは、以下の操作を行えます。
• エンティティに関する詳細情報を表示する
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• エンティティを比較する
• トレーニングジョブを停止する
• モデルをデプロイする

実験、トライアル、トライアルコンポーネントを比較するには
1.
の左側のサイドバーで SageMaker スタジオ、選んでSageMaker 実験リストアイコン (
2.
3.

).

[Experiments] (実験) ブラウザで、実験またはトライアルのリストを選択します。詳細については、
「実験、試験、トライアルコンポーネントを表示する (p. 2098)」を参照してください。
比較する実験またはトライアルを選択し、選択した実験またはトライアルを右クリックして [Open in
trial component list] (トライアルコンポーネントリストで開く) を選択します。次のスクリーンショッ
トのように、リーダーボードが開き、関連する Experiments エンティティがリスト表示されます。

リーダーボードの右側に [TABLE PROPERTIES] (テーブルプロパティ) ペインがあります。ペインは
[Settings] (設定) アイコン ( ) を使って開閉できます。プロパティは、カテゴリ別または個々の列別に表
示と非表示を切り替えることができます。グラフを表示すると、ペインが変化して、グラフのプロパティ
を表示します。
Experiments エンティティの検索については、「Amazonを使って実験を検索する SageMaker スタジ
オ (p. 2106)」を参照してください。

追跡と比較のチュートリアル
このチュートリアルでは、Amazon でモデルトレーニング実験を視覚的に追跡および比較する方法を説
明します。 SageMaker Studio. このチュートリアルは、サンプルノートブック手書きの数字の分類実験
(MNIST) を基盤にしています。
このトピックは、MNIST ノートブックを開いた状態で Studio と併せて閲覧するためのものです。セル内
を移動すると、このドキュメントのセクションで関連するコードが強調表示され、Studio で結果を確認す
る方法が示されます。簡潔にするため、コードスニペットの一部は編集されています。
ノートブックによって作成されたリソースをクリーンアップするには、「クリーンアップ SageMaker 実
験リソース (p. 2111)」を参照してください。
Studio の他の機能を紹介するチュートリアルについては、「アマゾン SageMaker Studio Tour (p. 109)」
を参照してください。
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前提条件
• MNIST のサンプルノートブックおよび付属の mnist.py ファイルのローカルコピー。どちらのファイル
も、sagemaker_experiments/mnist-handwritten-digits-classification-experimentの
フォルダaws/amazon-sagemaker-examplesrepository。ファイルをダウンロードするには、各リンクを
選択し、[Raw] ボタンを右クリックして [Save as (名前を付けて保存)] を選択します。
• サインオンする IAM アイデンティティセンターまたは IAM アカウント SageMaker Studio. 詳細につい
ては、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)」を参照してください。
トピック
• Studio でノートブックを開く (p. 2101)
• Experiments SDK のインストールとモジュールのインポート (p. 2101)
• 入力データの変換と追跡 (p. 2102)
• 実験の作成と追跡 (p. 2102)
• トライアルの比較と分析 (p. 2104)

Studio でノートブックを開く
ノートブックを開くには
1.
2.

Studio にサインオンします。
左側のサイドバーで、[File Browser (ファイルブラウザ)] のアイコン (

) を選択します。

3.

ファイルブラウザの上部で 上矢印アイコンを選択すると、[File Upload (ファイルのアップロー
ド)] ダイアログが開きます。のローカルバージョンを参照して選択しますmnist-handwritten-digitsclassification-experiment.ipynbそしてmnist.pyファイルを選択し、オープン。

4.

ファイルブラウザに 2 つのファイルが一覧表示されます。アップロードしたノートブックファイルを
ダブルクリックして、新しいタブでノートブックを開きます。

5.

ノートブックの右上にあるカーネルが Python 3 (Data Science)であることを確認します。そうでない
場合は、現在のカーネル名を選択して [Select Kernel (カーネルの選択)] ドロップダウンを開きます。
[Python 3 (Data Science)] を選択し、[Select (選択)] を選択します。

Experiments SDK のインストールとモジュールのインポート
-アマゾン SageMaker 実験Python SDKとは別のものですアマゾン SageMaker SDK、プリインストールさ
れています SageMaker Studio. ノートブックの最初の数セルを実行して、Experiments SDK をインストー
ルし、Experiments モジュールをインポートします。ノートブックセルの関連セクションが下に表示され
ます。
import sys
!{sys.executable} -m pip install sagemaker-experiments

import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.analytics import ExperimentAnalytics
from
from
from
from

smexperiments.experiment import Experiment
smexperiments.trial import Trial
smexperiments.trial_component import TrialComponent
smexperiments.tracker import Tracker
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入力データの変換と追跡
次のいくつかのセルでは、Amazon S3 バケットと mnist という名前のバケットにフォルダが作成されま
す。Studioでは、ファイルブラウザに mnist フォルダが表示されます。入力データが mnist/MNIST/raw
フォルダにダウンロードされ、正規化され、変換されたデータが mnist/MNIST/processed フォルダにアッ
プロードされます。mnist フォルダにドリルダウンすると、データファイルは表示されますが、開くこと
はできません。
画面の表示は次のようになります。

[Dataset (データセット)] セクションの最後のセルは、変換ジョブの Tracker (トラッカー) を作成します。
トラッカーは、変換されたデータセットが保存された Amazon S3 バケットに正規化パラメータと URI を
記録します。後のセクションでは、Studio でこの情報を見つける方法について説明します。次のセクショ
ンでは、トラッカーを使用して実験とトライアルの実行を追跡します。
with Tracker.create(display_name="Preprocessing", sagemaker_boto_client=sm) as tracker:
tracker.log_parameters({
"normalization_mean": 0.1307,
"normalization_std": 0.3081,
})
tracker.log_input(name="mnist-dataset", media_type="s3/uri", value=inputs)

実験の作成と追跡
次の手順では、実験を作成して追跡し、モデルの num_hidden_channel ハイパーパラメータの効果を判
断します。実験の一環として、num_hidden_channel ハイパーパラメータの値ごとに1つずつ、ループ
内に 5 つのトライアルが作成されます。ノートブックの後半で、これらの 5 つのトライアルの結果を比較
します。
1.

2.

Studio の左側のサイドバーでSageMaker リソースアイコン ( ). ドロップダウンメニューで
[Experiments and trials] (実験とトライアル) を選択して、アカウント内の実験のリストを表示しま
す。
以下のセルを実行します。
mnist_experiment = Experiment.create(
experiment_name=f"mnist-hand-written-digits-classification-{int(time.time())}",
description="Classification of mnist hand-written digits",
sagemaker_boto_client=sm)
print(mnist_experiment)

出力:
Experiment(sagemaker_boto_client=<botocore.client.SageMaker object at 0x7f7152b326d8>,
experiment_name='mnist-hand-written-digits-classification-1575947870',
description='Classification of mnist hand-written digits',
experiment_arn='arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:experiment/mnist-handwritten-digits-classification-1575947870')
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コードを実行した後、実験リストに実験のエントリが含まれます。表示に時間がかかる場合があり、
実験リストを更新する必要があります。画面の表示は次のようになります。

3.

以下のセルを実行します。
preprocessing_trial_component = tracker.trial_component

前のコードを実行すると、実験リストに [Unassigned trial components (未割り当てのトライアルコン
ポーネント)]という名前のエントリが表示されます。トライアルコンポーネントのエントリは、以前
に作成されたデータの前処理ステップです。検証のためにトライアルコンポーネントをダブルクリッ
クします。トライアルコンポーネントは、現時点では実験に関連付けられていません。画面の表示は
次のようになります。

4.

実験ブラウザの上部にあるナビゲーションパンくずリストで、Home アイコンを選択します。実験を
ダブルクリックすると、その実験のトライアルのリストが表示されます。

5.

次のコードは、実験のトライアルを作成します。各トライアルでは、num_hidden_channel ハイ
パーパラメータに異なる番号を使用してモデルをトレーニングします。事前処理トライアルコンポー
ネントは、完全な追跡 (監査目的など) のために各トライアルに追加されます。このコードでは、次の
メトリクスの定義も指定しています。
• Train loss (トレーニングロス)
• Test loss (テストロス)
• Test accuracy (テスト精度)
定義が教えてくれる SageMaker アルゴリズムのログ出力からこれらのメトリクスを取得します。メ
トリクスは、後でモデルの評価と比較に使用されます。
preprocessing_trial_component = tracker.trial_component
for i, num_hidden_channel in enumerate([2, 5, 10, 20, 32]):
trial_name = f"cnn-training-job-{num_hidden_channel}-hidden-channels{int(time.time())}"
cnn_trial = Trial.create(
trial_name=trial_name,
experiment_name=mnist_experiment.experiment_name,
sagemaker_boto_client=sm,
)
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hidden_channel_trial_name_map[num_hidden_channel] = trial_name
cnn_trial.add_trial_component(preprocessing_trial_component)
estimator = PyTorch(
py_version='py3',
framework_version='1.1.0',
...,
hyperparameters={
'hidden_channels': num_hidden_channel,
...
},
metric_definitions=[
{'Name':'train:loss', 'Regex':'Train Loss: (.*?);'},
{'Name':'test:loss', 'Regex':'Test Average loss: (.*?),'},
{'Name':'test:accuracy', 'Regex':'Test Accuracy: (.*?)%;'}
],
enable_sagemaker_metrics=True,
)
cnn_training_job_name = "cnn-training-job-{}".format(int(time.time()))
estimator.fit(
inputs={'training': inputs},
job_name=cnn_training_job_name,
experiment_config={
"TrialName": cnn_trial.trial_name,
"TrialComponentDisplayName": "Training",
},
)

トライアルリストは、トレーニングジョブが実行されるたびに自動的に更新されます。各トライアル
が表示されるまでに数分かかります。画面の表示は次のようになります。

トライアルの比較と分析
このセクションでは、ノートブックから離れ、トレーニング済みモデルを SageMaker Studio UI.

トライアルの詳細を表示するには
1.

トライアルの 1 つをダブルクリックすると、そのトライアルに関連付けられたトライアルコンポーネ
ントのリストが表示されます。トライアルごとに事前処理ジョブとトレーニングジョブがあります。
コンポーネントの 1 つをダブルクリックすると、新しいタブが開き、各コンポーネントに関する情報
が表示されます。

2.

[Trial stages (トライアルステージ)] で、[前処理] を選択します。[Describe Trial Component (トライア
ルコンポーネントの説明)] メニューで、[パラメータ] を選択して、それまでに記録された正規化パラ
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メータを表示します。次に、[Artifacts] (アーティファクト) を選択して、変換されたデータセットが保
存された Amazon S3 バケットの URI を表示します。
3.

[Trial stages (トライアルステージ)] で、[トレーニング] を選択します。[Describe Trial Component (ト
ライアルコンポーネントの説明)] メニューで、次の項目を選択して、トレーニングジョブのトライア
ルコンポーネントに関する情報を表示します。
• Metrics (メトリクス) - test:loss、test:accuracy、train:loss
• Parameters (パラメータ) - ハイパーパラメータ値とインスタンス情報
• Artifacts (アーティファクト) - 入力データセットと出力モデルの Amazon S3 の保存場所
• AWS設定— ジョブ名、ARN、ステータス、作成時間、トレーニング時間、請求対象時間、インス
タンス情報など

test:accuracy 順でトライアルのリストを表示するには
1.

トライアルリストを表示するには、[TRIAL COMPONENTS (トライアルコンポーネント)] の上にある
ナビゲーションパンくずリストで実験名を選択します。

2.

5 つのトライアルすべてを選択します。Ctrl/Cmd キーを押しながら、各トライアルを選択します。選
択項目を右クリックして、[Open in trial component list (トライアルコンポーネントリストを開く)] を
選択します。新しいタブが開き、各トライアルとトライアルコンポーネントが表示されます。

3.

[TABLE PROPERTIES (テーブルプロパティ)] ペインが開いていない場合は、右上端にある [設定] ア
イコン ( ) を選択して開きます。[Trial (トライアル)]、[Metrics (メトリクス)]、Training job (トレーニ
ングジョブ) を除くすべての選択を解除します。[設定] アイコンを選択してペインを閉じます。

4.

[test:accuracy] 列のヘッダーを選択して、最大テスト精度の降順でリストをソートします。画面の表
示は次のようになります。

test:loss 対 num_hidden_channelのチャートを表示するには
1.

[TRIAL COMPONENTS (トライアルコンポーネント)] ペインで、5 つのトライアルをすべて選択し、
[グラフの追加] を選択します。グラフ領域内を選択して、[CHART PROPERTIES (グラフプロパティ)]
の設定ペインを開きます。

2.

[CHART PROPERTIES (チャートプロパティ)] で、次の項目を選択します。
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• データタイプ - 要約統計
• グラフのタイプ - 折れ線
• X 軸 - hidden-channels
• Y-axis (Y 軸) - test:loss_last
• 色 - なし
画面の表示は次のようになります。

Amazonを使って実験を検索する SageMaker スタジオ
実験ブラウザを使って、実験、トライアル、トライアルコンポーネントを検索できます。エンティティを
選択した後、Amazonでこれらのエンティティのプロパティを検索できます SageMaker リーダーボード。
トピック
• 実験、トライアル、トライアルコンポーネントを検索する (p. 2106)
• 検索先 SageMaker スタジオリーダーボード (p. 2107)
• タグを使って検索する (p. 2110)

実験、トライアル、トライアルコンポーネントを検索する
複数のフィルターを検索して作成し、実験、トライアル、およびトライアルコンポーネントのサブセット
を実験ブラウザに表示できます。リストを検索してフィルターを適用した後、リーダーボードでエンティ
ティを開き、追加のプロパティを検索できます。

実験、トライアル、トライアルコンポーネントを検索し、フィルターを適用するには
スクリーンショット付きの次のステップについては、「検索先 SageMaker スタジオリーダーボー
ド (p. 2107)」を参照してください。
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1.

実験ブラウザで、検索するエンティティタイプ (実験、トライアル、またはトライアルコンポーネン
ト) に移動します。

2.

検索ボックスにカーソルを置いて、検索に使うことができる列のリストを表示します。

3.

検索に使う列を選択すると、選択した列に応じて次のいずれかの専用ダイアログボックスが開きま
す。
• String (文字列) - 表示される検索ダイアログボックスにテキスト文字列を入力します。コンポーネン
トのプロパティ値の一部である文字列を 3 文字以上入力します。このフィルターは、この文字列を
含むプロパティ値を持つコンポーネントにリストを絞り込みます。
• Discrete values (個別値) - リストからプロパティ値を 1 つ以上選択します。このフィルターは、選
択した値に一致するプロパティ値を少なくとも 1 つ持つコンポーネントにリストを絞り込みます。
• Date (日付) - [From Date] (開始日) と [To Date] (終了日) に日付を入力するか、カレンダーから日付
を選択します。このフィルターは、指定したデータ範囲内に作成された、または最終変更日付があ
るコンポーネントにリストを絞り込みます。
• Tag (タグ) - [Search tag key] (タグキーを検索) で、タグのキーの入力を開始します。タグキーのリ
ストは、入力した文字列で始まる名前のキーのみに絞られます。検索に使うタグキーをリストから
選択します。[Search tag value] (タグ値を検索) に完全なタグ値を入力してから [Apply] (適用) を選
択します。

4.

フィルターを作成するには、[Apply] (適用) を選択します。

5.

追加のフィルターを適用するには、上のステップを繰り返します。最大 20 個のフィルターを設定で
きます。エンティティが表示されるには、すべてのフィルターに一致する必要があります。

検索先 SageMaker スタジオリーダーボード
アマゾン SageMaker Studio のトライアルコンポーネントリストは、リーダーボードと呼ばれます。リー
ダーボードを使うと、トライアルと実験を比較できます。リーダーボードには、トライアルのステータ
ス、デバッガーのステータス、タグ、メトリクス、ハイパーパラメータ、入出力アーティファクトなど、
トライアルのプロパティが一覧表示されます。
リーダーボードを検索して、特定のトライアルコンポーネントを見つけることができます。検索の結果を
適用して、フィルター条件を満たすコンポーネントのみを表示するフィルターを作成します。最大 20 個
のフィルターを適用できます。コンポーネントは、すべてのフィルターに一致する場合にのみ表示されま
す。フィルターを削除するには、フィルターの右側に表示される[X] を選択します。

リーダーボードを検索してフィルターを適用するには
1.

そのファイルにテーブルプロパティペインが開いていない SageMaker スタジオ、選んで設定アイコ
ン(

) を右上隅に表示して開きます。

2.

[Settings] (設定) ペインで、表示する列のチェックボックスをオンにしてから、[Settings] (設定) アイ
コンをクリックしてペインを閉じます。

3.

[Search column name] (列名を検索) ボックスにカーソルを合わせると、次のような検索可能な
[TABLE PROPERTIES] (テーブルプロパティ) の列名のリストが表示されます。
Summary (概要) セクション
• Trial component name (トライアルコンポーネント名)
• Trial component type (トライアルコンポーネントタイプ)
• 作成
• [Last modified] (最終更新日時)
• Created by (作成者)
• タグ
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Detail (詳細) セクション (すべての列)
• メトリクス
• パラメータ
• 入力アーティファクト
• 出力アーティファクト

4.

詳細セクションの検索で列名を絞り込むには、列名の入力を開始します。リストには、入力した文字
列で始まる名前を持つ列のみが表示されます。

5.

検索に使う列を選択します。これにより、その列のデータ型に固有のダイアログが開きます。

6.

ダイアログで、該当するデータ型の検索条件を入力します。
• String (文字列) - 表示される検索ダイアログボックスにテキスト文字列を入力します。コンポーネン
トのプロパティ値の一部である文字列を 3 文字以上入力します。このフィルターは、この文字列を
含むプロパティ値を持つコンポーネントにリストを絞り込みます。

• Discrete values (個別値) - リストからプロパティ値を 1 つ以上選択します。このフィルターは、
選択した値に一致するプロパティ値を少なくとも 1 つ持つコンポーネントにリストを絞り込みま
す。[Trial component type] (トライアルコンポーネントタイプ) 列で [Others] (その他) を使うと、列
に値が入っていないコンポーネントに一致します。
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• Date (日付) - [From Date] (開始日) と [To Date] (終了日) に日付を入力するか、カレンダーから日付
を選択します。このフィルターは、指定したデータ範囲内に作成された、または最終変更日付があ
るコンポーネントにリストを絞り込みます。
• [Created by] (作成者) - [Me] (自分) または [Everyone else] (自分以外の全ユーザー) を選択します。
このフィルターは、現在サインインしているユーザー、または現在サインインしているユーザー以
外すべてのユーザーが作成したコンポーネントにリストを絞り込みます。
• [Tag] (タグ) - 検索するタグを選択します。詳細については、「タグを使って検索する (p. 2110)」
を参照してください。
• [Detail columns] (詳細列) - コンポーネントのプロパティ値が満たす必要がある条件を指定します。
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7.

フィルターを作成するには、[Apply] (適用) を選択します。

8.

追加のフィルターを適用するには、上のステップを繰り返します。コンポーネントが表示されるに
は、すべてのフィルターに一致する必要があります。最大 20 個のフィルターを設定できます。

タグを使って検索する
実験、トライアル、トライアルコンポーネントに検索可能なタグを、エンティティの作成時に追加する
ことも、AddTagsAPI。タグは、大文字と小文字が区別される一意のキーとオプションの値で構成されま
す。1 つのエンティティに複数のタグを追加できます。複数のエンティティに同じタグを追加できます。

タグで検索してフィルターを適用するには
1.

そのファイルにテーブルプロパティペインが開いていない SageMaker スタジオ、選んで設定アイコ
ン(

) を右上隅に表示して開きます。

2.

[Settings] (設定) ペインで [Tags] (タグ) を選択してから (選択されていない場合)、[Settings] (設定) ア
イコンをクリックしてペインを閉じます。

3.

[Search column name] (列名を検索) ボックスにカーソルを合わせて、[Tags] (タグ) を選択します。

4.

[Search tag key] (タグキーを検索) で、タグのキーの入力を開始します。タグキーのリストには、入力
した文字列で始まる名前のキーのみが表示されます。
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5.

検索に使うタグキーをリストから選択します。

6.

[Search tag value] (タグ値を検索) に完全なタグ値を入力してから [Apply] (適用) を選択します。

7.

トライアルコンポーネントリストには、選択したキーバリューのペアに一致するタグを持つコンポー
ネントのみが表示されます。

8.

タグのフィルターを追加するには、前のステップを繰り返します。タグが表示されるには、すべての
フィルターに一致する必要があります。

クリーンアップ SageMaker 実験リソース
不要な料金が発生しないようにするには、Amazon を削除します SageMaker 不要になったリソースを
試します。Experiments リソースを削除することはできません SageMakerマネジメントコンソールまた
は Amazon SageMaker Studio UI. このトピックでは、Boto3 と Experiments SDK を使ってこのような
リソースをクリーンアップする方法を説明します。Experiments SDK の詳細については、sagemakerexperiments を参照してください。
実験を削除するには、実験内のすべてのトライアルを削除する必要があります。トライアルを削除するに
は、トライアルからすべてのトライアルコンポーネントを削除します。トライアルコンポーネントを削除
するには、すべてのトライアルからコンポーネントを削除します。

Note
トライアルコンポーネントは、トライアルまたは実験から独立して存在できます。削除する必要
はありません。再利用したい場合は、コード内の tc.delete() をコメントアウトしてくださ
い。
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トピック
• Experiments SDK を使ってクリーンアップする (p. 2112)
• Python SDK (boto3) を使ってクリーンアップする (p. 2112)

Experiments SDK を使ってクリーンアップする
Experiments SDK を使ってクリーンアップするには
import sys
!{sys.executable} -m pip install sagemaker-experiments
import time
from smexperiments.experiment import Experiment
from smexperiments.trial import Trial
from smexperiments.trial_component import TrialComponent

cleanup_sme_sdk を定義する
def cleanup_sme_sdk(experiment):
for trial_summary in experiment.list_trials():
trial = Trial.load(trial_name=trial_summary.trial_name)
for trial_component_summary in trial.list_trial_components():
tc = TrialComponent.load(
trial_component_name=trial_component_summary.trial_component_name)
trial.remove_trial_component(tc)
try:
# comment out to keep trial components
tc.delete()
except:
# tc is associated with another trial
continue
# to prevent throttling
time.sleep(.5)
trial.delete()
experiment_name = experiment.experiment_name
experiment.delete()
print(f"\nExperiment {experiment_name} deleted")

cleanup_sme_sdk を呼び出す
experiment_to_cleanup = Experiment.load(
# Use experiment name not display name
experiment_name="experiment-name")
cleanup_sme_sdk(experiment_to_cleanup)

Python SDK (boto3) を使ってクリーンアップする
Boto3 を使ってクリーンアップするには
import boto3
sm = boto3.Session().client('sagemaker')

cleanup_boto3 を定義する
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def cleanup_boto3(experiment_name):
trials = sm.list_trials(ExperimentName=experiment_name)['TrialSummaries']
print('TrialNames:')
for trial in trials:
trial_name = trial['TrialName']
print(f"\n{trial_name}")
components_in_trial = sm.list_trial_components(TrialName=trial_name)
print('\tTrialComponentNames:')
for component in components_in_trial['TrialComponentSummaries']:
component_name = component['TrialComponentName']
print(f"\t{component_name}")
sm.disassociate_trial_component(TrialComponentName=component_name,
TrialName=trial_name)
try:
# comment out to keep trial components
sm.delete_trial_component(TrialComponentName=component_name)
except:
# component is associated with another trial
continue
# to prevent throttling
time.sleep(.5)
sm.delete_trial(TrialName=trial_name)
sm.delete_experiment(ExperimentName=experiment_name)
print(f"\nExperiment {experiment_name} deleted")

cleanup_boto3 を呼び出す
# Use experiment name not display name
experiment_name = "experiment-name"
cleanup_boto3(experiment_name)

Amazonを使って検索する SageMaker コンソールと
API
機械学習モデルの開発には、通常、さまざまなデータセット、アルゴリズム、ハイパーパラメータ値を使
用した広範な実験が必要です。数千におよぶ機械学習モデルの実験を管理するには、次の検索機能を使い
ます。 SageMaker。
以下を使用できます SageMaker 検索先:
• プロパティ、ハイパーパラメータ、パフォーマンスメトリクス、その他のメタデータを使用してトレー
ニングジョブを整理、検索、評価する
• トレーニングジョブやモデルのメトリクス (トレーニングの損失や検証の正確さなど) を確認して、最良
のパフォーマンスモデルを見つける
• トレーニングジョブやその関連リソース (トレーニングデータセットなど) までのモデルの系統を追跡す
る
このトピックでは、 SageMaker コンソールと SageMaker API。Amazon で検索する方法については
SageMaker スタジオ、見るStudio を使って Experiments を検索する (p. 2106)。
トピック
• ML 実験を管理するためのサンプルノートブック (p. 2114)
• トレーニングジョブを整理、検索、評価する (コンソール) (p. 2114)
• トレーニングジョブを検索、評価する (API) (p. 2116)
• トレーニングジョブで使用されたデータセットを確認する (p. 2117)
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• モデル系統のトレース (p. 2117)

ML 実験を管理するためのサンプルノートブック
Amazon を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker ML 実験を管理するモデルトラッキング機
能、参照Amazon を使用した ML 実験の管理 SageMaker モデルの追跡機能。
でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法
の詳細については、 SageMaker... を参照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタンスを
使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いたら、SageMaker 例タブをクリックする
と、すべてのリストが表示されます SageMaker サンプル。ML 実験を管理するノートブックは、[高度な機
能] セクションにあります。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブを選択し、[Create copy (コ
ピーを作成)] を選択します。ご質問がある場合は、 Amazon Machine Learning 開発者フォーラムに投稿し
てください。

トレーニングジョブを整理、検索、評価する (コンソール)
トレーニングジョブを整理するには、それらに 1 つ以上のタグを割り当てます。
特定のトレーニングジョブ、モデル、またはリソースを見つけるには、モデル追跡を使用して、検索可能
なアイテムに割り当てられたキーワードを検索します。検索可能なアイテムには、トレーニングジョブ、
モデル、ハイパーパラメータ、メタデータ、タグ、および URL が含まれます。追跡結果を絞り込むには、
複数の条件を使用して検索します。
デプロイに最適なモデルを選択するには、1 つ以上のメトリクスについてすべてのモデルのパフォーマン
スを評価します。モデル追跡の結果を使用して、実験でモデルのパフォーマンスを一覧表示、ソート、お
よび評価することができます。
トピック
• タグを使用してトレーニングジョブを追跡する (コンソール) (p. 2114)
• トレーニングジョブの検索 (コンソール) (p. 2115)
• モデルの評価 (コンソール) (p. 2115)

タグを使用してトレーニングジョブを追跡する (コンソール)
トレーニングジョブをグループ化するには、わかりやすいキーと値でタグを作成します。たとえば、プロ
ジェクト、所有者、顧客、および業界のタグキーを作成します。

トレーニングジョブにタグを追加する (コンソール)
1.
2.

を開きますアマゾン SageMaker コンソール。
ナビゲーションペインで、[トレーニングジョブ]、[トレーニングジョブの作成] の順に選択します。

3.

ページの下部までスクロールし、タグのキーと値を入力します。

4.

別のタグを追加するには、[タグの追加] を選択し、別のキーと値のペアを追加します。
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トレーニングジョブの検索 (コンソール)
トレーニングジョブは、さまざまなジョブ属性を使用して検索できます。一部の検索パラメータは、その
属性でトレーニングジョブを作成した場合にのみ表示されます。たとえば、[Tags] は、トレーニングジョ
ブにタグを追加した場合にのみ表示されます。

トレーニングジョブを検索するには (コンソール)
1.

を開きますアマゾン SageMaker コンソール。

2.

ナビゲーションペインで、[Search (検索)] を選択します。

3.

[パラメータ] を追加します。
a.

検索ボックスに、パラメータを入力し、パラメータタイプを選択します。例:TrainingJobName。

b.

条件付きオペレーションを選択します。数値については、is equals to、lesser than、or greater
than などの演算子を使用します。テキストベースの値については、equals to、contains などの演
算子を使用します。

c.

パラメータの値を入力します。

4.

(オプション) 検索を絞り込むには、検索条件を追加します。[行を追加] を選択し、パラメータ値を入
力します。

5.

[検索] を選択します。

モデルの評価 (コンソール)
モデルのパフォーマンスを評価するには、そのメタデータ、ハイパーパラメータ、メトリクスを確認しま
す。メトリクスをハイライトするには、表示を調整して、メトリクスと重要なハイパーパラメータのみを
表示します。

モデルを評価するには (コンソール)
1.

を開きますアマゾン SageMaker コンソール。

2.

ナビゲーションペインで、[検索] を選択し、該当するパラメータを指定してトレーニングジョブを検
索します。結果がテーブルに表示されます。
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3.

検索結果テーブルの設定アイコンを選択して、設定ウィンドウを開きます。

4.

ハイパーパラメータまたはメトリクスの表示/非表示を切り替えるには、[ハイパーパラメータ] または
[メトリクス] を選択してオン/オフにします。

5.

必要な変更を行い、[Update view (表示の更新)] を選択します。

6.

メトリクスと重要なハイパーパラメータが表示されると、結果を比較し、違いを示すことができま
す。さらに、ホストする最適なモデルを選択したり、パフォーマンスが低いモデルを調査したりでき
ます。

トレーニングジョブを検索、評価する (API)
トレーニングジョブを検索および評価したり、実験で使用された検索可能な候補やアイテムを取得したり
するには、Search API を使用できます。
トピック
• トレーニングジョブの検索 (API) (p. 2116)
• モデルの評価 (API) (p. 2116)
• 検索候補の取得 (API) (p. 2117)

トレーニングジョブの検索 (API)
トレーニングジョブを検索するには、search_params パラメータを使用して検索パラメータを作成しま
す。次に、の検索機能を使用してくださいsmclientのサブプロセスAWSSDK for Python (Boto3)。
次の例は、Search API を使用してトレーニングジョブを検索する方法を示しています。
import boto3
search_params={
"MaxResults": 10,
"Resource": "TrainingJob",
"SearchExpression": {
"Filters": [{
"Name": "Tags.Project",
"Operator": "Equals",
"Value": "Project_Binary_Classifier"
}]},
"SortBy": "Metrics.train:binary_classification_accuracy",
"SortOrder": "Descending"
}
smclient = boto3.client(service_name='sagemaker')
results = smclient.search(**search_params)

モデルの評価 (API)
モデルを評価するには、の説明に従って検索を実行します。トレーニングジョブの検索 (API) (p. 2116)、
モデルメトリクスを確認してから、AWSSDK for Python (Boto3) を使ってテーブルを作成してプロットし
ます。
次の例は、モデルを評価して、その結果をテーブルに表示する方法を示しています。
import pandas
headers=["Training Job Name", "Training Job Status", "Batch Size", "Binary Classification
Accuracy"]
rows=[]
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for result in results['Results']:
trainingJob = result['TrainingJob']
metrics = trainingJob['FinalMetricDataList']
rows.append([trainingJob['TrainingJobName'],
trainingJob['TrainingJobStatus'],
trainingJob['HyperParameters']['mini_batch_size'],
metrics[[x['MetricName'] for x in
metrics].index('train:binary_classification_accuracy')]['Value']
])
df = pandas.DataFrame(data=rows,columns=headers)
from IPython.display import display, HTMLdisplay(HTML(df.to_html()))

検索候補の取得 (API)
検索候補を取得するには、GetSearchSuggestions API を使用します。
以下の例AWSSDK for Python (Boto3) はget_search_suggestions以下を含む商品のリクエス
トlinear。
search_suggestion_params={
"Resource": "TrainingJob",
"SuggestionQuery": {
"PropertyNameQuery": {
"PropertyNameHint": "linear"
}
}
}

get_search_suggestions リクエストのレスポンスの例を次に示します。
{

}

'PropertyNameSuggestions': [{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_init_method'},
{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_init_value'},
{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_init_sigma'},
{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_lr'},
{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_wd'}]

検索候補を取得したら、プロパティ名のいずれかを検索で使用できます。

トレーニングジョブで使用されたデータセットを確認する
モデル追跡機能を使用して、トレーニングで使用されたデータセット、提示されたデータセットの使用場
所、その他のトレーニングジョブに関する詳細を確認できます。たとえば、モデル追跡機能を使用して、
監査のトレーニングジョブで特定のデータセットが使用されたことを確認したり、コンプライアンスを検
証したりできます。
特定のデータセットがトレーニングジョブで使われたかどうかを確認するには、Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) で、その場所の URL を検索します。モデル追跡機能は、指定したデータセットが
使用されたトレーニングジョブを返します。検索結果がデータセットを返さない (結果が空) 場合、データ
セットはトレーニングジョブで使用されていません。空の結果では、たとえばホールドアウトデータセッ
トが使用されていないことを確認できます。

モデル系統のトレース
モデル追跡を使用して、トレーニングジョブの系統に関する情報と、それに使用されたモデルリソース
(使用されたデータセット、アルゴリズム、ハイパーパラメータ、メトリクスなど) を取得できます。たと

2117

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
デバッ

えば、ホストされたモデルのパフォーマンスが低下していることが判明した場合、そのトレーニングジョ
ブと使用されたリソースを確認して、問題の原因を判断できます。
トピック
• モデル系統のトレース (コンソール) (p. 2118)
• モデル系統のトレース (API) (p. 2118)

モデル系統のトレース (コンソール)
モデルの系統をトレースするには (コンソール)
1.

を開きますアマゾン SageMaker コンソール。

2.

ナビゲーションペインで [エンドポイント] を選択し、該当するエンドポイントを選択します。

3.

[エンドポイント設定の指定] セクションまでスクロールします。このセクションには、エンドポイン
トにデプロイされたすべてのモデルバージョンと、それぞれを作成したトレーニングジョブへのハイ
パーリンクが一覧表示されます。

モデル系統のトレース (API)
モデルの系統をトレースするには、モデルの名前を取得し、それを使ってトレーニングジョブを検索しま
す。
次の例は、API を使ってモデルの系統をトレースする方法を示しています。
# Get the name of model deployed at endpoint
endpoint_config = smclient.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpointName)
model_name = endpoint_config['ProductionVariants'][0]['ModelName']
# Get the model's name
model = smclient.describe_model(ModelName=model_name)
# Search the training job by the location of model artifacts in Amazon S3
search_params={
"MaxResults": 1,
"Resource": "TrainingJob",
"SearchExpression": {
"Filters": [
{
"Name": "ModelArtifacts.S3ModelArtifacts",
"Operator": "Equals",
"Value": model['PrimaryContainer']['ModelDataUrl']
}]},
}
results = smclient.search(**search_params)

トレーニングジョブを見つけたら、モデルのトレーニングに使われたリソースを確認できます。

Amazon を使ったトレーニングジョブのデバッグと
プロバッグ SageMaker デバッガー
Amazon を使って、リアルタイムでのトレーニングジョブのデバッグ、プロファイリング、モニタリング
を行い、ボトルネックの排除によるリソース使用率の最適化、ボトルネックの排除によるリソース使用率
の最適化、トレーニング時間の改善、コスト削減を行います。 SageMaker デバッ。
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アマゾン SageMaker デバッガーの機能
機械学習 (ML) トレーニングジョブには、システムのボトルネック、オーバーフィット、活性化関数の飽
和、勾配の消失などの問題が発生し、モデルのパフォーマンスを低下させる場合があります。
SageMaker デバッガーは、トレーニングジョブをプロファイルおよびデバッグして、このような問題を解
決し、ML モデルのコンピューティングリソースの使用率とパフォーマンスを向上させます。デバッガー
は、トレーニングの異常が見つかったときにアラートを送信し、問題に対してアクションを取り、収集し
たメトリクスとテンソルを視覚化することで問題の根本原因を特定するツールを提供します。
SageMaker デバッガーは Apache MXNet をサポートしており、 PyTorch, TensorFlow、および XGBoost
フレームワーク。利用可能なフレームワークとサポート対象バージョンの詳細については SageMaker デ
バッ、を参照してくださいサポート対象のアルゴリズムとフレームワーク (p. 2120)。

デバッガーのワークフローの概要は次のとおりです。
1. トレーニングスクリプトを以下で修正してくださいsagemaker-debugger必要ならば Python SDK。
2. 設定:設定: SageMaker を使ったトレーニング SageMaker デバッ。
• を使用して設定する SageMaker エスティメーター API (Python SDK 用)。
• を使用して設定する SageMaker CreateTrainingJobリクエスト (Boto3 または CLI 用)。
• 設定カスタムトレーニングコンテナ (p. 2277)と SageMaker デバッ。
3. トレーニングジョブを開始し、トレーニングの問題をリアルタイムにモニタリングします。
• SageMaker Studio の実験とトライアルにおける Studio デバッガーダッシュボード (p. 2179)。
• デバッガーの組み込みルールのリスト (p. 2230).
4. アラートを受け取り、トレーニングの問題に対して迅速なアクションを取ります。
• ルールのためのデバッガーの組み込みアクション (p. 2156) を使ってトレーニングの問題が見つかっ
た場合は、テキストとメールを受け取り、トレーニングジョブを停止する。
• を使った独自のアクションを設定するアマゾン CloudWatch イベントとAWS Lambda (p. 2160)。
5. トレーニングレポート、問題を解決するための提案、トレーニングジョブに関するインサイトを受け取
ります。
• 深層学習フレームワーク用の Studio デバッガーインサイトダッシュボード
• 深層学習フレームワークプロファイリングレポート
• SageMakerXGBoost トレーニングレポート
6. トレーニングの問題とボトルネックの詳細な分析を調べます。
• トレーニングジョブのプロファイリングについては、「SMDebug クライアントライブラリを使って
データを分析する (p. 2221)」を参照してください。
• モデル出力テンソルのデバッグについては、TensorBoard でデバッガー出力テンソルを視覚化す
る (p.
)。
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7. デバッガーが示す提案を考慮しながら問題を修正し、モデルを最適化して目標精度を達成するまでス
テップ 1～5 を繰り返します。
- SageMaker デバッガー開発者ガイドでは、次のトピックを具体的に説明します。
トピック
• サポート対象のアルゴリズムとフレームワーク (p. 2120)
• アマゾン SageMaker デバッガーアーキテクチャ (p. 2122)
• デバッガーのチュートリアルを始める (p. 2124)
• Amazon を使用してトレーニングジョブをデバッグする SageMaker デバッガー (p. 2134)
• トレーニングジョブのプロファイリング SageMaker デバッガー (p. 2167)
• デバッガーの組み込みルールのリスト (p. 2230)
• トレーニングジョブ分析用のデバッガーカスタムルールを作成する (p. 2275)
• カスタムトレーニングコンテナと共にデバッガーを使用する (p. 2277)
• Amazon を使ってデバッガーを設定する SageMaker API (p. 2281)
• Amazon のベストプラクティス SageMaker デバッガー (p. 2291)
• アマゾン SageMaker デバッガーのアドバンストトピックとリファレンスドキュメント (p. 2294)

サポート対象のアルゴリズムとフレームワーク
次の表に示します SageMaker デバッガーがサポートする機械学習フレームワークとアルゴリズム。
SageMaker-supported
frameworks and
algorithms

Monitoring system
bottlenecks

Profiling deep learning
framework operations

Debugging output
tensors

TensorFlow

すべての AWS Deep
Learning Containers

AWS TensorFlow
ディープラーニン
グ2.3.1 以降

AWS TensorFlow
ディープラーニン
グ1.15.4 以降

PyTorch

AWS PyTorch ディープ
ラーニング1.6.0 以降

AWS PyTorch ディープ
ラーニング1.5.0 以降

MXNet

-

AWS MXNet Deep
Learning Containers
1.6.0 以降

XGBoost

1.0-1、1.2-1、1.3-1

-

1.0-1、1.2-1、1.3-1

SageMaker 一般的な見
積り

SageMaker イメージ
URI を使った

-

カスタムトレーニング
コンテナ (p. 2277)(利
用可能 TensorFlow,
PyTorch、手動
フック登録により
MXNet、XGBoost)

カスタムトレーニン
グコンテナ (p. 2277)
(AWS Deep Learning
Containers イメージ、
パブリック Docker イ
メージ、または独自の
Docker イメージを使用)
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• システムのボトルネックのモニタリング - CPU、GPU、メモリ、ネットワーク、データ I/O メトリクス
などのリソースのシステム使用率をモニタリングします。これは、フレームワークおよびモデルに依存
しない機能であり、次のトレーニングジョブで使用できます。 SageMaker。
• ディープラーニングフレームワーク運用のプロファイリング— ディープラーニングの操作をプロファイ
リングします TensorFlow そして PyTorch フレームワーク (ステップ期間、データローダー、フォワー
ドおよびバックワードオペレーション、Python プロファイリングメトリクス、フレームワーク固有のメ
トリクスなど)
• 出力テンソルのデバッグ - トレーニングジョブの重み、勾配、バイアス、スカラー値などのモデルパラ
メータを追跡およびデバッグします。利用可能な深層学習フレームワークは、Apache MXNet です。
TensorFlow, PyTorch、そして xgBoost。

Important
向けの TensorFlow Kerasを使ったフレームワーク、 SageMaker デバッガーは、を使用して
ビルドされたモデルのデバッグに対するゼロコード変更サポートを廃止しましたtf.kerasモ
ジュール TensorFlow 2.6 以降。これは、で発表された重大な変更によるものですTensorFlow
2.6.0 リリースノート。トレーニングスクリプトを更新する手順については、「」を参照してく
ださい。the section called “TensorFlow” (p. 2137)。

Important
以来 PyTorch v1.12.0 以降、 SageMaker デバッガーは、デバッグモデルのゼロコード変更サ
ポートを廃止しました。
これは、原因となる重大な変更によるものです SageMaker を妨害するデバッ
ガーtorch.jit機能。トレーニングスクリプトを更新する手順については、「」を参照してく
ださい。the section called “PyTorch” (p. 2135)。
トレーニングやデバッグを行いたいフレームワークまたはアルゴリズムが表に載っていない場合は、AWS
ディスカッションフォーラムそしてフィードバックを残す SageMaker デバッ。

AWS リージョン
アマゾン SageMaker デバッガーは Amazon が販売されているすべてのリージョンでご利用いただけます
SageMaker は、次の地域を除いてサービス中です。
• アジアパシフィック (ジャカルタ):ap-southeast-3
アマゾンかどうか調べるには SageMaker 貴社で稼働中ですかAWS リージョン、を参照してくださいAWS
地域サービス。

カスタムトレーニングコンテナと共にデバッガーを使用する
トレーニングコンテナを次の場所に持ってきて SageMaker デバッガーを使ってトレーニングジョブのイ
ンサイトを得ることができます。モニタリングとデバッグの機能を使って Amazon EC2 インスタンスでモ
デルを最適化することで、作業効率を最大化します。
sagemaker-debugger クライアントライブラリを使ってトレーニングコンテナを構築し、それを
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にプッシュし、モニタリングとデバッグを行う方法の
詳細については、「カスタムトレーニングコンテナと共にデバッガーを使用する (p. 2277)」を参照してく
ださい。

デバッ、オープンソース GitHub リポジトリ
デバッガー API は SageMaker Python SDK を使って、デバッガーフックとルールの設定を構築するこ
とを目的としています SageMaker CreateTrainingJobそして DescribeTrainingJobAPI オペレーション
sagemaker-debugger クライアントライブラリは、フックを登録しトライアル機能を使ってトレーニン
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グデータにアクセスするためのツールを、すべて柔軟で強力な API オペレーションを通じて提供します。
機械学習フレームワークをサポートします TensorFlow, PyTorch、MXNet、XGBoost 3.6 以降で。
デバッガーと sagemaker-debugger API オペレーションに関する直接のリソースについては、次のリン
クを参照してください。
• アマゾン SageMaker Python SDK ドキュメント
• アマゾン SageMaker Python SDK-デバッガー API
• -sagemaker-debuggerPython SDK ドキュメントにとってアマゾン SageMaker ［Degger オープン
ソースクライアントライブラリ
• -sagemaker-debuggerPyPi
SDK for Java を使って実行する場合 SageMaker ジョブをトレーニングし、デバッガー API を設定する場
合は、次のリファレンスを参照してください。
• アマゾン SageMaker デバッガー API オペレーション (p. 2295)
• Amazon を使ってデバッガーを設定する SageMaker API (p. 2281)

アマゾン SageMaker デバッガーアーキテクチャ
このトピックでは、Amazon の大まかな概要を具体的に説明します。 SageMaker デバッ。
デバッガーは、パフォーマンスの最適化のためのプロファイリング機能をサポートして、システムのボト
ルネックや低使用率などのコンピューティングの問題を特定し、ハードウェアリソースの使用率を大規模
に最適化するのに役立ちます。
モデルの最適化のためのデバッガーのデバッグ機能は、勾配降下法やそれに類する最適化アルゴリズムを
使って損失関数を最小化する際に発生し得る、非収束トレーニングの問題を分析することです。
次の図は、のアーキテクチャを示しています SageMaker デバッ。太い境界線で囲まれているブロック
は、デバッガーがトレーニングジョブを分析するために管理するものです。
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デバッガーは、トレーニングジョブの次のデータをセキュアな Amazon S3 バケットに保存します。
• システムメトリクス - CPU、GPU、CPU と GPU のメモリ、ネットワーク、データ入出力 (I/O) メトリ
クスなどのハードウェアリソース使用率データ。
• フレームワークメトリクス - フォワードパスにおける畳み込みレイヤーオペレーション、バックワード
パスにおけるバッチ正規化オペレーション、ステップ間のデータローダー処理、損失関数の計算と更新
のための勾配降下アルゴリズムオペレーションなど、呼び出しやサンプリングごとに各フレームワーク
オペレーションを追跡するためのメトリクス。
• 出力テンソル - ML モデルのトレーニング中にフォワードパスとバックワードパスで継続的に更新される
スカラーとモデルパラメータのコレクション。出力テンソルには、スカラー値 (精度と損失) と行列 (重
み、勾配、入力層、出力層) が含まれます。
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Note
デフォルトでは、Debugger は監視とデバッグを行います SageMaker デバッガー固有のパラ
メータを設定しないトレーニングジョブ SageMaker 推定者。デバッガーは 500 ミリ秒ごとに
システムメトリクスを収集し、500 ステップごとに基本的な出力テンソル (損失や精度などのス
カラー出力) を収集します。また、ProfilerReport ルールを実行して、システムメトリクス
を分析し、Studio デバッガーインサイトダッシュボードとプロファイリングレポートに集約し
ます。デバッガーは、セキュアな Amazon S3 バケットに出力データを保存します。
デバッガーの組み込みルールは、S3 バケットに収集されたトレーニングデータを処理することで機械学習
モデルを評価するように設計された処理コンテナで実行されます (「データの処理とモデルの評価」を参
照)。組み込みルールは、デバッガーによって完全に管理されます。また、モデルに合わせてカスタマイズ
した独自のルールを作成し、モニタリングしたい問題を監視することもできます。

デバッガーのチュートリアルを始める
次のトピックでは、デバッガーを使用した SageMaker トレーニングジョブのモニタリング、プロファイ
リング、デバッグの基本から高度なユースケースまでのチュートリアルを提供します。デバッガーの機能
を精査し、デバッガーを使うことよって機械学習モデルを効率的にデバッグおよび改善する方法を学習し
ます。
トピック
• デバッガーチュートリアルビデオ (p. 2124)
• デバッガーサンプルノートブック (p. 2125)
• デバッガーの高度なデモと視覚化 (p. 2127)

デバッガーチュートリアルビデオ
次のビデオでは、SageMaker Studio と SageMaker のノートブックインスタンスを使って Amazon
SageMaker デバッガーの機能を紹介していきます。
トピック
• Amazon SageMaker デバッガーを使用して、トレーニングの実行に伴う問題を分析し、検出し、ア
ラートを受ける (p. 2124)
• Studio で Amazon SageMaker デバッガーを使ってモデルをデバッグする (p. 2124)
• Amazon SageMaker デバッガーと SageMaker Model Monitor の詳細 (p. 2125)

Amazon SageMaker デバッガーを使用して、トレーニングの実行に伴う問題を分
析し、検出し、アラートを受ける
Emily Webber、AWS 機械学習スペシャリスト | 長さ: 13 分 54 秒
このチュートリアルビデオでは、Amazon SageMaker デバッガーを使って、MXNet を使うトレーニ
ングモデルからモデル出力データをキャプチャ、デバッグ、視覚化する方法を紹介します。Amazon
SageMaker デバッガーがメトリクスを自動的にキャプチャし、トレーニングの実行を分析し、問題を検出
することで、トレーニングプロセスを透過的にする方法について説明します。
Amazon SageMaker デバッガーを使用して、トレーニングの実行に伴う問題を分析し、検出し、アラート
を受ける
このビデオのサンプルノートブックは、Amazon SageMaker サンプル GitHub リポジトリにある「MXNet
トレーニングのテンソルのデバッグの視覚化」から入手できます。
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Studio で Amazon SageMaker デバッガーを使ってモデルをデバッグする
Julien Simon、AWS Technical Evangelist | 長さ: 14 分 17 秒
このチュートリアルビデオでは、Amazon SageMaker デバッガーを使ってトレーニングモデルからデバッ
グ情報をキャプチャして検査する方法を説明します。このビデオで使用されているトレーニングモデルの
例は、TensorFlow をバックエンドにした Keras ベースの単純な畳み込みニューラルネットワーク (CNN)
です。TensorFlow フレームワークの SageMaker とデバッガーを使用すると、トレーニングスクリプトを
使用して直接推定器を構築し、トレーニングジョブをデバッグできます。
Amazon SageMaker デバッガーでモデルをデバッグする (パート 1)
ビデオ内のサンプルノートブックは、作成者が提供するこの Studio のデモのリポジトリから入手すること
ができます。debugger.ipynb ノートブックファイルと mnist_keras_tf.py トレーニングスクリプ
トを SageMaker Studio または SageMaker ノートブックインスタンスに複製する必要があります。2 つの
ファイルのクローンを作成したら、debugger.ipynb ノートブック内の mnist_keras_tf.py ファイル
へのパス keras_script_path を指定します。例えば、2 つのファイルを同じディレクトリに複製した場
合は、keras_script_path = "mnist_keras_tf.py" として設定します。

Amazon SageMaker デバッガーと SageMaker Model Monitor の詳細
Julien Simon、AWS Technical Evangelist | 長さ: 44 分 34 秒
このビデオセッションでは、モデルの生産性と品質の向上に役立つデバッガーと SageMaker Model
Monitor の高度な機能を掘り下げます。このビデオでは、まず、デバッガーを使ってトレーニングの問
題を検出して修正し、テンソルを視覚化し、モデルを改善する方法を示します。次に、22 分 41 秒か
ら、SageMaker Model Monitor を使って本番稼働中のモデルをモニタリングして、欠落している特徴や
データのドリフトなどの予測の問題を特定する方法を示します。最後に、機械学習の予算を最大限に活用
するためのコストの最適化のヒントを示します。
デバッガーでモデルをデバッグする (パート 2)
ビデオ内のサンプルノートブックは、作成者が提供するこの AWS Dev Days 2020 のリポジトリから入手
できます。

デバッガーサンプルノートブック
SageMaker デバッガーサンプルノートブックは、aws/amazon-sagemaker-examples リポジトリにありま
す。デバッガーサンプルノートブックは、トレーニングジョブのデバッグとプロファイリングの基本的な
ユースケースから高度なユースケースまでを具体的に説明します。
サンプルノートブックでは、ほとんどのサンプルが Amazon EC2、Amazon S3、Amazon SageMaker
Python SDK などの SageMaker エコシステムでのトレーニングジョブ用に設計されているた
め、SageMaker Studio または SageMaker ノートブックインスタンスで実行することをお勧めします。
サンプルリポジトリを SageMaker Studio に複製するには、Amazon SageMaker Studio ツアーの手順に従
います。
SageMaker ノートブックインスタンスでサンプルを見つけるには、「SageMaker ノートブックインスタ
ンスサンプルノートブック」の手順に従ってください。

Important
新しいデバッガー機能を使うには、SageMaker Python SDK と SMDebug クライアントライブ
ラリをアップグレードする必要があります。iPython カーネル、Jupyter ノートブック、または
JupyterLab 環境で、次のコードを実行して最新バージョンのライブラリをインストールし、カー
ネルを再起動します。
import sys
import IPython
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!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

トレーニングジョブをプロファイリングするためのデバッガーサンプルノート
ブック
次のリストは、さまざまな機械学習モデル、データセット、フレームワークのトレーニングジョブをモニ
タリングおよびプロファイリングするためのデバッガーの適応性を紹介するデバッガーサンプルノート
ブックを示しています。
ノートブックの Framework
タイトル

モデル

データセット

説明

Amazon
SageMaker デ
バッガープロ
ファイリング
データ分析

Keras
ResNet50

Cifar-10

このノートブック
は、SageMaker デバッガーに
よってキャプチャされたプロ
ファイルデータのインタラク
ティブな分析の概要を提供しま
す。SMDebug インタラクティブ
分析ツールの全機能をよく見て
ください。

Amazon
TensorFlow
SageMaker デ
バッガーを使用
した機械学習ト
レーニングのプ
ロフィリング

1 次元の畳み込
みニューラル
ネットワーク

IMDB データ
セット

肯定的または否定的なセンチメ
ントを持っているものとしてラ
ベル付けされた映画レビューか
らなる IMDB データのセンチメ
ント分析のための TensorFlow 1D CNN をプロファイリングしま
す。Studio デバッガーのインサ
イトとデバッガープロファイリ
ングレポートをよく見てくださ
い。

さまざまな分
TensorFlow
散トレーニン
グ設定による
TensorFlow
ResNet モデル
トレーニングの
プロファイリン
グ

ResNet50

Cifar-10

さまざまな分散トレーニング設
定の TensorFlow トレーニング
ジョブを実行し、システムリ
ソースの使用率をモニタリング
し、デバッガーを使ってモデル
のパフォーマンスをプロファイ
リングします。

さまざまな分散 PyTorch
トレーニング設
定の PyTorch
ResNet モデル
トレーニングの
プロファイリン
グ

ResNet50

Cifar-10

さまざまな分散トレーニング設
定の PyTorch トレーニングジョ
ブを実行し、システムリソー
スの使用率をモニタリングし、
デバッガーを使ってモデルのパ
フォーマンスをプロファイリン
グします。

TensorFlow

モデルパラメータを分析するためのデバッガーサンプルノートブック
次のリストは、さまざまな機械学習モデル、データセット、フレームワークのトレーニングジョブをデ
バッグするためのデバッガーの適応性を紹介するデバッガーサンプルノートブックを示しています。

2126

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
チュートリアル

ノートブックの Framework
タイトル

モデル

Amazon
TensorFlow
SageMaker デ
バッガー - 組み
込みルールの使
用

畳み込みニュー MNIST
ラルネットワー
ク

TensorFlow モデルのデバッグ
に、Amazon SageMaker デバッ
ガーの組み込みルールを使用し
ます。

Amazon
SageMaker
デバッガー TensorFlow 2.1

ResNet50

TensorFlow 2.1 フレームワー
クでモデルをデバッグするため
に、Amazon SageMaker デバッ
ガーフック設定と組み込みルー
ルを使用します。

TensorFlow

データセット

Cifar-10

説明

MXNet トレー
MXNet
ニングのデバッ
グテンソルの視
覚化

Gluon 畳み込み Fashion MNIST トレーニングジョブを実行
ニューラルネッ
し、このジョブからのすべて
トワーク
のテンソルを保存するように
SageMaker デバッガーを設定
し、それらのテンソルをノート
ブックで視覚化します。

Amazon
MXNet
SageMaker デ
バッガーによる
スポットトレー
ニングの有効化

Gluon 畳み込み Fashion MNIST デバッガーがスポットインスタ
ニューラルネッ
ンスのトレーニングジョブから
トワーク
テンソルデータを収集する方法
と、マネージドスポットトレー
ニングでデバッガーの組み込み
ルールを使う方法について説明
します。

Amazon
XGBoost
SageMaker デ
バッガーで個人
の収益を予測す
る XGBoost モ
デルの説明

XGBoost 回帰

成人国勢調査
データセット

デバッガーのフックと組み込み
ルールを使って、損失値、特
徴、SHAP 値など、XGBoost 回
帰モデルからテンソルデータを
収集および視覚化する方法につ
いて説明します。

モデルパラメータとユースケースの高度な視覚化については、次のトピックの「デバッガーの高度なデモ
と視覚化 (p. 2127)」を参照してください。

デバッガーの高度なデモと視覚化
次のデモでは、デバッガーを使用した高度なユースケースと視覚化スクリプトを具体的に説明します。
トピック
• Amazon SageMaker 実験とデバッガーを使用してモデルをトレーニングおよびチューニングす
る (p. 2128)
• 畳み込み式オートエンコーダモデルトレーニングのモニタリングに SageMaker デバッガーを使
う (p. 2131)
• BERT モデルトレーニングでのアテンションのモニタリングに SageMaker を使う (p. 2131)
• SageMaker デバッガーを使って畳み込みニューラルネットワーク (CNN) でクラスアクティベーション
マップを視覚化する (p. 2134)
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Amazon SageMaker 実験とデバッガーを使用してモデルをトレーニングおよび
チューニングする
Nathalie Rauschmayr 博士、AWS Applied Scientist | 長さ: 49 分 26 秒
SageMaker 実験とデバッガーを使用したモデルのトレーニングとプルーニング
Amazon SageMaker 実験とデバッガーがトレーニングジョブの管理を簡素化する方法を理解してくださ
い。Amazon SageMaker デバッガーは、トレーニングジョブを透過的に視覚化し、Amazon S3 バケット
にトレーニングメトリクスを保存します。SageMaker 実験は、SageMaker Studio を通じてトレーニング
情報をトライアルとして呼び出すことを可能にし、トレーニングジョブの視覚化をサポートします。これ
により、重要度のランクに基づいて重要度の低いパラメータを減らしながら、モデルの品質を高く維持で
きます。
このビデオでは、高いモデル精度基準を維持しながら、事前トレーニング済みの RESNet50 および
AlexNet モデルをより軽く手頃にするモデルプルーニング手法について紹介します。
SageMaker 推定器は、PyTorch フレームワークを使用した AWS Deep Learning Containers 内の PyTorch
の model zoo から提供されたアルゴリズムをトレーニングし、デバッガーはトレーニングプロセスからト
レーニングメトリクスを抽出します。
また、このビデオでは、プルーニングされたモデルの精度をモニタリングするデバッガーカスタムルール
を設定する方法、精度がしきい値に達したときに Amazon CloudWatch イベントと AWS Lambda 関数を
トリガーする方法、冗長な反復を避けるためにプルーニングプロセスを自動的に停止する方法についても
説明します。
学習目標は次のとおりです。
• SageMaker を使って ML モデルトレーニングを高速化しモデルの品質を改善する方法を学ぶ。
• 入力パラメータ、設定、結果を自動的にキャプチャして、 SageMaker 実験を使ってトレーニングの反
復を管理する方法について理解する。
• 畳み込みニューラルネットワークの重み、勾配、アクティベーション出力などのメトリクスからリアル
タイムテンソルデータを自動的にキャプチャすることで、デバッガーがトレーニングプロセスを透過的
にする方法を発見する。
• CloudWatch を使って、デバッガーが問題を検出したときに Lambda をトリガーする。
• SageMaker 実験とデバッガーを使った SageMaker トレーニングプロセスをマスターする。
このビデオで使用されているノートブックとトレーニングスクリプトは、「SageMaker デバッガー
PyTorch 反復モデルプルーニング」にあります。
次の図は、反復モデルのプルーニングプロセスが、アクティベーション出力とグラデーションによって評
価される重要度ランクに基づいて、下位 100 個のフィルターを切り取って AlexNet のサイズを縮小する方
法を示しています。
プルーニングプロセスにより、最初は 5,000 万個のパラメータが 1,800 万個に削減されました。また、推
定モデルサイズが 201MB から 73MB に縮小されました。
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モデルの精度も追跡する必要があります。次の図では、モデルのプルーニングプロセスをプロットし
て、SageMaker Studio のパラメータ数に基づいてモデルの精度の変化を視覚化する方法を示しています。
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SageMaker Studio で、[Experiments] (実験) タブを選択し、デバッガーがプルーニングプロセスから保存
したテンソルのリストを選択してから、[Trial Component List] (トライアルコンポーネントリスト) パネル
を作成します。10 個の反復をすべて選択し、[Add chart] (グラフを追加) を選択してトライアルコンポーネ
ントグラフを作成します。デプロイするモデルを決定したら、トライアルコンポーネントを選択し、アク
ションを実行するメニューを選択するか、[Deploy model] (モデルをデプロイ) を選択します。

Note
次のノートブックの例を使って SageMaker Studio でモデルをデプロイするには、train.py ス
クリプトの train 関数の末尾に行を追加します。

# In the train.py script, look for the train function in line 58.
def train(epochs, batch_size, learning_rate):
...
print('acc:{:.4f}'.format(correct/total))
hook.save_scalar("accuracy", correct/total, sm_metric=True)
# Add the following code to line 128 of the train.py script to save the pruned
models
# under the current SageMaker Studio model directory
torch.save(model.state_dict(), os.environ['SM_MODEL_DIR'] + '/model.pt')
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畳み込み式オートエンコーダモデルトレーニングのモニタリングに SageMaker
デバッガーを使う
このノートブックでは、SageMaker デバッガーが手書き数字の MNIST イメージデータセット上で、教師
なし (または自己教師あり) 学習プロセスからのテンソルを視覚化する方法を示しています。
このノートブックのトレーニングモデルは、MXNet フレームワークを使用した畳み込み式オートエンコー
ダです。畳み込みオートエンコーダは、エンコーダ部分とデコーダ部分からなるボトルネック型の畳み込
みニューラルネットワークを持っています。
この例のエンコーダには、入力イメージの圧縮表現 (潜在変数) を生成するために、2 つの畳み込みレイ
ヤーがあります。この場合、エンコーダは、サイズ (28、28) の元の入力イメージからサイズ (1、20) の潜
在変数を生成し、トレーニングのデータサイズを 40 分の 1 まで大幅に縮小します。
デコーダは 2 つの畳み込み解除レイヤーを持ち、潜在変数が出力イメージを再構築することによって重要
な情報を保持することを保証します。
畳み込みエンコーダは、より小さな入力データサイズでクラスタリングアルゴリズムを強化し、kmeans、k-NN、t 分布型確率的近傍埋め込み法 (t-SNE) などのクラスタリングアルゴリズムのパフォーマ
ンスを強化します。
このノートブックの例では、次のアニメーションに示すように、デバッガーを使って潜在変数を視覚化す
る方法を示しています。また、t-SNE アルゴリズムが潜在変数を 10 個のクラスターに分類し、それらを 2
次元空間に投影する方法も示しています。図の右側にある散布図の配色は、BERT モデルと t-SNE アルゴ
リズムが潜在変数をクラスターにどの程度適切に整理しているかを示す真の値を反映しています。

BERT モデルトレーニングでのアテンションのモニタリングに SageMaker を使
う
Transformer による双方向エンコード表現 (BERT) は、言語表現モデルです。モデルの名前が表すよう
に、BERTモデルは、自然言語処理 (NLP) のための転送学習と Transformer モデルに基づいて構築されま
す。
BERT モデルは、文中の欠けている単語を予測したり、前の文に自然に続く次の文を予測するなどの教師
なしタスクでに事前トレーニングされています。トレーニングデータには、Wikipedia や電子書籍などの
ソースから、33 億語 (トークン) の英文が含まれています。簡単な例として、BERT モデルは対象トークン
から適切な動詞トークンまたは代名詞トークンに高いアテンションを付与することができます。
事前トレーニングされた BERT モデルは、追加の出力レイヤーを使って微調整することができ、質問への
自動応答、テキスト分類など、NLP タスクにおける最先端のモデルトレーニングを達成します。
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デバッガーは、微調整プロセスからテンソルを収集します。NLP のコンテキストでは、ニューロンの重み
はアテンションと呼ばれます。
このノートブックでは、Stanford Question and Answering データセットで GluonNLP の model zoo か
ら事前トレーニングされた BERT モデルを使う方法と、トレーニングジョブをモニタリングするように
SageMaker デバッガーをセットアップする方法を示しています。
クエリとキーベクトルにアテンションスコアと個々のニューロンをプロットすると、誤ったモデル予測の
原因を特定するのに役立ちます。SageMaker デバッガーを使うと、テンソルを取得し、トレーニングの進
行に応じてリアルタイムでアテンションヘッドビューをプロットし、モデルが学習している内容を理解で
きます。
次のアニメーションは、ノートブックの例で提供されているトレーニングジョブにおける 10 個の反復に
対する最初の 20 個の入力トークンのアテンションスコアを示しています。
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SageMaker デバッガーを使って畳み込みニューラルネットワーク (CNN) でクラ
スアクティベーションマップを視覚化する
このノートブックでは、SageMaker デバッガーを使って、畳み込みニューラルネットワーク (CNN) での
イメージの検出と分類のためのクラスアクティベーションマップをプロットする方法について説明しま
す。深層学習では、畳み込みニューラルネットワーク (CNN または ConvNet)は、視覚的イメージの分析に
最も一般的に適用される深層ニューラルネットワークのクラスです。クラスアクティベーションマップを
採用した用途の 1 つに自動運転車があり、交通標識、道路、障害物などのイメージの瞬時の検出と分類が
必須とされます。
このノートブックでは、PyTorch RESnet モデルを German Traffic Sign Dataset データセットでトレーニ
ングします。このデータセットには、交通関連オブジェクトが 40 クラス以上、イメージが 50,000 件以上
の含まれています。

トレーニングプロセス中、SageMaker デバッガーはテンソルを収集し、クラスアクティベーションマッ
プをリアルタイムでプロットします。アニメーションイメージに示すように、クラスアクティベーション
マップ (顕著性マップとも呼ばれます) は、アクティベーションの高い領域を赤色で強調表示します。
デバッガーによってキャプチャされたテンソルを使うと、モデルトレーニング中にアクティベーション
マップがどのように進化するかを視覚化できます。モデルは、トレーニングジョブの開始時に左下隅の
エッジを検出することから始まります。トレーニングが進むにつれ、焦点が中央にシフトして制限速度標
識を検出し、97% の信頼度でクラス 3 (制限速度 60km/h 標識のクラス) として入力イメージを予測するこ
とに成功します。

Amazon を使用してトレーニングジョブをデバッグす
る SageMaker デバッガー
トレーニングスクリプトを準備し、次の方法でトレーニングジョブを実行するには SageMaker デ
バッガーモデルトレーニングの進行状況をデバッグするには、一般的な2段階のプロセスに従いま
す。sagemaker-debuggerPython SDK、そして構築する SageMaker を使用して推定する SageMaker
SDK 以下のトピックでは、使用方法について説明します。 SageMaker デバッガーのデバッグ機能。
トピック
• ステップ 1: トレーニングスクリプトを変更してフックを登録する (p. 2135)
• ステップ 2: を使用したトレーニングジョブの起動とデバッグを行う SageMaker Python (p. 2139)
• Amazon SageMaker デバッガールールのアクション (p. 2156)
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• TensorBoard で Amazon SageMaker デバッガー出力テンソルを視覚化する (p. 2165)

ステップ 1: トレーニングスクリプトを変更してフックを登録す
る
アマゾン SageMaker デバッガーには、というクライアントライブラリが付属していますsagemakerdebuggerPython SDK。-sagemaker-debuggerPython SDK には、トレーニング前にトレーニングスク
リプトを調整するためのツールと、トレーニング後に分析ツールが用意されています。このページでは、
クライアントライブラリを使用してトレーニングスクリプトを調整することもできます。
-sagemaker-debuggerPython SDK には、トレーニングスクリプトを変更せずにフックを登録してモデ
ルテンソルを抽出するのに役立つラッパー関数が用意されています。モデル出力テンソルの収集を始め、
それらをデバッグしてトレーニングの問題を見つけるには、トレーニングスクリプトに次の変更を加えま
す。

Tip
このページをフォローしている間は、sagemaker-debuggerオープンソース SDK ドキュメン
トAPI リファレンス用
トピック
• アダプト PyTorch トレーニングスクリプト (p. 2135)
• アダプト TensorFlow トレーニングスクリプト (p. 2137)

アダプト PyTorch トレーニングスクリプト
モデル出力テンソルの収集とトレーニング問題のデバッグを開始するには、 PyTorch トレーニングスクリ
プト

にとって PyTorch 1.12.0
持参した場合 PyTorch トレーニングスクリプトでは、トレーニングスクリプトにいくつかのコード行を追
加するだけで、トレーニングジョブを実行してモデル出力テンソルを抽出できます。使用する必要があり
ますフック API()sagemaker-debuggerクライアントライブラリ 以下の手順では、コード例を使用して
手順を詳しく説明します。
1. フックを作成するすることもできます。
(おすすめ) 内での研修の仕事に SageMaker
import smdebug.pytorch as smd
hook=smd.get_hook(create_if_not_exists=True)

でトレーニングジョブを開始するとthe section called “ステップ 2: を使ってトレーニングジョブを起動
してデバッグする SageMaker Python” (p. 2139)いずれか DebuggerHookConfig, TensorBoardConfig、
または見積もりのルール、 SageMakerトレーニングインスタンスに JSON 設定ファイルを追加しま
す。get_hook関数。エスティメーターに設定APIを何も含めなかった場合、フックが検索する設定
ファイルが存在せず、関数は返されることに注意してくださいNone。
(オプション) 社外での研修用 SageMaker
ローカルモードでトレーニングジョブを実行する場合は、直接 SageMaker ノートブックインスタン
ス、Amazon EC2 インスタンス、または独自のローカルデバイスではsmd.Hookフックを作成するクラ
ス。ただし、このアプローチでは、テンソルコレクションを格納することもできます。 TensorBoard 視
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覚化。 SageMaker Debuggerのビルトインルールはローカルモードでは動作しません。ルールには次の
ものが必要です SageMaker ML トレーニングインスタンスと S3 により、リモートインスタンスからの
出力をリアルタイムで保存します。-smd.get_hookAPI リターンNoneこの場合、です。
ローカルモードでテンソルを保存するための手動フックを作成する場合は、次のコードスニペットとロ
ジックを使用して、smd.get_hookAPI リターンNoneを使用して手動フックを作成しますsmd.Hookク
ラス。ローカルマシンの任意の出力ディレクトリを指定できることに注意してください。
import smdebug.pytorch as smd
hook=smd.get_hook(create_if_not_exists=True)
if hook is None:
hook=smd.Hook(
out_dir='/path/to/your/local/output/',
export_tensorboard=True
)

2. フックのクラスメソッドでモデルをラップします。
-hook.register_module()メソッドは、モデルを取得して各レイヤーを反復処理し、次の構成で提
供する正規表現と一致するテンソルを探しますthe section called “ステップ 2: を使ってトレーニング
ジョブを起動してデバッグする SageMaker Python” (p. 2139)。このフック法で収集可能なテンソル
は、重み、バイアス、アクティベーション、勾配、入力、出力です。
hook.register_module(model)

Tip
大規模なディープラーニングモデルから出力テンソル全体を収集すると、それらのコレクショ
ンの合計サイズが指数関数的に大きくなり、ボトルネックになる可能性があります。特定のテ
ンソルを保存することもできます。hook.save_tensor()方法。この方法は、特定のテンソ
ルの変数を選択し、任意の名前を付けたカスタムコレクションに保存するのに役立ちます。詳
細については、次を参照してください。ステップ 7 (p. 2137)この命令の。
3. 損失関数をフックのクラスメソッドでワープします。
-hook.register_loss方法は損失関数をラップすることです。毎回損失値を抽出しま
すsave_interval設定時に設定するものthe section called “ステップ 2: を使ってトレーニングジョブ
を起動してデバッグする SageMaker Python” (p. 2139)そして、それらを"losses"コレクション。
hook.register_loss(loss_function)

4. Addhook.set_mode(ModeKeys.TRAIN)電車のブロックで。これは、トレーニングフェーズ中にテン
ソルコレクションが抽出されることを示しています。
def train():
...
hook.set_mode(ModeKeys.TRAIN)

5. Addhook.set_mode(ModeKeys.EVAL)検証ブロックで。これは、検証段階でテンソルコレクション
が抽出されることを示しています。
def validation():
...
hook.set_mode(ModeKeys.EVAL)

6. 使用アイテムhook.save_scalar()カスタムスカラーを保存します。モデルにないスカラー値を保存
できます。たとえば、評価中に計算された精度値を記録する場合は、精度を計算する行の下に次のコー
ド行を追加します。
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hook.save_scalar("accuracy", accuracy)

カスタムスカラーコレクションの名前を指定するには、最初の引数として文字列を指定する必要
があることに注意してください。これは、のスカラー値を視覚化するために使用される名前です
TensorBoard、および任意の文字列を使用できます。
7. 使用アイテムhook.save_tensor()カスタムテンソルを保存します。同様
にhook.save_scalar()では、追加のテンソルを保存して、独自のテンソルコレクションを定
義できます。たとえば、次のコード行を追加することで、モデルに渡される入力イメージデータ
を抽出し、カスタムテンソルとして保存できます。"images"はカスタムテンソルの名前の例です
が、image_inputsは入力画像データのサンプル変数です。
hook.save_tensor("images", image_inputs)

カスタムテンソルの名前を付けるには、最初の引数に文字列を指定する必要があることに注意してくだ
さい。hook.save_tensor()3 番目の引数collections_to_writeカスタムテンソルを保存するテ
ンソルコレクションを指定します。デフォルトは collections_to_write="default" です。3 番目
の引数を明示的に指定しない場合、カスタムテンソルは"default"テンソルコレクション。
トレーニングスクリプトの適応が完了したら、the section called “ステップ 2: を使ってトレーニングジョ
ブを起動してデバッグする SageMaker Python” (p. 2139)。

アダプト TensorFlow トレーニングスクリプト
モデル出力テンソルの収集とトレーニング問題のデバッグを開始するには、 TensorFlow トレーニングス
クリプト
内で仕事を訓練するためのフックを作ろう SageMaker
import smdebug.tensorflow as smd
hook=smd.get_hook(hook_type="keras", create_if_not_exists=True)

これにより、起動時にフックが作成されます SageMaker トレーニングジョブ でトレーニングジョブを開
始するとthe section called “ステップ 2: を使ってトレーニングジョブを起動してデバッグする SageMaker
Python” (p. 2139)いずれかDebuggerHookConfig,TensorBoardConfig、またはRulesあなたの見積も
りでは、 SageMaker トレーニングインスタンスに JSON 設定ファイルを追加します。smd.get_hook方
法。エスティメーターに設定APIを何も含めなかった場合、フックが検索する設定ファイルが存在せず、
関数は返されることに注意してくださいNone。
（オプション）屋外でのトレーニングジョブ用のフックを作成 SageMaker
ローカルモードでトレーニングジョブを実行する場合は、直接 SageMaker ノートブックインスタン
ス、Amazon EC2 インスタンス、または独自のローカルデバイスではsmd.Hookフックを作成するクラ
ス。ただし、このアプローチでは、テンソルコレクションを格納することもできます。 TensorBoard視覚
化。 SageMaker デバッガーのビルトインルールはローカルモードでは動作しません。-smd.get_hookメ
ソッドも返すNoneこの場合、です。
手動フックを作成する場合は、次のコードスニペットとロジックを使用して、フックが戻るかどうかを確
認してくださいNoneを使用して手動フックを作成しますsmd.Hookクラス。
import smdebug.tensorflow as smd
hook=smd.get_hook(hook_type="keras", create_if_not_exists=True)
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if hook is None:
hook=smd.KerasHook(
out_dir='/path/to/your/local/output/',
export_tensorboard=True
)

フック作成コードを追加したら、次のトピックに進んでください TensorFlowKeras。

Note
SageMaker デバッガーは現在サポートしています TensorFlow Keras のみ。

フックをあなたに登録してください TensorFlow Keras トレーニングスクリプト
次の優先順位では、フックとそのメソッドを使用して、モデルとオプティマイザーから出力スカラーとテ
ンソルを収集する方法について説明します。
1. Keras モデルとオプティマイザをフックのクラスメソッドでラップします。
-hook.register_model()メソッドは、モデルを取得して各レイヤーを反復処理し、次の構成で提供
する正規表現と一致するテンソルを探しますthe section called “ステップ 2: を使ってトレーニングジョ
ブを起動してデバッグする SageMaker Python” (p. 2139)。このフック法で収集可能なテンソルは、
ウェイト、バイアス、アクティベーションです。
model=tf.keras.Model(...)
hook.register_model(model)

2. オプティマイザをhook.wrap_optimizer()方法。
optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(...)
optimizer=hook.wrap_optimizer(optimizer)

3. でモデルを eager モードでコンパイルします。 TensorFlow。
各層の入力テンソルと出力テンソルなど、モデルからテンソルを収集するには、トレーニングをイー
ガーモードで実行する必要があります。それ以外の場合は、 SageMakerデバッガーはテンソルを収集で
きません。ただし、モデルの重み、バイアス、損失などの他のテンソルは、明示的に eager モードで実
行しなくても収集できます。
model.compile(
loss="categorical_crossentropy",
optimizer=optimizer,
metrics=["accuracy"],
# Required for collecting tensors of each layer
run_eagerly=True
)

4. フックをに登録しますtf.keras.Model.fit()方法。
登録したフックからテンソルを集めるには、callbacks=[hook]Kerasmodel.fit()クラスメソッ
ド。これで合格しますsagemaker-debuggerKerasのコールバックとしてフックします。
model.fit(
X_train, Y_train,
batch_size=batch_size,
epochs=epoch,
validation_data=(X_valid, Y_valid),
shuffle=True,
callbacks=[hook]
)
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5. TensorFlow 2.x では、値にアクセスできないシンボリック勾配変数のみが提供されます。グラデーショ
ンを集めるには、ラップtf.GradientTapeによってhook.wrap_tape()メソッドでは、次のように
独自のトレーニングステップを書く必要があります。
def training_step(model, dataset):
with hook.wrap_tape(tf.GradientTape()) as tape:
pred=model(data)
loss_value=loss_fn(labels, pred)
grads=tape.gradient(loss_value, model.trainable_variables)
optimizer.apply_gradients(zip(grads, model.trainable_variables))

テープを包むことで、sagemaker-debuggerhook は、勾配、パラメータ、損失などの出力テンソル
を識別できます。テープを包むと、hook.wrap_tape()テープオブジェクトの機能に関するメソッ
ド。例:push_tape(),pop_tape(),gradient()、の作家をセットアップします SageMaker 入力と
して提供されるテンソルをデバッガーして保存するgradient()(トレーニング可能な変数と損失) と出
力gradient()(グラデーション)。

Note
カスタムトレーニングループで収集するには、必ず eager モードを使用してください。それ以
外の場合は、 SageMaker デバッガーはテンソルを収集できません。
アクションの完全なリストについては、sagemaker-debuggerフック API では、フックを構築してテン
ソルを保存できます。フックメソッド()sagemaker-debuggerPython SDK のドキュメント。
トレーニングスクリプトの適応が完了したら、the section called “ステップ 2: を使ってトレーニングジョ
ブを起動してデバッグする SageMaker Python” (p. 2139)。

ステップ 2: を使用したトレーニングジョブの起動とデバッグを
行う SageMaker Python
を設定するには SageMaker 見積りの使用 SageMaker デバッガー、使用アイテムア
マゾン SageMaker Pythonそして、デバッガー固有のパラメータを指定します。デ
バッグ機能を最大限に活用するには、次の 3 つのパラメータを設定する必要がありま
す。debugger_hook_config,tensorboard_output_config、およびrules。

Important
推定器近似法を作成して実行してトレーニングジョブを開始する前に、次の説明に従ってトレー
ニングスクリプトを適合させてください。the section called “ステップ 1: トレーニングスクリプ
トを変更してフックを登録する” (p. 2135)。

Aを構築 SageMaker デバッガー固有のパラメータを使った推定器
このセクションのコード例では、 SageMaker デバッガー固有のパラメータを含む推定器。

Note
次のコード例は、を構築するためのテンプレートです。 SageMaker フレームワーク推定器であ
り、直接実行できません。次のセクションに進み、デバッガー固有のパラメータを設定する必要
があります。
PyTorch
# An example of constructing a SageMaker PyTorch estimator
import boto3
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import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs
session=boto3.session.Session()
region=session.region_name
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]
estimator=PyTorch(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.12.0",
py_version="py37",

)

# Debugger-specific parameters
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

TensorFlow
# An example of constructing a SageMaker TensorFlow estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs
session=boto3.session.Session()
region=session.region_name
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule()),
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
estimator=TensorFlow(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="2.8.0",
py_version="py37",

)

# Debugger-specific parameters
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

MXNet
# An example of constructing a SageMaker MXNet estimator
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import sagemaker
from sagemaker.mxnet import MXNet
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]
estimator=MXNet(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.7.0",
py_version="py37",

)

# Debugger-specific parameters
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

XGBoost
# An example of constructing a SageMaker XGBoost estimator
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]
estimator=XGBoost(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.5-1",

)

# Debugger-specific parameters
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

Generic estimator
# An example of constructing a SageMaker generic estimator using the XGBoost algorithm
base image
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
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]

Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())

region=boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.5-1")
estimator=Estimator(
role=sagemaker.get_execution_role()
image_uri=xgboost_container,
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.m5.2xlarge",

)

# Debugger-specific parameters
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

次のパラメータを設定して有効にします。 SageMaker デバッガール
• debugger_hook_config(のオブジェクトDebuggerHookConfig) — 適合したトレーニングスクリプ
トのフックをアクティブ化するために必要the section called “ステップ 1: トレーニングスクリプトを変
更してフックを登録する” (p. 2135)、 SageMaker トレーニングランチャー（推定器）は、トレーニング
ジョブから出力テンソルを収集し、テンソルをセキュアな S3 バケットまたはローカルマシンに保存し
ます。debugger_hook_config パラメータの設定方法については、「設定 SageMaker テンソルを保
存するデバッガー (p. 2143)」を参照してください。
• rules(のリストRuleobjects) — このパラメータを設定して有効にする SageMaker リアルタイムで実
行したい組み込みルールをデバッガーします。組み込みルールは、モデルのトレーニングの進行状況を
自動的にデバッグし、セキュリティで保護された S3 バケットに保存されている出力テンソルを分析す
ることでトレーニングの問題を見つけるロジックです。rules パラメータの設定方法については、「デ
バッガーの組み込みルールを設定する (p. 2149)」を参照してください。出力テンソルをデバッグするた
めの組み込みルールの完全なリストを見つけるには、the section called “デバッガールール” (p. 2231)。
トレーニングの問題を検出する独自のロジックを作成したい場合は、the section called “カスタムルール
を作成する” (p. 2275)。

Note
組み込みルールは、 SageMaker トレーニングインスタンス ラップ、ローカルモードでは使用
できません。
• tensorboard_output_config(のオブジェクトTensorBoardOutputConfig) — 設定 SageMaker
出力テンソルを収集するためのデバッガー TensorBoard互換性のある形式で保存し、で指定した S3 出
力パスに保存します。TensorBoardOutputConfigオブジェクト。詳細については、the section called
“TensorBoard でデバッガー出力テンソルを視覚化する” (p. 2165) を参照してください。

Note
-tensorboard_output_configを使用した設定が必要です。debugger_hook_configパ
ラメーター。これには、トレーニングスクリプトを追加して調整する必要もありま
すsagemaker-debuggerフック。

Note
SageMaker デバッガーは、出力テンソルを S3 バケットのサブフォルダに安全に保存します。
たとえば、アカウントのデフォルト S3 バケット URI の形式は次のようになります。s3://
sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<base-job-name>/<debuggersubfolders>/。によって作成された 2 つのサブフォルダがあります。 SageMaker デバッガー
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ルdebug-output、およびrule-output。追加するとtensorboard_output_configパラ
メーター、あなたも見つけるでしょうtensorboard-outputフォルダ。
デバッガー固有のパラメータの詳細な設定方法のその他の例を見つけるには、次のトピックを参照してく
ださい。
トピック
• 設定 SageMaker テンソルを保存するデバッガー (p. 2143)
• デバッガーの組み込みルールを設定する (p. 2149)
• デバッガーをオフにする (p. 2154)
• 有用 SageMaker デバッガール用デバッガークラスメソッド (p. 2155)

設定 SageMaker テンソルを保存するデバッガー
テンソルは、各トレーニングの反復のバックワードパスとフォワードパスから更新されたパラメータの
データコレクションです。 SageMaker デバッガーは出力テンソルを収集してトレーニングジョブの状態
を分析します。 SageMaker デバッガーのCollectionConfigそしてDebuggerHookConfigAPI オペ
レーションは、テンソルを次のグループにまとめるためのメソッドを提供しますコレクションですそして
それらをターゲット S3 バケットに保存します。

Note
適切に設定してアクティブ化すると、 SageMaker デバッガーは、特に指定がない限り、出力
テンソルをデフォルトの S3 バケットに保存します。デフォルトの S3 バケット URI の形式
は、s3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<training-job-name>/
debug-output/ です。
構築中 SageMaker 見積り、有効にする SageMaker 指定によるデバッガーdebugger_hook_configパラ
メータ。次のステップでは、CollectionConfig および DebuggerHookConfig API オペレーションを
使って debugger_hook_config を設定し、トレーニングジョブからテンソルを取り出して保存する例を
紹介します。

を使って Tensor コレクションを設定するCollectionConfigAPI
CollectionConfig API オペレーションを使ってテンソルコレクションを設定します。デバッガーは、
デバッガーがサポートする深層学習フレームワークと機械学習アルゴリズムを使用している場合、パラ
メータのさまざまな正規表現 (regex) をカバーする構築済みのテンソルコレクションを提供します。次の
サンプルコードに示すように、デバッグする組み込みテンソルコレクションを追加します。
from sagemaker.debugger import CollectionConfig
collection_configs=[
CollectionConfig(name="weights"),
CollectionConfig(name="gradients")
]

上記のコレクションは、デフォルトの "save_interval" 値に基づいて 500 ステップごとにテンソルを
保存するようにデバッガーフックを設定します。
利用可能なデバッガーの組み込みコレクションの完全なリストについては、「デバッガー組み込みコレク
ション」を参照してください。
保存間隔やテンソル正規表現の変更など、組み込みコレクションをカスタマイズする場合は、次の
CollectionConfig テンプレートを使用してパラメータを調整します。
from sagemaker.debugger import CollectionConfig
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collection_configs=[
CollectionConfig(
name="tensor_collection",
parameters={
"key_1": "value_1",
"key_2": "value_2",
...
"key_n": "value_n"
}
)
]

使用可能なパラメータキーの詳細については、「」を参照してください。CollectionConfig()アマゾン
SageMaker Python。例えば、次のコード例は、トレーニングのさまざまなフェーズで「損失」テンソルコ
レクションの保存間隔を調整する方法を示しています。トレーニングフェーズでは 100 ステップごとに損
失を保存し、検証フェーズでは 10 ステップごとに検証損失を保存します。
from sagemaker.debugger import CollectionConfig
collection_configs=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"train.save_interval": "100",
"eval.save_interval": "10"
}
)
]

Tip
このテンソルコレクション設定オブジェクトは、両方に使用できますDebuggerHookConfigそし
てルールAPI オペレーション

設定DebuggerHookConfigテンソルを保存する API
を使用するDebuggerHookConfigを作成するための APIdebugger_hook_configを使用したオブジェク
トcollection_configs前のステップで作成したオブジェクト。
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(
collection_configs=collection_configs
)

デバッガーは、モデルトレーニング出力テンソルをデフォルトの S3 バケットに保存します。デフォルト
の S3 バケット URI の形式は、s3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<trainingjob-name>/debug-output/. です。
S3 バケット URI を厳密に指定する場合は、次のコード例を使用してください。
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(
s3_output_path="specify-your-s3-bucket-uri"
collection_configs=collection_configs
)
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詳細については、次を参照してください。DebuggerHookConfig()アマゾン SageMaker Python。

デバッガーフックを設定するためのサンプルノートブックとコードサンプル
次のセクションでは、デバッガーフックを使って出力テンソルを保存、アクセス、視覚化する方法のノー
トブックとコード例を示しています。
トピック
• テンソル可視化の例のノートブック (p. 2145)
• デバッガー組み込みコレクションを使ってテンソルを保存する (p. 2146)
• デバッガーの変更済み組み込みコレクションを使ってテンソルを保存する (p. 2147)
• デバッガーカスタムコレクションを使ってテンソルを保存する (p. 2148)

テンソル可視化の例のノートブック
次の 2 つのノートブックの例は、Amazon の高度な使用法を示しています SageMaker テンソルを可視化
するためのデバッガー。デバッガーは、深層学習モデルのトレーニングを透過的に表示します。
• でのインタラクティブなテンソル解析 SageMaker MXNet 付きスタジオノートブック
このノートブックの例では、Amazon を使って保存されたテンソルを視覚化する方法を紹介します
SageMaker デバッガー。テンソルを視覚化することで、深層学習アルゴリズムのトレーニング中にテン
ソル値がどのように変化するかが見えます。このノートブックには、設定が不十分なニューラルネット
ワークを使ったトレーニングジョブが含まれており、Amazonを使用しています SageMaker 勾配、アク
ティベーション出力、重みを含むテンソルを集計して分析するデバッガー。たとえば、次の図は、勾配
消失の問題が発生している畳み込みレイヤーの勾配の分布を示しています。

また、このノートブックは、ハイパーパラメータを最初から適切に設定することにより、同じテンソル
の分布図を作成してトレーニングプロセスが改善されることを示しています。
• MXNet モデルトレーニングからのテンソルの可視化とデバッグ
このノートブックの例では、Amazon を使って MXNet Gluon モデルのトレーニングジョブのテンソルを
保存して視覚化する方法を紹介します SageMaker デバッガー。これは、デバッガーがすべてのテンソ
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ルを Amazon S3 バケットに保存し、取得するように設定されていることを示しています ReLu ビジュ
アライゼーションのアクティベーション出力。次の図は、の 3 次元の視覚化を示しています ReLu アク
ティベーション出力 カラースキームは、0 に近い値を示す青色と 1 に近い値を示す黄色に設定されてい
ます。

このノートブックでは、tensor_plot.py からインポートされた TensorPlot クラスは、2 次元画像
を入力とする畳み込みニューラルネットワーク (CNN) をプロットするように設計されています。この
ノートブックの tensor_plot.py スクリプトは、デバッガーを使ってテンソルを取得し、CNN を視覚
化します。このノートブックは次の場所で実行できます SageMaker Studio を使ってテンソルの視覚化
を再現し、独自の畳み込みニューラルネットワークモデルを実装します。
• Aでのリアルタイムテンソル分析 SageMaker MXNet
この例では、Amazon でテンソルを出力するために必要なコンポーネントをインストールする方法をガ
イドします SageMaker トレーニングジョブのトレーニングを行い、デバッガー API オペレーションを
使ってトレーニングの実行中にこれらのテンソルにアクセスする。gluon の CNN モデルは、Fashion
MNIST データセットでトレーニングされます。ジョブの実行中に、デバッガーが 100 個のバッチそれぞ
れから最初の畳み込みレイヤーの活性化関数の出力を取得して視覚化する方法を確認できます。また、
ジョブの終了後に重みを視覚化する方法も表示されます。

デバッガー組み込みコレクションを使ってテンソルを保存する
CollectionConfig API を使ってテンソルの組み込みコレクションを使用し、DebuggerHookConfig
API を使って保存できます。次の例は、デバッガーフック設定のデフォルト設定を使用して SageMaker
TensorFlow 見積りのメソッド。これは MXNet にも利用できます。 PyTorch、および XGBoost エスティ
メーター。

Note
次のサンプルコードでは、DebuggerHookConfig の s3_output_path パラメータはオ
プションです。指定しない場合、Debugger は次の場所にテンソルを保存します。s3://
<output_path>/debug-output/、where<output_path>はデフォルトの出力パスです。
SageMaker トレーニングジョブ 例:
"s3://sagemaker-us-east-1-111122223333/sagemaker-debugger-training-YYYY-MM-DD-HHMM-SS-123/debug-output"

import sagemaker
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from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig
# use Debugger CollectionConfig to call built-in collections
collection_configs=[
CollectionConfig(name="weights"),
CollectionConfig(name="gradients"),
CollectionConfig(name="losses"),
CollectionConfig(name="biases")
]
# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-built-in-collections-hook'
hook_config=DebuggerHookConfig(
s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'.
format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,
LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET),
collection_configs=collection_configs
)
# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow(
entry_point='directory/to/your_training_script.py',
role=sm.get_execution_role(),
base_job_name='debugger-demo-job',
instance_count=1,
instance_type="ml.m4.xlarge",
framework_version="2.3.0",
py_version="py37",

)

# debugger-specific hook argument below
debugger_hook_config=hook_config

sagemaker_estimator.fit()

デバッガーの組み込みコレクションのリストを見るには、「デバッガー組み込みコレクション」を参照し
てください。

デバッガーの変更済み組み込みコレクションを使ってテンソルを保存する
デバッガーの組み込みコレクションは、CollectionConfig API オペレーションを使って変更できま
す。次の例は組み込みの微調整方法を示していますlossesコレクションとコンストラクト SageMaker
TensorFlow 見積りのメソッド。これは、MXNet PyTorch、および XGBoost エスティメーター。
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig
# use Debugger CollectionConfig to call and modify built-in collections
collection_configs=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={"save_interval": "50"})]
# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-modified-collections-hook'
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hook_config=DebuggerHookConfig(
s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'.
format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,
LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET),
collection_configs=collection_configs
)
# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow(
entry_point='directory/to/your_training_script.py',
role=sm.get_execution_role(),
base_job_name='debugger-demo-job',
instance_count=1,
instance_type="ml.m4.xlarge",
framework_version="2.3.0",
py_version="py37",

)

# debugger-specific hook argument below
debugger_hook_config=hook_config

sagemaker_estimator.fit()

完全なリストについてはCollectionConfigパラメータについては、を参照してくださいデバッガール
CollectionConfig API。

デバッガーカスタムコレクションを使ってテンソルを保存する
Amazon S3 バケットに保存するデータ量を削減したい場合などは、すべてのテンソルを保存するのではな
く、テンソルの保存数を減らすこともできます。次の例は、デバッガーフック設定をカスタマイズして、
保存するターゲットテンソルを指定する方法を示しています。ではを使用できます。 TensorFlow、MXNet
PyTorch、および XGBoost エスティメーター。
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig
# use Debugger CollectionConfig to create a custom collection
collection_configs=[
CollectionConfig(
name="custom_activations_collection",
parameters={
"include_regex": "relu|tanh", # Required
"reductions": "mean,variance,max,abs_mean,abs_variance,abs_max"
})
]
# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-custom-collections-hook'
hook_config=DebuggerHookConfig(
s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'.
format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,
LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET),
collection_configs=collection_configs
)
# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow(
entry_point='directory/to/your_training_script.py',
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role=sm.get_execution_role(),
base_job_name='debugger-demo-job',
instance_count=1,
instance_type="ml.m4.xlarge",
framework_version="2.3.0",
py_version="py37",

)

# debugger-specific hook argument below
debugger_hook_config=hook_config

sagemaker_estimator.fit()

完全なリストについてはCollectionConfigパラメータについては、を参照してくださいデバッガール
CollectionConfig。

デバッガーの組み込みルールを設定する
アマゾン SageMaker デバッガーの組み込みルールは、モデルのトレーニング中に出力されたテンソルを
分析します。 SageMakerデバッガーは、Ruleモデルのトレーニングを成功させるためのトレーニング
ジョブの進行状況とエラーをモニタリングする API オペレーション。例えば、ルールによって、勾配が大
きすぎたり小さすぎたりしていないか、モデルがオーバーフィットまたはオーバートレーニングになって
いないか、トレーニングジョブが損失関数を減少させず改善していないかを検出できます。使用可能な組
み込みルールの完全なリストを表示するには、「デバッガーの組み込みルールのリスト (p. 2230)」を参照
してください。
次のトピックでは、の使用 SageMaker デバッガーの組み込みルール。
トピック
• デバッガーの組み込みルールをデフォルトのパラメータ設定で使用する (p. 2149)
• デバッガーの組み込みルールをカスタムパラメータ値で使用する (p. 2150)
• デバッガールールを設定するためのサンプルノートブックとコードサンプル (p. 2151)

デバッガーの組み込みルールをデフォルトのパラメータ設定で使用する
デバッガーの組み込みルールを推定器の中で指定するには、 リストオブジェクトを設定する必要がありま
す。次のサンプルコードは、デバッガーの組み込みルールをリストする基本構造を示しています。
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_1()),
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_2()),
...
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_n()),
... # You can also append more profiler rules in the
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.*()) format.
]

デフォルトパラメータ値と組み込みルールの説明の詳細については、「デバッガーの組み込みルールのリ
スト (p. 2230)」を参照してください。
の「検出するには」 SageMaker デバッガー API リファレンス、を参照してくださ
いsagemaker.debugger.rule_configsそしてsagemaker.debugger.Rule。
たとえば、モデルの全体的なトレーニングパフォーマンスと進行状況を検査するには、 SageMaker 以下
の組み込みルール構成による推定器。
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from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.loss_not_decreasing()),
Rule.sagemaker(rule_configs.overfit()),
Rule.sagemaker(rule_configs.overtraining()),
Rule.sagemaker(rule_configs.stalled_training_rule())
]

トレーニングジョブを開始すると、デバッガーはデフォルトで 500 ミリ秒ごとにシステム
リソース使用率データを収集し、500 ステップごとに損失と精度の値を収集します。デバッ
ガーは、リソース使用率を分析して、モデルにボトルネックの問題があるかどうかを特定しま
す。loss_not_decreasing、overfit、overtraining、stalled_training_rule は、モデルが
これらのトレーニングの問題を伴わずに損失関数を最適化しているかどうかをモニタリングします。ルー
ルがトレーニングの異常を検出すると、ルールの評価ステータスが IssueFound に変わります。Amazon
を使用して、トレーニングの問題の通知やトレーニングジョブの停止などの自動アクションを設定できま
す。 CloudWatch イベントとAWS Lambda。詳細については、「Amazon SageMaker デバッガールールの
アクション (p. 2156)」を参照してください。

デバッガーの組み込みルールをカスタムパラメータ値で使用する
組み込みルールのパラメータ値を調整し、テンソルコレクションの正規表現をカスタマイズする場
合は、ProfilerRule.sagemaker および Rule.sagemaker クラスメソッドの base_config
および rule_parameters パラメータを設定します。Rule.sagemaker クラスメソッドの場
合、collections_to_save パラメータを使用してテンソルコレクションをカスタマイズすることもで
きます。CollectionConfig クラスの使用方法については、「を使って Tensor コレクションを設定す
るCollectionConfigAPI (p. 2143)」を参照してください 。
パラメータ値をカスタマイズするには、組み込みルールに次の設定テンプレートを使用します。好きなよ
うにルールパラメータを変更することで、トリガーされるルールの感度を調整できます。
• base_config 引数は、組み込みルールメソッドを呼び出す場所です。
• rule_parameters 引数は、デバッガーの組み込みルールのリスト (p. 2230) にリストされている組み
込みルールのデフォルトのキーバリューを調整するためのものです。
• collections_to_save 引数は、CollectionConfig API を介してテンソル設定を取り込むもの
で、name および parameters 引数が必要です。
• name に利用可能なテンソルコレクションを見つけるには、「デバッガーの組み込みテンソルコレク
ション」を参照してください。
• 調整可能な完全なリストについてはparameters、「」を参照してくださいデバッガー
CollectionConfig API。
デバッガールールクラス、メソッド、パラメータの詳細については、「」を参照してくださ
い。SageMakerデバッガールールクラス()アマゾン SageMaker SDK。
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs, CollectionConfig
rules=[
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.built_in_rule_name(),
rule_parameters={
"key": "value"
}
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="tensor_collection_name",
parameters={
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]

)

]

)

}

"key": "value"

各ルールのパラメータの説明と値のカスタマイズ例については、「デバッガーの組み込みルールのリス
ト (p. 2230)」を参照してください。

デバッガールールを設定するためのサンプルノートブックとコードサンプル
次のセクションでは、デバッガールールを使って監視する方法のノートブックとコードの例について説明
します。 SageMaker トレーニングジョブが提供されます。
トピック
• デバッガーの組み込みルールのサンプルノートブック (p. 2151)
• デバッガーの組み込みルールのサンプルコード (p. 2152)
• パラメータ変更でデバッガーの組み込みルールを使用する (p. 2153)

デバッガーの組み込みルールのサンプルノートブック
次のサンプルノートブックは、Amazon でトレーニングジョブを実行するときに、デバッガーの組み込み
ルールを使う方法を示しています。 SageMaker:
• の使用 SageMaker デバッガーの組み込みルールを使用する TensorFlow
• の使用 SageMaker マネージド型スポットトレーニングと MXNet を使用したデバッガーの組み込みルー
ル
• の使用 SageMaker XGBoost を使用したデバッガーの組み込みルール
• の使用 SageMaker XGBoost を使用したリアルタイムトレーニングジョブ分析にパラメータ変更をし
た、組み込みルールをデバッガーする
でサンプルノートブックを実行中 SageMaker Studio では、作成されたトレーニングジョブのトライ
アルを見つけることができますStudio 実験リストタブ。例えば、次のスクリーンショットに示すよ
うに、現在のトレーニングジョブの [Describe Trial Component] (トライアルコンポーネントの説明)
ウィンドウを見つけて開くことができます。[Debugger] (デバッガー) タブでは、デバッガールール
vanishing_gradient() と loss_not_decreasing() が並列でトレーニングセッションをモニタリン
グしているかどうかをチェックできます。Studio UI でトレーニングジョブのトライアルコンポーネントを
見つける方法の詳細については、「」を参照してください。SageMaker Studio-実験、トライアル、トライ
アルコンポーネントを表示。
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の「デバッガー」組み込みルールの使用 2 つがあります。 SageMaker environment: 用意されたままの組
み込みルールをデプロイするか、好きなようにパラメータを調整します。次のトピックでは、組み込み
ルールの使用方法をサンプルコードで示します。

デバッガーの組み込みルールのサンプルコード
次のコードサンプルは、Rule.sagemaker メソッドを使用してデバッガーの組み込みルールを設定する
方法を示しています。実行する組み込みルールを指定するには、rules_configs API オペレーションを
使用して組み込みルールを呼び出します。デバッガーの組み込みルールとデフォルトのパラメータ値の完
全なリストについては、「デバッガーの組み込みルールのリスト (p. 2230)」を参照してください。
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig, rule_configs
# call built-in rules that you want to use.
built_in_rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.vanishing_gradient())
Rule.sagemaker(rule_configs.loss_not_decreasing())
]
# construct a SageMaker estimator with the Debugger built-in rules
sagemaker_estimator=TensorFlow(
entry_point='directory/to/your_training_script.py',
role=sm.get_execution_role(),

2152

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
トレーニングジョブをデバッグする
base_job_name='debugger-built-in-rules-demo',
instance_count=1,
instance_type="ml.m4.xlarge",
framework_version="2.1.0",
py_version="py3",
# debugger-specific arguments below
rules=built_in_rules

)
sagemaker_estimator.fit()

Note
デバッガーの組み込みルールは、トレーニングジョブと並列で実行されます。1 つのトレーニン
グジョブに対する組み込みルールコンテナの最大数は 20 です。
デバッガールールクラス、メソッド、パラメータの詳細については、「」を参照してくださ
い。SageMaker デバッガールールクラス()アマゾン SageMaker SDK。
デバッガールールパラメータの調整方法の例については、次の「パラメータ変更でデバッガーの組み込み
ルールを使用する (p. 2153)」セクションを参照してください。

パラメータ変更でデバッガーの組み込みルールを使用する
次のコード例は、パラメータを調整するための組み込みルールの構造を示しています。この例で
は、stalled_training_rule は、50 ステップごとにトレーニングジョブから、10 ステップごとに評
価ステージから losses テンソルコレクションを収集します。トレーニングプロセスが停滞し始め、テン
ソル出力を 120 秒間収集しない場合、stalled_training_rule はトレーニングジョブを停止します。
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig, rule_configs
# call the built-in rules and modify the CollectionConfig parameters
base_job_name_prefix= 'smdebug-stalled-demo-' + str(int(time.time()))
built_in_rules_modified=[
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
rule_parameters={
'threshold': '120',
'training_job_name_prefix': base_job_name_prefix,
'stop_training_on_fire' : 'True'
}
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"train.save_interval": "50"
"eval.save_interval": "10"
}
)
]
)
]
# construct a SageMaker estimator with the modified Debugger built-in rule
sagemaker_estimator=TensorFlow(
entry_point='directory/to/your_training_script.py',
role=sm.get_execution_role(),
base_job_name=base_job_name_prefix,
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instance_count=1,
instance_type="ml.m4.xlarge",
framework_version="2.1.0",
py_version="py3",
# debugger-specific arguments below
rules=built_in_rules_modified

)
sagemaker_estimator.fit()

CreateTrainingJob API を使用したデバッガーの組み込みルールの高度な設定については、「Amazon
を使ってデバッガーを設定する SageMaker API (p. 2281)」を参照してください。

デバッガーをオフにする
デバッガーを完全にオフにするには、次のいずれかの操作を行います。
• トレーニングジョブを始める前に、以下を実行します。
監視とプロファイリングの両方を停止するには、disable_profilerパラメータを推定器に入力し、次
のように設定しますTrue。

Warning
無効にすると、包括的な Studio デバッガーインサイトダッシュボードと自動生成されたプロ
ファイリングレポートを表示できなくなります。
デバッグを停止するには、debugger_hook_configパラメータをFalse。

Warning
無効にすると、出力テンソルの収集ができなくなり、モデルパラメータをデバッグできなくな
ります。
estimator=Estimator(
...
disable_profiler=True
debugger_hook_config=False
)

デバッガー固有のパラメータの詳細については、「」を参照してください。SageMaker 見積りのメソッ
ド()アマゾン SageMaker Python。
• トレーニングジョブの実行中に、以下を実行します。
トレーニングジョブの実行中にモニタリングとプロファイリングの両方を無効にするには、次の推定器
クラスメソッドを使用します。
estimator.disable_profiling()

フレームワークプロファイリングのみを無効にし、システムモニタリングを維持するに
は、update_profiler メソッドを使用します。
estimator.update_profiler(disable_framework_metrics=true)

推定器拡張法の詳細については、estimator.disable_profilingそしてestimator.update_profilerのクラスメ
ソッドアマゾン SageMaker Pythonドキュメント内) を参照してください。
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有用 SageMaker デバッガール用デバッガークラスメソッド
以下の estimator クラスメソッドは、 SageMaker ジョブ情報のトレーニングとデバッガーによって収集さ
れたトレーニングデータの出力パスの取得 次のメソッドは、estimator.fit() メソッドを使ってトレー
ニングジョブを開始した後に実行可能です。
• の基本の S3 バケット URI をチェックするには SageMaker トレーニングジョブ
estimator.output_path

• a のベースジョブ名をチェックするには SageMaker トレーニングジョブ
estimator.latest_training_job.job_name

• いっぱい見るにはCreateTrainingJoba の API オペレーション設定 SageMaker トレーニングジョブ
estimator.latest_training_job.describe()

• デバッガールールの完全なリストをチェックするには SageMaker トレーニングジョブが実行中:
estimator.latest_training_job.rule_job_summary()

• モデルパラメータデータ (出力テンソル) が保存されている S3 バケット URI をチェックするには:
estimator.latest_job_debugger_artifacts_path()

• モデルパフォーマンスデータ (システムおよびフレームワークのメトリクス) が保存されている S3 バ
ケット URI をチェックするには:
estimator.latest_job_profiler_artifacts_path()

• 出力テンソルをデバッグするためのデバッガーのルール設定をチェックするには:
estimator.debugger_rule_configs

• デバッグするためのデバッガールールのリストをチェックするには SageMaker トレーニングジョブが
実行中:
estimator.debugger_rules

• システムとフレームワークのメトリクスをモニタリングおよびプロファイリングするためのデバッガー
のルール設定をチェックするには:
estimator.profiler_rule_configs

• モニタリングとプロファイリングのためのデバッガールールのリストをチェックするには SageMaker
トレーニングジョブが実行中:
estimator.profiler_rules

の詳細については SageMaker 推定クラスとそのメソッドについては、を参照してください。見積りのメ
ソッド()アマゾン SageMaker Python。
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Amazon SageMaker デバッガールールのアクション
デバッガールールの評価ステータスに基づいて、トレーニングジョブの停止や、Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS) を使った通知の送信などの自動アクションを設定できます。Amazon
CloudWatch Events と AWS Lambda を使って、独自のアクションを作成することもできます。デバッ
ガールール評価ステータスに基づいて自動アクションを設定する方法については、次のトピックを参照し
てください。
トピック
• ルールのためのデバッガーの組み込みアクション (p. 2156)
• Amazon CloudWatch と AWS Lambda を使ってルールにアクションを作成する (p. 2160)

ルールのためのデバッガーの組み込みアクション
デバッガーの組み込みアクションを使って、デバッガールール (p. 2231) で検出された問題に対応しま
す。デバッガーの rule_configs クラスには、トレーニングジョブを自動的に停止したり、デバッガー
ルールがトレーニングの問題を検出したときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用
して通知を送信したりするなどの、アクションのリストを設定するツールが用意されています。

ステップ 1: Amazon SNS をセットアップし、smDebugRules トピックを作成し、トピックにサブ
スクライブする
このセクションでは、Amazon SNS SMDebugRules トピックを設定してサブスクライブし、サブスクリ
プションを確認してデバッガールールから通知を受け取る方法を具体的に説明します。

Note
Amazon SNS の請求の詳細については、「Amazon SNS の料金」と「Amazon SNS のよくある
質問」を参照してください。

SMDebugRules トピックを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon SNS コンソール (https://
console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。

2.
3.
4.

左のナビゲーションペインで、[トピック] を選択します。
[トピック] ページで、[トピックの作成] を選択します。
[サブスクリプションの作成] ページで [詳細] セクションで、以下を実行します。
a.
b.

5.

[Type] (タイプ) で、トピックタイプとして [Standard] (標準) を選択します。
[名前] に「SMDebugRules」と入力します。

その他のオプション設定をすべてスキップして、[Create topic] (トピックを作成) を選択します。オプ
ション設定の詳細については、「Amazon SNS トピックを作成する」を参照してください。

SMDebugRules トピックをサブスクライブするには
1.

Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。

2.
3.
4.

左のナビゲーションペインで、[サブスクリプション] を選択します。
[サブスクリプション] ページで [サブスクリプションの作成] を選択します。
[サブスクリプションの作成] ページで [詳細] セクションで、以下を実行します。
a.
b.
c.

[Topic ARN] (トピック ARN) で、SMDebugRules トピック の ARN を選択します。ARN
は、arn:aws:sns:<region-id>:111122223333:SMDebugRules の形式にしてください。
[プロトコル] で、[E メール] または [SMS] を選択します。
[Endpoint] (エンドポイント) には、通知を受け取るメールアドレスや電話番号などのエンドポイ
ント値を入力します。
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Note
正しいメールアドレスと電話番号を入力してください。電話番号には、+、国コード、
電話番号を含め、特殊文字やスペースは使用しないでください。例えば、電話番号 +1
(222) 333-4444 は、+12223334444 のようになります。
5.

その他のオプション設定をすべてスキップして、[Create subscription] (サブスクリプションを作成) を
選択します。オプション設定の詳細については、「Amazon SNS トピックをサブスクライブする」を
参照してください。

SMDebugRules トピックをサブスクライブすると、次の確認メッセージがメールまたは電話で届きます。

Amazon SNS の詳細については、Amazon SNS 開発者ガイドの「モバイルテキストメッセージング
(SMS)」および「E メール通知」を参照してください。

ステップ 2: IAM ロールを設定して、必要なポリシーをアタッチする
このステップでは、必要なポリシーを IAM ロールに追加します。

IAM ロールに必要なポリシーを追加するには
1.

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

2.

左のナビゲーションペインで、[Policies] (ポリシー) を選択し、[Create Policy] (ポリシーの作成) を選
択します。

3.

[Create policy] (ポリシーの作成) ページで、次の手順を実行して、新しい sns-access ポリシーを作成
します。
a.

[JSON]タブを選択します。

b.

次のコードの中で太字でフォーマットされた JSON 文字列を"Statement" に貼り付け、12 桁の
AWS アカウント ID を自分の AWS アカウント ID に置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish",
"sns:CreateTopic",
"sns:Subscribe"
],
"Resource": "arn:aws:sns:*:111122223333:SMDebugRules"

2157

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
トレーニングジョブをデバッグする

}

c.
d.

]

}

ページの下部で、[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
[ポリシーの確認] ページで [名前] に sns-access と入力します。

4.

e. ページの下部で、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
IAM コンソールに戻り、左のナビゲーションペインで、[Roles] (ロール) を選択します。

5.

SageMaker モデルトレーニングに使う IAM ロールを検索し、その IAM ロールを選択します。

6.

[Summary] (概要) ページの [Permissions] (許可) タブで、[Attach policies] (ポリシーをアタッチ) を選
択します。

7.

sns-access ポリシーを検索し、ポリシーの横にあるチェックボックスを選択して、[Attach policies]
(ポリシーをアタッチ) を選択します。

Amazon SNS のための IAM ポリシーのその他の設定例については、「Amazon SNS アクセスコントロー
ルのケース例」を参照してください。

ステップ 3: 組み込みアクションを使用したデバッガ規則の設定
前の手順で必要な設定を正常に終了したら、次のスクリプト例に示すように、デバッグルール用のデバッ
ガー組み込みアクションを設定できます。actions リストオブジェクトの構築中に使用する組み込みアク
ションを選択できます。rule_configs は、デバッガーの組み込みルールおよびアクションを設定するた
めの高レベルのツールを提供するヘルパーモジュールです。デバッガーでは、次の組み込みアクションを
使用できます。
• rule_configs.StopTraining() - デバッガールールが問題を検出すると、トレーニングジョブを停
止します。
• rule_configs.Email("abc@abc.com") - デバッガールールが問題を検出すると、メールで通知を
送ります。SNS トピックサブスクリプションを設定したときに使用したメールアドレスを使用してくだ
さい。
• rule_configs.SMS("+1234567890") - デバッガールールが問題を検出すると、テキストメッセージ
で通知を送ります。SNS トピックサブスクリプションを設定したときに使用した電話番号を使用してく
ださい。

Note
正しいメールアドレスと電話番号を入力してください。電話番号には、+、国コード、電話番
号を含め、特殊文字やスペースは使用しないでください。例えば、電話番号 +1 (222) 333-4444
は、+12223334444 のようになります。
すべての組み込みアクションまたはアクションのサブセットの使用は、rule_configs.ActionList()
メソッドを使用してラップアップすることにより可能で、組み込みアクションが取り込まれ、アクション
のリストが設定されます。
3 つの組み込みアクションをすべて 1 つのルールに追加するには
3 つの組み込みアクションすべてを 1 つのルールに含める場合は、推定器の構築中にデバッガーの組み込
みアクションリストを設定します。次のテンプレートを使って推定器を構築すると、デバッガーはトレー
ニングジョブを停止し、トレーニングジョブの進行状況のモニタリングに使うルールについて、メールと
テキストで通知を送信します。
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
# Configure an action list object for Debugger rules
actions = rule_configs.ActionList(
rule_configs.StopTraining(),
rule_configs.Email("abc@abc.com"),
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)

rule_configs.SMS("+1234567890")

# Configure rules for debugging with the actions parameter
rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.built_in_rule(),
# Required
rule_parameters={"paramter_key": value },
# Optional
actions=actions
)
]
estimator = Estimator(
...
rules = rules
)
estimator.fit(wait=False)

複数の組み込みアクションオブジェクトを作成して、1 つのルールに異なるアクションを与えるには
1 つのルールの異なるしきい値でトリガーされる組み込みアクションを与える場合、次のスクリプトに示
すように、複数の組み込みアクションオブジェクトを作成できます。同じルールの実行による競合エラー
を回避するには、次のスクリプトテンプレートの例に示すように、異なるルールジョブ名 (ルールの name
属性に異なる文字列を指定) を送信する必要があります。この例では、StalledTrainingRule (p. 2263) を設
定して、トレーニングジョブが 60 秒間停滞した場合に abc@abc.com にメールを送信し、120 秒間停滞
した場合にトレーニングジョブを停止する、という 2 つの異なるアクションを実行する方法を示していま
す。
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
import time
base_job_name_prefix= 'smdebug-stalled-demo-' + str(int(time.time()))
# Configure an action object for StopTraining
action_stop_training = rule_configs.ActionList(
rule_configs.StopTraining()
)
# Configure an action object for Email
action_email = rule_configs.ActionList(
rule_configs.Email("abc@abc.com")
)
# Configure a rule with the Email built-in action to trigger if a training job stalls for
60 seconds
stalled_training_job_rule_email = Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
rule_parameters={
"threshold": "60",
"training_job_name_prefix": base_job_name_prefix
},
actions=action_email
)
stalled_training_job_rule_text.name="StalledTrainingJobRuleEmail"
# Configure a rule with the StopTraining built-in action to trigger if a training job
stalls for 120 seconds
stalled_training_job_rule = Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
rule_parameters={
"threshold": "120",
"training_job_name_prefix": base_job_name_prefix
},
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actions=action_stop_training
)
stalled_training_job_rule.name="StalledTrainingJobRuleStopTraining"
estimator = Estimator(
...
rules = [stalled_training_job_rule_email, stalled_training_job_rule]
)
estimator.fit(wait=False)

トレーニングジョブの実行中に、ルールがトレーニングジョブの問題を検出するたびに、デバッガーの組
み込みアクションによって通知メールとテキストメッセージが送信されます。次のスクリーンショット
は、停滞したトレーニングジョブの問題があるトレーニングジョブについてのメール通知の例を示してい
ます。

次のスクリーンショットは、ルールが StalledTraining の問題を検出したときにデバッガーが送信するテキ
スト通知の例を示しています。

デバッガーの組み込みアクションを使う場合の考慮事項
• デバッガーの組み込みアクションを使うには、インターネット接続が必要です。この機能は、Amazon
SageMaker または Amazon VPC が提供するネットワーク分離モードではサポートされていません。
• 組み込みアクションは、Debugger ProfilerRule (p. 2230) には使用できません。
• 組み込みアクションは、スポットトレーニング中断があるトレーニングジョブでは使用できません。
• メールまたはテキスト通知では、メッセージの最後に「None」と表示されます。これには意味がないた
め、「None」というテキストは無視してください。

Amazon CloudWatch と AWS Lambda を使ってルールにアクションを作成する
Amazon CloudWatch は、Amazon SageMaker モデルトレーニングジョブのログと Amazon SageMaker デ
バッガールール処理ジョブのログを収集します。Amazon CloudWatch Events と AWS Lambda を使って
デバッガーを設定し、デバッガールールの評価ステータスに基づいてアクションを実行します。
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デバッガールールジョブとトレーニングジョブのための CloudWatch Logs
トレーニングジョブログとデバッガールールジョブログを見つけるには
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインの [Logs] (ログ) ノードで、[Log Groups] (ロググループ) を選択します。

3.

ロググループリストで、以下を実行します。
• トレーニングジョブのログの場合は、/aws/sagemaker/TrainingJobs を選択します。
• デバッガールールジョブのログの場合は、/aws/sagemaker/ProcessingJobs を選択します。

CloudWatch Logs のトレーニングジョブとデバッガールールジョブのステータスを使って、トレーニング
の問題が発生した場合にさらにアクションを実行できます。
CloudWatch を使用したトレーニングジョブのモニタリングの詳細については、「Amazon SageMaker を
モニタリングする」を参照してください。

CloudWatch と Lambda を使ってトレーニングジョブ自動終了のためにデバッガーを設定する
デバッガールールはトレーニングジョブのステータスをモニタリングし、CloudWatch Events ルールはデ
バッガールールトレーニングジョブの評価ステータスをモニタリングします。

ステップ 1: Lambda 関数を作成します
Lambda 関数を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/lambda/ で、AWS Lambda コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[Functions] (関数)、[Create function] (関数の作成) の順に選択します。

3.

[Create function] (関数の作成) ページで、[Author from scratch] (一から作成) オプションを選択しま
す。

4.

[Basic information] (基本情報) セクションに、[Function name] (関数名) を入力します (例: debuggerrule-stop-training-job)。

5.

[Runtime (ランタイム)] で [Python 3.7] を選択します。

6.

[Permissions] (許可) で、ドロップダウンオプションを展開し、[Change default execution role] (デ
フォルトの実行ロールを変更する) を選択します。

7.

[Execution role] (実行ロール) で、[Use an existing role] (既存のロールを使用する) を選択
し、SageMaker でジョブをトレーニングするために使う IAM ロールを選択します。

Note
AmazonSageMakerFullAccess と AWSLambdaBasicExecutionRole が添付された実行
ロールを使っていることを確認してください。そうしないと、Lambda 関数はトレーニング
ジョブのデバッガールールステータスの変更に適切に反応しません。どの実行ロールが使用
されているかわからない場合は、Jupyter ノートブックセルで次のコードを実行して、実行
ロールの出力を取得します。
import sagemaker
sagemaker.get_execution_role()

8.

ページの下部で、[Create function] を選択します。

次の図は、入力フィールドと選択が完了した状態の [Create function] (関数の作成) ページの例を示してい
ます。
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ステップ 2: Lambda 関数を設定する
Lambda 関数を設定するには
1.

設定ページの [Function code] (関数コード) セクションで、Lambda コードエディタペインに次の
Python スクリプトを貼り付けます。lambda_handler 関数は、CloudWatch によって収集されたデ
バッガールールの評価ステータスをモニタリングし、StopTrainingJob API オペレーションをトリ
ガーします。SageMaker の AWS SDK for Python (Boto3) client は、StopTrainingJob API オペ
レーションをトリガーする高レベルのメソッド stop_training_job を提供します。
import json
import boto3
import logging
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
def lambda_handler(event, context):
training_job_name = event.get("detail").get("TrainingJobName")
logging.info(f'Evaluating Debugger rules for training job: {training_job_name}')
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eval_statuses = event.get("detail").get("DebugRuleEvaluationStatuses", None)
if eval_statuses is None or len(eval_statuses) == 0:
logging.info("Couldn't find any debug rule statuses, skipping...")
return {
'statusCode': 200,
'body': json.dumps('Nothing to do')
}
# should only attempt stopping jobs with InProgress status
training_job_status = event.get("detail").get("TrainingJobStatus", None)
if training_job_status != 'InProgress':
logging.debug(f"Current Training job status({training_job_status}) is not
'InProgress'. Exiting")
return {
'statusCode': 200,
'body': json.dumps('Nothing to do')
}
client = boto3.client('sagemaker')
for status in eval_statuses:
logging.info(status.get("RuleEvaluationStatus") + ', RuleEvaluationStatus=' +
str(status))
if status.get("RuleEvaluationStatus") == "IssuesFound":
secondary_status = event.get("detail").get("SecondaryStatus", None)
logging.info(
f'About to stop training job, since evaluation of rule
configuration {status.get("RuleConfigurationName")} resulted in "IssuesFound". ' +
f'\ntraining job "{training_job_name}" status is
"{training_job_status}", secondary status is "{secondary_status}"' +
f'\nAttempting to stop training job "{training_job_name}"'
)
)
try:
client.stop_training_job(
TrainingJobName=training_job_name
)
except Exception as e:
logging.error(
"Encountered error while trying to "
"stop training job {}: {}".format(
training_job_name, str(e)
)
)
raise e
return None

Lambda コードエディタインターフェイスの詳細については、「AWS Lambda コンソールエディタを
使用して関数を作成する」を参照してください。
2.

他のすべての設定をスキップして、設定ページの上部にある [Save] (保存) を選択します。

ステップ 3: CloudWatch イベントルールを作成し、デバッガ用の Lambda 関数にリンクする
CloudWatch Events ルールを作成し、デバッガーの Lambda 関数にリンクするには
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインで、[Events] (イベント) ノードの [Rules] (ルール) を選択します。

3.

[Create rule] (ルールの作成) を選択します。
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4.

左イベントソースの セクションステップ 1: ルールの作成[] ページで [] を選択しますSageMakerに
とってサービス名を選択し、SageMaker トレーニングJob 状態変更にとってイベントタイプ。[Event
Pattern Preview] (イベントパターンのプレビュー) は、次の JSON 文字列の例のようになります。
{

}

"source": [
"aws.sagemaker"
],
"detail-type": [
"SageMaker Training Job State Change"
]

5.

[Targets] (ターゲット) セクションで、[Add target*] (ターゲットの追加*) を選択し、作成した
debugger-rule-stop-training-job Lambda 関数を選択します。このステップは、CloudWatch Events
ルールと Lambda 関数をリンクします。

6.

選択詳細を設定するに移動し、ステップ 2: ルールの詳細の設定ページで.

7.

CloudWatch ルール定義名を指定します。例えば、debugger-cw-event-rule などです。

8.

[Create rule] (ルールの作成) を選択して終了します。

9.

Lambda 関数の設定ページに戻り、ページを更新します。[Designer] (デザイナー) パネルで正しく設
定されていることを確認します。CloudWatch Events ルールが、Lambda 関数のトリガーとして登録
されているはずです。設定のデザインは、次の例のようになります。

サンプルノートブックを実行して、トレーニングジョブ自動終了をテストする
次のサンプルノートブックを実行できます。これは、デバッガーの組み込みルールを使ってトレーニング
ジョブを停止する実験用に準備されています。
• Amazon SageMaker デバッガ-ルールからの CloudWatch イベントに反応する
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このサンプルノートブックでは、勾配消失問題があるトレーニングジョブを実行します。デバッガーの
VanishingGradient (p. 2250) 組み込みルールが、SageMaker TensorFlow 推定器の構築中に使用されま
す。デバッガールールが問題を検出すると、トレーニングジョブは終了します。
• SageMaker デバッガルールを使用して停止したトレーニングを検出し、アクションを呼び出す
このサンプルノートブックでは、10 分間スリープ状態にするコード行を含むトレーニングスクリプトを
実行します。デバッガーの StalledTrainingRule (p. 2263) 組み込みルールが問題を呼び出し、トレーニ
ングジョブを停止します。

CloudWatch Events ルールを無効にして、トレーニングジョブ自動終了の使用を停止する
トレーニングジョブ自動終了を無効にするには、CloudWatch Events ルールを無効にする必要がありま
す。Lambda の[Designer] (デザイナー) パネルで、その Lambda 関数にリンクされている [EventBridge
(CloudWatch Events)] ブロックを選択します。これにより、[Designer] (デザイナー) パネルの下
に [EventBridge] パネルが表示されます (例えば、前のスクリーンショットを参照)。[EventBridge
(CloudWatch Events): debugger-cw-event-rule] の横にあるチェックボックスをオンにし、[Disable] (無効)
を選択します。後で自動終了機能を使う場合は、CloudWatch Events ルールを再度有効にできます。

TensorBoard で Amazon SageMaker デバッガー出力テンソルを
視覚化する
SageMaker デバッガーを使って、TensorBoard と互換性のある出力テンソルファイルを作成します。ファ
イルをロードして TensorBoard で視覚化し、SageMaker トレーニングジョブを分析します。デバッガー
は、TensorBoard と互換性のある出力テンソルファイルを自動的に生成します。出力テンソルを保存する
ためにカスタマイズしたフック設定に対して、デバッガーには、スカラーサマリー、分布、ヒストグラム
を作成し、TensorBoard にインポートできる柔軟性があります。

これを有効にするには、DebuggerHookConfig と TensorBoardOutputConfig オブジェクトを
estimator に渡します。
次の手順では、スカラー、重み、バイアスを、TensorBoard で視覚化できる完全なテンソル、ヒストグラ
ム、分布として保存する方法について説明します。デバッガーはこれらをトレーニングコンテナのローカ
ルパス (デフォルトパスは /opt/ml/output/tensors) に保存し、デバッガー出力設定オブジェクトで
渡された Amazon S3 のロケーションに同期させます。
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デバッガーを使って TensorBoard 互換の出力テンソルファイルを保存するには
1.

デバッガーの TensorBoardOutputConfig クラスを使って、TensorBoard 出力を保存するように
tensorboard_output_config 設定オブジェクトを設定します。s3_output_path パラメータに
は、現在の SageMaker セッションのデフォルトの S3 バケットか、任意の S3 バケットを指定しま
す。この例では、container_local_output_path パラメータを追加せずに、デフォルトのローカ
ルパス /opt/ml/output/tensors に設定します。
import sagemaker
from sagemaker.debugger import TensorBoardOutputConfig
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
tensorboard_output_config = TensorBoardOutputConfig(
s3_output_path='s3://{}'.format(bucket)
)

詳細については、Amazon SageMaker Python SDK のデバッガー TensorBoardOutputConfig API
を参照してください。
2.

デバッガーフックを設定し、フックパラメータ値をカスタマイズします。例えば、次のコードは、す
べてのスカラー出力をトレーニングフェーズでは 100 ステップごと、検証フェーズで 10 ステップご
とに保存し、weights パラメータを 500 ステップごと (テンソルコレクションを保存するためのデ
フォルトの save_interval 値は 500)、bias パラメータをグローバルステップが 500 に達するまで
10 グローバルステップごとに保存するようデバッガーフックを設定します。
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig
hook_config = DebuggerHookConfig(
hook_parameters={
"train.save_interval": "100",
"eval.save_interval": "10"
},
collection_configs=[
CollectionConfig("weights"),
CollectionConfig(
name="biases",
parameters={
"save_interval": "10",
"end_step": "500",
"save_histogram": "True"
}
),
]
)

デバッガー設定 API の詳細については、Amazon SageMaker Python SDK のデバッガー
CollectionConfig API と DebuggerHookConfig API を参照してください。
3.

設定オブジェクトを渡すデバッガーパラメータを使って SageMaker 推定器を構築します。次のテン
プレート例は、一般的な SageMaker 推定器を作成する方法を示します。estimator と Estimator
は、他の SageMaker フレームワークの推定器の親クラスや推定器クラスに置き換えることができま
す。この機能で利用可能な SageMaker フレームワーク推定器は、TensorFlow、PyTorch、MXNet
です。
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(
...
# Debugger parameters
debugger_hook_config=hook_config,
tensorboard_output_config=tensorboard_output_config
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)
estimator.fit()

estimator.fit() メソッドはトレーニングジョブを開始し、デバッガーは出力テンソルファイルを
デバッガー S3 出力パスと TensorBoard S3 出力パスにリアルタイムで書き込みます。出力パスを取得
するには、次の推定器メソッドを使用します。
• デバッガー S3 出力パスには、estimator.latest_job_debugger_artifacts_path() を使
用します。
• TensorBoard S3 出力パスには、estimator.latest_job_tensorboard_artifacts_path()
を使用します。
4.

トレーニングが完了したら、保存された出力テンソルの名前をチェックします。
from smdebug.trials import create_trial
trial = create_trial(estimator.latest_job_debugger_artifacts_path())
trial.tensor_names()

5.

Amazon S3 で TensorBoard の出力データをチェックします。
tensorboard_output_path=estimator.latest_job_tensorboard_artifacts_path()
print(tensorboard_output_path)
!aws s3 ls {tensorboard_output_path}/

6.

TensorBoard の出力データをノートブックインスタンスにダウンロードします。例えば、次の AWS
CLI コマンドは、TensorBoard ファイルをノートブックインスタンスの現在の作業ディレクトリの下
にある /logs/fit にダウンロードします。
!aws s3 cp --recursive {tensorboard_output_path} ./logs/fit

7.

ファイルディレクトリを TAR ファイルに圧縮して、ローカルマシンにダウンロードします。
!tar -cf logs.tar logs

8.

TensorBoard TAR ファイルをダウンロードしてデバイス上のディレクトリに抽出し、Jupyter ノート
ブックサーバーを起動し、新しいノートブックを開いて、TensorBoard アプリケーションを実行しま
す。
!tar -xf logs.tar
%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir logs/fit

トレーニングジョブのプロファイリング SageMaker
デバッガー
でトレーニングジョブを実行するには SageMaker リソース使用状況、統計、フレームワーク操作をプロ
ファイリングするデバッガー。 SageMaker を使用して推定する SageMaker SDK。以下のトピックでは、
使用方法について説明します。 SageMaker デバッガーのプロファイリング機能。
トピック
• Amazon を使ってデバッガーを設定する SageMaker SDK (p. 2168)
• Amazon が管理する組み込みプロファイラールールの設定 SageMaker デバッガー (p. 2177)
• Amazon SageMaker Studio のAmazon SageMaker デバッガー (p. 2179)
• SageMaker デバッガーインタラクティブレポート (p. 2196)
2167

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
トレーニングジョブのプロファイリング

• SMDebug クライアントライブラリを使ってデータを分析する (p. 2221)

Amazon を使ってデバッガーを設定する SageMaker SDK
トレーニングジョブとリソース使用率をプロファイリングするようにDebuggerを設定するには、アマゾン
SageMaker SDKそして構築中にデバッガー固有のパラメータを指定する SageMaker見積り。次の 2 つの
パラメータを設定する必要があります。profiler_configそしてrules。

Note
デフォルトでは、 SageMaker デバッガーモニターとデバッグ SageMaker でデバッガー固有のパ
ラメータを設定しないトレーニングジョブ SageMaker 見積り。 SageMaker デバッガーは 500 ミ
リ秒ごとにシステムメトリクスを収集し、500 ステップごとに基本的な出力テンソル (損失や精度
などのスカラー出力) を収集します。また、ProfilerReport ルールを実行して、システムメト
リクスを分析し、Studio デバッガーインサイトダッシュボードとプロファイリングレポートに集
約します。デバッガーは、セキュアな S3 バケットに出力データを保存します。

Important
新しいものを使用するには SageMaker デバッガー機能、アップグレードする必要があります
SageMaker SDK とSMDebugクライアントライブラリ。iPython カーネル、Jupyterノートブッ
ク、または JupyterLab 環境で、次のコードを実行して最新バージョンのライブラリをインストー
ルし、カーネルを再起動します。
import sys
import IPython
!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

Aを構築します SageMaker 見器とデバッガー
次のコード例は、a の構築方法を示しています。 SageMaker 選択したフレームワークに応じて、デバッ
ガー固有のパラメータを使って推定器を指定します。次に続く一連のトピックのドキュメントで、デバッ
ガー固有のパラメータを自由に組み合わせて適応させる方法について詳細に説明しています。

Note
次のサンプルコードは、直接実行できません。次のセクションに進み、デバッガー固有のパラ
メータを設定する必要があります。
PyTorch
のディーププロファイリング機能にアクセスするには PyTorch現在、最新のもののみ指定する必要が
ありますAWSCUDA 11 以降でのコンテナイメージの深層学習
# An example of constructing a SageMaker PyTorch estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs
session=boto3.session.Session()
region=session.region_name
profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
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estimator=PyTorch(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-profiling-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.12.0",
py_version="py37",

)

# SageMaker Debugger parameters
profiler_config=profiler_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

TensorFlow
のディーププロファイリング機能にアクセスするには TensorFlow現在、最新のもののみ指定する必要
がありますAWSCUDA 11 以降でのコンテナイメージの深層学習
# An example of constructing a SageMaker TensorFlow estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs
session=boto3.session.Session()
region=session.region_name
profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
estimator=TensorFlow(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-profiling-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="2.8.0",
py_version="py37",

)

# SageMaker Debugger parameters
profiler_config=profiler_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

MXNet
# An example of constructing a SageMaker MXNet estimator
import sagemaker
from sagemaker.mxnet import MXNet
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs
profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
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estimator=MXNet(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-profiling-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.7.0",
py_version="py37",
# SageMaker Debugger parameters
profiler_config=profiler_config,
rules=rules

)

estimator.fit(wait=False)

Note
MXNet の場合、profiler_config パラメータを設定するときは、システムモニタリング用
にのみ設定できます。MXNet では、フレームワークメトリクスのプロファイリングはサポー
トされていません。
XGBoost
# An example of constructing a SageMaker XGBoost estimator
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs
profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
estimator=XGBoost(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-profiling-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.5-1",

)

# Debugger-specific parameters
profiler_config=profiler_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

Note
XGBoost の場合、profiler_config パラメータを設定するときは、システムモニタリング
用にのみ設定できます。XGBoost では、フレームワークメトリクスのプロファイリングはサ
ポートされていません。
Generic estimator
# An example of constructing a SageMaker generic estimator using the XGBoost algorithm
base image
import boto3
import sagemaker
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from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, DebuggerHookConfig, Rule, ProfilerRule,
rule_configs
profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
region=boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.5-1")
estimator=Estimator(
role=sagemaker.get_execution_role()
image_uri=xgboost_container,
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.m5.2xlarge",

)

# Debugger-specific parameters
profiler_config=profiler_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

ここでは、次のパラメータを設定します。
• profiler_config パラメータ - トレーニングジョブからシステムメトリクスとフレームワークメトリ
クスを収集し、セキュアな S3 バケット URI またはローカルマシンに保存するようにデバッガーを設定
します。profiler_config パラメータの設定方法については、「ハードウェアシステムリソース使用
率をモニタリングするデバッガーを設定する (p. 2172)」および「デバッガーフレームワークプロファイ
リングを設定する (p. 2172)」を参照してください。
• rules パラメータ - 並列で実行するデバッガーの組み込みルールを有効にするには、このパラメー
タを設定します。ルールは、トレーニングジョブを自動的に分析し、トレーニングの問題を検出しま
す。- ProfilerReport ルールは、デバッガープロファイレポートをセキュアな S3 バケットに保存しま
す。rules パラメータの設定方法については、「デバッガーの組み込みルールを設定する (p. 2149)」
を参照してください。

Note
デバッガーは、デフォルトの S3 バケットのサブフォルダに出力データを安全に保存しま
す。例えば、デフォルトの S3 バケット URI の形式は、s3://sagemaker-<region><12digit_account_id>/<base-job-name>/<debugger-subfolders>/ です。デバッガー
によって作成されるサブフォルダは、debug-output、profiler-output、rule-output の
3 つです。を使用してデフォルトの S3 バケット URI を取得することもできますSageMaker 推定
器メソッド (p. 2155)。
デバッガー固有パラメータの詳細な設定方法については、次のトピックを参照してください。
トピック
• ハードウェアシステムリソース使用率をモニタリングするデバッガーを設定する (p. 2172)
• デバッガーフレームワークプロファイリングを設定する (p. 2172)
• トレーニングジョブ実行中にデバッガーシステムのモニタリングとフレームワークプロファイリング
の設定を更新する (p. 2176)
• デバッガーをオフにする (p. 2176)
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ハードウェアシステムリソース使用率をモニタリングするデバッガーを設定する
Debugger システムの監視時間間隔を調整するには、ProfilerConfigパラメータオブジェクトの作成中
にパラメータオブジェクトを作成する API オペレーション SageMaker 好みに応じてフレームワークまた
はジェネリックエスティメーター。

Note
デフォルトでは、すべて SageMaker トレーニングジョブでは、デバッガー固有のパラメータを指
定せずに Amazon EC2 インスタンスから 500 ミリ秒ごとにハードウェアシステム使用率データを
収集し、システムモニタリングを行います SageMaker 見積り。
デバッガーは、システムメトリクスをデフォルトの S3 バケットに保存します。デフォルト
の S3 バケット URI の形式は、s3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/
<training-job-name>/profiler-output/ です。
次のサンプルコードは、システムのモニタリング時間間隔を 1000 ミリ秒として profiler_config パラ
メータを設定する方法を示しています。
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig
profiler_config=ProfilerConfig(
system_monitor_interval_millis=1000
)

• system_monitor_interval_millis (int) – システムメトリクスを記録するためのモニタリング間隔
をミリ秒単位で指定します。使用できる値は、100、200、500、1000 (1 秒)、5000 (5 秒)、60000 (1 分)
ミリ秒です。デフォルト値は 500 ミリ秒です。
システムモニタリングの進行状況を確認するには、「Amazon SageMaker デバッガーインサイトのダッ
シュボードを開きます。 (p. 2180)」を参照してください。

デバッガーフレームワークプロファイリングを設定する
デバッガーフレームワークプロファイリングを有効にするには、推定器を構築するときに
framework_profile_params パラメータを設定します。デバッガーフレームワークプロファイリング
は、初期化段階のデータ、データローダープロセス、深層学習フレームワークとトレーニングスクリプト
の Python 演算子、ステップ内およびステップ間の詳細なプロファイリングなどのフレームワークメトリ
クスを、cProfile または Pyinstrument オプションを使って収集します。FrameworkProfile クラスを使
用すると、カスタムフレームワークのプロファイリングオプションを設定できます。

Note
デバッガーフレームワークのプロファイリングを始める前に、モデルの構築に使用されるフレー
ムワークがフレームワークプロファイリングのためにデバッガーでサポートされていることを確
認してください。詳細については、「サポート対象のアルゴリズムとフレームワーク (p. 2120)」
を参照してください。
デバッガーは、フレームワークメトリクスをデフォルトの S3 バケットに保存します。デフォル
トの S3 バケット URI の形式は、s3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/
<training-job-name>/profiler-output/ です。

デフォルトのシステムモニタリングとフレームワークプロファイリングを使ってトレーニング
ジョブを開始する
次のサンプルコードは、デフォルトのシステムモニタリングとデフォルトのフレームワークプロファイ
リングを開始するための最も簡単な profiler_config パラメータ設定です。次のサンプルコードの
FrameworkProfile クラスは、トレーニングジョブの開始時にデフォルトのフレームワークプロファイ
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リングを開始します。デバッガーフレームワークプロファイリングには、詳細なプロファイリング、デー
タローダープロファイリング、 Python プロファイリングのオプションがあります。
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
framework_profile_params=FrameworkProfile()
)

この profiler_config パラメータ設定を使用して、デバッガーはモニタリングとプロファイリングのデ
フォルト設定を呼び出します。デバッガーは 500 ミリ秒ごとにシステムメトリクスをモニタリングし、5
番目のステップを詳細なプロファイリングオプションで、7 番目のステップをデータローダープロファイ
リングオプションで、9、10、11 番目のステップを Python プロファイリングオプションでプロファイリ
ングします。
使用可能なプロファイリング設定オプション、デフォルトのパラメータ設定、それらの設定方法の例につ
いては、「」を参照してください。デフォルトのシステムモニタリングとさまざまなプロファイリング
オプションでカスタマイズされたフレームワークプロファイリングを使ってトレーニングジョブを開始す
る (p. 2174)そしてSageMaker デバッガー API- FrameworkProfile()アマゾン SageMaker SDK。
システムモニタリング間隔を変更し、デフォルトのフレームワークプロファイリングを有効にするに
は、framework_profile_params パラメータを使用して system_monitor_interval_millis パラ
メータを明示的に指定できます。例えば、1000 ミリ秒ごとにモニタリングし、デフォルトのフレームワー
クプロファイリングを有効にするには、次のサンプルコードを使用します。
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
system_monitor_interval_millis=1000,
framework_profile_params=FrameworkProfile()
)

の詳細についてはFrameworkProfileクラス、見てSageMaker デバッガー API- FrameworkProfile()アマ
ゾン SageMaker SDK。

デフォルトのシステムモニタリングとターゲットステップまたはターゲット時間範囲に対するカ
スタマイズされたフレームワークプロファイリングを使ってトレーニングジョブを開始する
トレーニングジョブをプロファイリングするためにターゲットステップまたはターゲット時間間隔を指定
する場合は、FrameworkProfile クラスのパラメータを指定する必要があります。次のコード例は、シ
ステムモニタリングと共にプロファイリングのターゲット範囲を指定する方法を示しています。
• ターゲットステップ範囲の場合
次の設定例では、デバッガーはトレーニングジョブ全体を 500 ミリ秒ごとにモニタリングし (デフォル
トのモニタリング)、ステップ 5 からステップ 15 まで (10 ステップ分) のターゲットステップ範囲をプ
ロファイリングします。
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
framework_profile_params=FrameworkProfile(start_step=5, num_steps=10)
)

次の設定例では、デバッガーはトレーニングジョブ全体を 1000 ミリ秒ごとにモニタリングし、ステッ
プ 5 からステップ 15 まで (10 ステップ分) のターゲットステップ範囲をプロファイリングします。
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
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profiler_config=ProfilerConfig(
system_monitor_interval_millis=1000,
framework_profile_params=FrameworkProfile(start_step=5, num_steps=10)
)

• ターゲット時間範囲の場合
次の設定例では、デバッガーはトレーニングジョブ全体を 500 ミリ秒ごとにモニタリングし (デフォル
トのモニタリング)、現在の Unix 時間から 600 秒間のターゲット時間範囲をプロファイリングします。
import time
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
framework_profile_params=FrameworkProfile(start_unix_time=int(time.time()),
duration=600)
)

次の設定例では、デバッガーはトレーニングジョブ全体を 1000 ミリ秒ごとにモニタリングし、現在の
Unix 時間から 600 秒間のターゲット時間範囲をプロファイリングします。
import time
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
system_monitor_interval_millis=1000,
framework_profile_params=FrameworkProfile(start_unix_time=int(time.time()),
duration=600)
)

フレームワークプロファイリングは、ターゲットステップまたは時間範囲のすべてのプロファイリング
オプションに対して実行されます。
使用可能なプロファイリングオプションの詳細については、を参照してください。SageMaker デバッ
ガー API- FrameworkProfile()アマゾン SageMaker SDK。
次のセクションでは、使用可能なプロファイリングオプションをスクリプト化する方法を示します。

デフォルトのシステムモニタリングとさまざまなプロファイリングオプションでカスタマイズさ
れたフレームワークプロファイリングを使ってトレーニングジョブを開始する
次のプロファイリング設定クラスを使って、フレームワークのプロファイリングオプションを管理できま
す。
• DetailedProfilingConfig-ネイティブフレームワークプロファイリングするターゲットステップまたは
時間範囲を指定します。(TensorFlow プロファイラーと PyTorch プロファイリングー)。たとえば、
TensorFlow、デバッガーフックは TensorFlow 収集するプロファイラー TensorFlow-特定のフレーム
ワーク指標。詳細なプロファイリングによって、トレーニングジョブのステップの前 (最初のステップ
の前)、ステップ内、ステップ間で、すべてのフレームワーク演算子をプロファイリングできます。

Note
詳細なプロファイリングにより、GPU メモリ消費量が大幅に増加する場合があります。詳細な
プロファイリングを数ステップ以上で有効にすることはお勧めしません。
• DataloaderProfilingConfig-深層学習フレームワークのデータローダープロセスをプロファイ化するター
ゲットステップまたは時間範囲を指定します。デバッガーは、フレームワークのすべてのデータロー
ダーイベントを収集します。
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Note
データローダープロファイリングは、データローダーから情報を収集する間、トレーニングパ
フォーマンスを低下させる場合があります。データローダープロファイリングを数ステップ以
上で有効にすることはお勧めしません。
デバッガーは、AWS Deep Learning Containers に対してのみ、データローダープロセスに注釈
を付けるように事前設定されています。デバッガーは、他のカスタムまたは外部トレーニング
コンテナからのデータローダープロセスをプロファイリングできません。
• PythonProfilingConfig-Python 関数をプロファイするターゲットステップまたは時間範囲を指定します。
また、cProfile と Pyinstrument という 2 つの Python プロファイラーから選択することもできます。
• cProfile - 標準の Python プロファイラー。cProfile は、トレーニング中に呼び出されたすべての
Python 演算子の情報を収集します。cProfile を使うと、デバッガーは各関数呼び出しに対する累積の
時間とアノテーションを節約して、Python 関数に関する完全な詳細情報を提供できます。例えば、
深層学習では、最も頻繁に呼び出される関数は、畳み込みフィルターとバックワードパス演算子と考
えられますが、cProfile はそれらすべてをプロファイリングします。cProfile オプションでは、合計
時間、CPU 時間、オフ CPU 時間といったタイマーオプションをさらに選択できます。プロセッサ
(CPU と GPU の両方) で実行されるすべての関数呼び出しを CPU 時間内にプロファイリングできま
すが、オフ CPU 時間オプションを使って I/O またはネットワークのボトルネックを特定することもで
きます。デフォルトは合計時間で、デバッガーは CPU 時間とオフ CPU 時間の両方をプロファイリン
グします。cProfile を使うと、プロファイルデータを分析するときに、すべての関数にドリルダウンで
きます。
• Pyinstrument - Pyinstrument は、サンプリングに基づいて動作するオーバーヘッドの低い Python プ
ロファイラーです。Pyinstrument オプションを使うと、デバッガーはプロファイリングイベントを
ミリ秒ごとにサンプリングします。Pyinstrument は CPU 時間ではなく実際の経過時間を測定するた
め、プロファイリングノイズを減らし (累積的に速くなる無関係な関数呼び出しを除外し)、モデルを
トレーニングするために実際にコンピューティング集約型である (累積的に遅くなる) 演算子をキャプ
チャするには、cProfile オプションよりも Pyinstrument オプションが適しています。Pyinstrument を
使うと、関数呼び出しのツリーが見え、速度低下の構造と根本原因をよりよく理解できます。

Note
Python プロファイリングを有効にすると、全体的なトレーニング時間が遅くなる場合がありま
す。cProfile は、呼び出しのたびに最も頻繁に呼び出される Python 演算子をプロファイリング
するため、呼び出し数に対してプロファイリングの処理時間が増加します。Pyinstrument の場
合、サンプリングメカニズムにより、時間に対して累積プロファイリング時間が増えます。
次の設定例では、指定した値でさまざまなプロファイリングオプションを使用した場合の完全な構造を示
しています。
import time
from sagemaker.debugger import (ProfilerConfig,
FrameworkProfile,
DetailedProfilingConfig,
DataloaderProfilingConfig,
PythonProfilingConfig,
PythonProfiler, cProfileTimer)
profiler_config=ProfilerConfig(
system_monitor_interval_millis=500,
framework_profile_params=FrameworkProfile(
detailed_profiling_config=DetailedProfilingConfig(
start_step=5,
num_steps=1
),
dataloader_profiling_config=DataloaderProfilingConfig(
start_step=7,
num_steps=1
),
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)

)

python_profiling_config=PythonProfilingConfig(
start_step=9,
num_steps=1,
python_profiler=PythonProfiler.CPROFILE,
cprofile_timer=cProfileTimer.TOTAL_TIME
)

使用可能なプロファイリングオプションの詳細については、「」を参照してくださ
い。DetailedProfilingConfig,DataloaderProfilingConfig、およびPythonProfilingConfig()アマゾン SageMaker
SDK。

トレーニングジョブ実行中にデバッガーシステムのモニタリングとフレームワー
クプロファイリングの設定を更新する
現在実行中のトレーニングジョブのデバッガーモニタリングとプロファイ設定を有効または更新する場合
は、以下を使用します。 SageMaker 推定器拡張メソッド:
• 実行中のトレーニングジョブに対してデバッガーシステムモニタリングを有効にし、デバッガープロ
ファイリングレポートを受け取るには、次を使用します。
estimator.enable_default_profiling()

enable_default_profiling メソッドを使用すると、デバッガーはデフォルトのシステムモニタリ
ングと ProfileReport 組み込みルールを開始し、それによりトレーニングジョブの最後に包括的なプ
ロファイリングレポートが生成されます。このメソッドは、現在のトレーニングジョブが、デバッガー
のモニタリングとプロファイリングの両方なしに、実行されている場合にのみ呼び出すことができま
す。
詳細については、次を参照してください。estimator.enable_default_profiling()アマゾン SageMaker
SDK。
• カスタマイズ可能な設定パラメータを使ってデバッガーの組み込みルール、システムモニタリング、フ
レームワークプロファイリングを有効にするには、以下を使用します。
estimator.update_profiler(
rules=[ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())],
system_monitor_interval_millis=500,
framework_profile_params=FrameworkProfile()
)

詳細については、次を参照してください。estimator.update_profiler()アマゾン SageMaker SDK。

デバッガーをオフにする
デバッガーを完全にオフにするには、次のいずれかの操作を行います。
• トレーニングジョブを始める前に、以下を実行します。
プロファイリングをオフにするには、disable_profilerパラメータを推定器に入力し、次のように設
定しますTrue。

Warning
無効にすると、包括的な Studio デバッガーインサイトダッシュボードと自動生成されたプロ
ファイリングレポートを表示できなくなります。
デバッグをオフにするには、debugger_hook_configパラメータにFalse。
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Warning
無効にすると、出力テンソルの収集ができなくなり、モデルパラメータをデバッグできなくな
ります。
estimator=Estimator(
...
disable_profiler=True
debugger_hook_config=False
)

デバッガー固有のパラメータの詳細については、「」を参照してください。SageMaker 見積り()アマゾ
ン SageMaker SDK。
• トレーニングジョブの実行中に、以下を実行します。
トレーニングジョブの実行中にモニタリングとプロファイリングの両方を無効にするには、次の推定器
クラスメソッドを使用します。
estimator.disable_profiling()

フレームワークプロファイリングのみを無効にし、システムモニタリングを維持するに
は、update_profiler メソッドを使用します。
estimator.update_profiler(disable_framework_metrics=true)

推定器クラスメソッドの詳細については、estimator.disable_profilingそしてestimator.update_profilerのク
ラスメソッドアマゾン SageMaker SDKドキュメント内) を参照してください。

Amazon が管理する組み込みプロファイラールールの設定
SageMaker デバッガー
アマゾン SageMaker デバッガーの組み込みルールは、モデルのトレーニング中に収集されたシステムメ
トリックスとフレームワーク操作を分析します。デバッガーの提供はProfilerRuleトレーニングジョブ
の進行状況を監視し、異常を検出するルールを設定するのに役立つ API オペレーション。例えば、ルール
によって、勾配が大きすぎたり小さすぎたりしていないか、モデルがオーバーフィットまたはオーバート
レーニングになっていないか、トレーニングジョブが損失関数を減少させず改善していないかを検出でき
ます。使用可能な組み込みルールの完全なリストを表示するには、「デバッガーの組み込みルールのリス
ト (p. 2230)」を参照してください。

Note
組み込みルールは Amazon に用意されている SageMaker コンテナを処理し、完全に管理されて
いる SageMaker デバッガー。デフォルトでは、デバッガーはProfilerReport (p. 2232)ルールー
ルール SageMaker デバッガー固有のルールパラメータを指定せずにジョブをトレーニングする
SageMaker 推定者。- ProfilerReport ルールは、システムのボトルネックをモニタリングし、フ
レームワークメトリクスをプロファイリングするために、次の組み込みルールをすべて呼び出し
ます。
• BatchSize (p. 2233)
• CPUBottleneck (p. 2235)
• GPUMemoryIncrease (p. 2236)
• IOBottleneck (p. 2237)
• LoadBalancing (p. 2238)
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• LowGPUUtilization (p. 2239)
• OverallSystemUsage (p. 2240)
• MaxInitializationTime (p. 2241)
• OverallFrameworkMetrics (p. 2241)
• StepOutlier (p. 2242)
デバッガーは、プロファイリングレポートをデフォルトの S3 バケットに保存します。デフォル
トの S3 バケット URI の形式は、s3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/
<training-job-name>/rule-output/ です。プロファイリングレポートのダウンロード方法
の詳細については、「SageMaker デバッガープロファイリングレポート (p. 2197)」を参照して
ください。 SageMaker デバッガーは、組み込みルールを完全に管理し、トレーニングジョブを
parallel で分析します。請求の詳細については、「」を参照してください。アマゾン SageMaker
スタジオは追加料金なしでご利用いただけますのセクションアマゾン SageMaker 料金ページ。
次のトピックでは、デバッガーの組み込みルールの使用方法を学習します。
トピック
• デバッガーの組み込みルールをデフォルトのパラメータ設定で使用する (p. 2178)
• デバッガーの組み込みルールをカスタムパラメータ値で使用する (p. 2179)

デバッガーの組み込みルールをデフォルトのパラメータ設定で使用する
デバッガーの組み込みルールを推定器の中で指定するには、rules リストオブジェクトを設定する必要が
あります。次のサンプルコードは、デバッガーの組み込みルールをリストする基本構造を示しています。
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_1()),
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_2()),
...
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_n()),
... # You can also append more debugging rules in the Rule.sagemaker(rule_configs.*())
format.
]

デフォルトパラメータ値と組み込みルールの説明の詳細については、「デバッガーの組み込みルールのリ
スト (p. 2230)」を参照してください。
たとえば、モデルの全体的なトレーニングパフォーマンスと進行状況を検査するには、 SageMaker 以下
の組み込みルール構成による推定器。
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.ProfilerReport())
]

トレーニングジョブを開始すると、デバッガーはデフォルトで 500 ミリ秒ごとにシステム
リソース使用率データを収集し、500 ステップごとに損失と精度の値を収集します。デバッ
ガーは、リソース使用率を分析して、モデルにボトルネックの問題があるかどうかを特定しま
す。loss_not_decreasing、overfit、overtraining、stalled_training_rule は、モデルが
これらのトレーニングの問題を伴わずに損失関数を最適化しているかどうかをモニタリングします。ルー
ルがトレーニングの異常を検出すると、ルールの評価ステータスが IssueFound に変わります。Amazon
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を使用して、トレーニングの問題の通知やトレーニングジョブの停止などの自動アクションを設定できま
す。 CloudWatch イベントとAWS Lambda。詳細については、「Amazon SageMaker デバッガールールの
アクション (p. 2156)」を参照してください。

デバッガーの組み込みルールをカスタムパラメータ値で使用する
組み込みルールのパラメータ値を調整し、テンソルコレクションの正規表現をカスタマイズする場
合は、ProfilerRule.sagemaker および Rule.sagemaker クラスメソッドの base_config
および rule_parameters パラメータを設定します。Rule.sagemaker クラスメソッドの場
合、collections_to_save パラメータを使用してテンソルコレクションをカスタマイズすることもで
きます。CollectionConfig クラスの使用方法については、「を使って Tensor コレクションを設定す
るCollectionConfigAPI (p. 2143)」を参照してください 。
パラメータ値をカスタマイズするには、組み込みルールに次の設定テンプレートを使用します。好きなよ
うにルールパラメータを変更することで、トリガーされるルールの感度を調整できます。
• base_config 引数は、組み込みルールメソッドを呼び出す場所です。
• rule_parameters 引数は、デバッガーの組み込みルールのリスト (p. 2230) にリストされている組み
込みルールのデフォルトのキーバリューを調整するためのものです。
デバッガールールクラス、メソッド、パラメータの詳細については、「」を参照してくださ
い。SageMakerデバッガールールクラス()アマゾン SageMaker SDK。
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs, CollectionConfig
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(
base_config=rule_configs.BuiltInProfilerRuleName(),
rule_parameters={
"key": "value"
}
)
]

各ルールのパラメータの説明と値のカスタマイズ例については、「デバッガーの組み込みルールのリス
ト (p. 2230)」を参照してください。
デバッガーの組み込みルールを低レベル JSON 設定するには、CreateTrainingJobAPI、を参照してく
ださいAmazon を使ってデバッガーを設定する SageMaker API (p. 2281)。

Amazon SageMaker Studio のAmazon SageMaker デバッガー
Amazon SageMaker Studio の Amazon SageMaker デバッガダッシュボードを使用して、Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでトレーニングジョブを実行しているときに、モデルのパ
フォーマンスとシステムのボトルネックを分析します。デバッガーダッシュボードを使って、トレーニ
ングジョブに関するインサイトを得て、モデルトレーニングのパフォーマンスと精度を向上させます。デ
フォルトでは、Debugger は 500 ミリ秒ごとにシステムメトリック (CPU、GPU、CPU および GPU メモ
リ、ネットワーク、データ I/O) を監視し、トレーニングジョブの 500 回の反復ごとに基本的な出力テン
ソル (損失と精度) を監視します。また、Studio UI または Amazon SageMaker Python SDK を使って、デ
バッガー設定パラメータ値をさらにカスタマイズし、保存間隔を調整することもできます。

Important
既存の Studio アプリを使用している場合は、再起動して新しい機能を使用します。Studio 環境を
再起動して更新する方法については、「Amazon SageMaker Studio を更新する」を参照してくだ
さい。
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トピック
• Amazon SageMaker デバッガーインサイトのダッシュボードを開きます。 (p. 2180)
• Amazon SageMaker デバッガーインサイトダッシュボードコントローラー (p. 2181)
• Amazon SageMaker デバッガーインサイトダッシュボード (p. 2186)
• Amazon SageMaker デバッガーインサイトインスタンスをシャットダウンする (p. 2193)
• スタジオ実験でAmazon SageMaker デバッガ (p. 2194)

Amazon SageMaker デバッガーインサイトのダッシュボードを開きます。
Studio で Debugger Insights ダッシュボードを開き、プロファイリングの進行状況、リソース使用率の結
果、Amazon EC2 インスタンスで実行されているトレーニングジョブのシステムボトルネックを確認しま
す。

Note
Studio デバッガーインサイトダッシュボードは、ml.m5.4xlargeインスタンスを使用して、
ビジュアライゼーションを処理してレンダリングします。各デバッガーのインサイトタブは、1
つの Studio カーネルセッションを実行します。複数の Debugger Insights タブに対する複数の
カーネルセッションが 1 つのインスタンスで実行されます。[Debugger insights] (デバッガーイ
ンサイト) タブを閉じると、対応するカーネルセッションも閉じられます。Studio アプリはアク
ティブなままで、ml.m5.4xlargeインスタンスの使用状況。料金の詳細については、「Amazon
SageMaker の料金」ページを参照してください。

Important
デバッガーインサイトダッシュボードの使用が終了したら、料金が発生しないように
ml.m5.4xlarge インスタンスをシャットダウンする必要があります。インスタンスをシャット
ダウンする方法については、「Amazon SageMaker デバッガーインサイトインスタンスをシャッ
トダウンする (p. 2193)」を参照してください。
デバッガーインサイトダッシュボードを開くには
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1.

[SageMaker コンポーネントとレジストリアイコン (

).

2.

ドロップダウンリストを開き、実験とトライアル。

3.

トレーニングジョブ名を探します。SageMaker 実験トライアルコンポーネントをトレーニングジョブ
に与えていない場合、ジョブは [Unassigned trial components] (未割り当てのトライアルコンポーネン
ト) リストに収集されます。

4.

右クリック (または同等の UI 操作) で、トレーニングジョブトライアルコンポーネントのコンテキス
トメニューを開きます。Studio のデバッガ機能にアクセスするには、次の 2 つのメニュー項目があり
ます。インサイトのデバッガーを開くそしてトライアルの詳細で開く。

5.

[Open Debugger for insights] (インサイトのためにデバッガーを開く) を選択します。これによ
り、[Debug [your-training-job-name]] (デバッグ [あなたのトレーニングジョブ名]) タブが開きます。
このタブで、Debugger は Amazon EC2 インスタンスでのモデルトレーニングパフォーマンスの概要
を示し、システムのボトルネックの問題を特定します。FILEモニタリングシステムリソースの使用率
を、有効化することもできますプロファイリングフォワードパスとバックワードパスおよびデータの
ロード中に実行されるニューラルネットワーク操作のデータで構成されるフレームワークメトリクス
をキャプチャします。デバッガーインサイトダッシュボードコントローラーを使ってプロファイリン
グ有効にする方法の詳細については、「詳細なインサイトのためにデバッガープロファイリングを有
効にして設定する (p. 2182)」を参照してください。

デバッガーは、システムリソース使用率メトリクスとフレームワークメトリクスを関連付けて、システム
のボトルネックの根本原因となり得るリソース集約型の演算子を特定するのに役立ちます。まとめられた
デバッガープロファイリングレポートをダウンロードすることもできます。詳細については、「Amazon
SageMaker デバッガーインサイトダッシュボードコントローラー (p. 2181)」を参照してください。

Amazon SageMaker デバッガーインサイトダッシュボードコントローラー
デバッガコントローラには、監視およびプロファイリング用のさまざまなコンポーネントがあります。こ
のガイドでは、デバッガーコントローラーコンポーネントについて説明します。

Note
Studio デバッガーのインサイトダッシュボードは、Studio アプリをml.m5.4xlargeインスタ
ンスを使用して、ビジュアライゼーションを処理してレンダリングします。各デバッガーのイン
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サイトタブは、1 つの Studio カーネルセッションを実行します。複数の Debugger Insights タブ
に対する複数のカーネルセッションが 1 つのインスタンスで実行されます。[Debugger insights]
(デバッガーインサイト) タブを閉じると、対応するカーネルセッションも閉じられます。Studio
アプリはアクティブなままで、ml.m5.4xlargeインスタンスの使用状況。料金の詳細について
は、「Amazon SageMaker の料金」ページを参照してください。

Important
デバッガーインサイトダッシュボードの使用が終わったら、ml.m5.4xlargeインスタンスを使
用して料金が発生しないようにします。インスタンスをシャットダウンする方法については、
「Amazon SageMaker デバッガーインサイトインスタンスをシャットダウンする (p. 2193)」を
参照してください。

SageMaker デバッガーインサイトコントローラー UI
Insights ダッシュボードの左上隅にある Debugger コントローラーを使用して、ダッシュボードのリフ
レッシュ、システム・メトリクスおよびプロファイリング・フレームワーク・メトリクスの監視に関する
デバッガー設定を構成または更新し、トレーニング・ジョブを停止し、デバッガー・プロファイリング・
レポートをダウンロードできます。

• [Debug [your-training-job-name]] (デバッグ [あなたのトレーニングジョブ名]) ページを手動で更新する場
合は、前のスクリーンショットに示すように、更新ボタン (左上隅の丸い矢印) を選択します。
• どの SageMaker トレーニングジョブについても [Monitoring] (モニタリング) はデフォルトでオンに
なっています。トレーニングジョブをモニタリングすることにより、デバッガーは、システムメトリ
クスのみ収集して、CPU のボトルネックや GPU の低使用率などのリソース使用率の問題を検出しま
す。デバッガーがモニタリングするリソース使用率の問題の完全なリストについては、「ハードウェ
アシステムのリソース使用率 (システムメトリクス)をモニタリングするためのデバッガー組み込みルー
ル (p. 2230)」を参照してください。
• トレーニングジョブの詳細と分析を含む包括的なデバッガープロファイリングレポートをダウンロード
するには、[Download report] (レポートをダウンロード) を選択します。デバッガープロファイリングレ
ポートの詳細については、「SageMaker デバッガープロファイリングレポート (p. 2197)」を参照して
ください。

詳細なインサイトのためにデバッガープロファイリングを有効にして設定する
プロファイリングを有効にすると、デバッガーはフレームワークメトリクスの収集を開始します。フレー
ムワークメトリックは、フォワードパス、バックワードパス、バッチ正規化、データローダープロセス
など、モデルの ML フレームワーク操作から収集されるモデルデータです。デバッガーは、システムパ
フォーマンスのボトルネックをフレームワークオペレーションと関連付け、フレームワークメトリクスを
プロファイリングするためのデバッガー組み込みルール (p. 2231) を実行します。

Note
プロファイリングを有効にすると、デバッガーは各ステップで実行されるすべてのフレームワー
クオペレーションの呼び出し (フォワードパスで入力層を畳み込むためのオペレーション、バッ
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クワードパスで何百万ものニューロンの重みを更新するためのオペレーション、データローダー
プロセスためのオペレーション) を収集します。プロファイリングはモデルのパフォーマンスをよ
り深いレベルで理解するのに役立ちますが、フレームワークメトリックの収集はトレーニング時
間とパフォーマンスに影響を与える可能性があります。プロファイリングを有効にしてモデルを
検査する場合は、一度に 2 ステップまでとすることをお勧めします。Amazon SageMaker Python
SDK を使ってフレームワークプロファイリングのためにデバッガーを設定する方法の詳細につい
ては、「デバッガーフレームワークプロファイリングを設定する (p. 2172)」および「トレーニン
グジョブ実行中にデバッガーシステムのモニタリングとフレームワークプロファイリングの設定
を更新する (p. 2176)」を参照してください。
トレーニングジョブの実行中にプロファイリングを有効にする場合は、次のステップを使ってプロファイ
リングを開始します。
1.

Studio で、オンにするプロファイリングをクリックして、デバッガフレームワークのプロファイリン
グを有効にします。これにより、デバッガーのモニタリングとプロファイリングの設定ページが開き
ます。

2.

-デバッガの監視とプロファイリングを構成する,S3 バケット URIそして監視データを収集するたび
にフィールドは、すでにデフォルト値に設定されています。
ドロップダウンリストを使用して、モニタリング間隔を変更できます。100 ミリ秒、200 ミリ秒、500
ミリ秒 (デフォルト)、1 秒、5 秒、および 1 分の、使用可能なオプションから選択します。
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以下のフィールドに値を指定します。
• S3 バケット URI: ベース S3 バケット URI を指定します。
• 監視データを収集するたびに: システムメトリックを収集する時間間隔を選択します。

Note
短い方の時間間隔を選択すると、モニタリングシステムメトリクスの粒度が増します。こ
れにより、より高い時間分解能でスパイクや異常をキャプチャできます。ただし、処理す
るシステムメトリクスのサイズが比例して大きくなるため、全体的なトレーニングと処理
の時間に影響を与える可能性があります。
3.

[Advanced settings for profiling] (プロファイリングの詳細設定)で、フレームワークメトリクスプロ
ファイリングオプションを設定します。[Start step] (開始ステップ) (または[Start time] (開始時刻))
と[Number of steps to profile] (プロファイルするステップ数) (または[Time duration to profile] (プロ
ファイルする期間)) を指定してプロファイルします。入力フィールドを空白のままにすることもでき
ます。デフォルト値は、現在のステップと 1 ステップの期間を使用するように自動的に構成されま
す。
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• 詳細なプロファイリング: ネイティブフレームワークプロファイラ (TensorFlow プロファイラと
PyTorch プロファイラ) を使用してフレームワークオペレーションをプロファイルするターゲットス
テップまたは時間範囲を指定します。たとえば、TensorFlow を使用している場合、デバッガーフッ
クによって TensorFlow プロファイラが TensorFlow 固有のフレームワークメトリクスを収集できる
ようになります。詳細なプロファイリングによって、トレーニングジョブのステップの前 (最初の
ステップの前)、ステップ内、ステップ間で、すべてのフレームワーク演算子をプロファイリングで
きます。

Note
詳細なプロファイリングにより、GPU メモリ消費が大幅に増加する可能性があります。詳
細なプロファイリングを数ステップ以上有効にすることはお勧めしません。
• Python プロファイリング: Python 関数をプロファイリングするターゲットステップまたは時間範囲
を指定します。また、cProfile と Pyinstrument という 2 つの Python プロファイラーから選択する
こともできます。
• cProfile - 標準の Python プロファイラー。cProfile は、トレーニング中に呼び出されたすべての
Python 演算子を収集します。cProfile を使うと、デバッガーは各関数呼び出しの累積時間と注釈
を保存し、Python 関数の完全な詳細を提供します。例えば、深層学習では、最も頻繁に呼び出
される関数は、畳み込みフィルターとバックワードパス演算子と考えられますが、cProfile はそ
れらすべてをプロファイリングします。cProfile オプションでは、合計時間、CPU 時間、オフ
CPU 時間といったタイマーオプションをさらに選択できます。プロセッサ (CPU と GPU の両
方) で実行されるすべての関数呼び出しを CPU 時間でプロファイリングできますが、オフ CPU
時間オプションを使って I/O またはネットワークのボトルネックを特定することもできます。デ
フォルトは合計時間で、デバッガーは CPU 時間とオフ CPU 時間の両方をプロファイリングしま
す。cProfile を使うと、プロファイルデータを分析するときに、すべての関数にドリルダウンでき
ます。
• Pyinstrument - Pyinstrument は、サンプリングベースで動作するオーバーヘッドの低い Python
プロファイラーです。Pyinstrument オプションを使うと、デバッガーはプロファイリングイベン
トをミリ秒ごとにサンプリングします。Pyinstrument は CPU 時間ではなく実際の経過時間を測
定するため、プロファイリングノイズを減らし (累積的に速くなる無関係な関数呼び出しを除外
し)、モデルをトレーニングするために実際にコンピューティング集約型である (累積的に遅くな
る) 演算子をキャプチャするには、cProfile オプションよりも Pyinstrument オプションが適してい
ます。Pyinstrument を使うと、関数呼び出しのツリーが見え、速度低下の構造と根本原因をより
よく理解できます。

Note
Python プロファイリングを有効にすると、全体的なトレーニング時間が遅くなる可能性が
あります。cProfile の場合、呼び出しのたびに最も頻繁に呼び出される Python 演算子をプ
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ロファイリングするため、呼び出し数に対してプロファイリングの処理時間が長くなりま
す。Pyinstrument の場合、サンプリングメカニズムにより、時間に対して累積プロファイ
リング時間が増えます。
• データローダーのプロファイリング: ターゲットステップまたは時間範囲を指定して、ディープラー
ニングフレームワークのデータローダープロセスをプロファイリングします。デバッガーは、フ
レームワークのすべてのデータローダーイベントを収集します。

Note
データローダープロファイリングは、データローダーから情報を収集する際にトレーニン
グパフォーマンスを低下させる可能性があります。データローダープロファイリングを数
ステップ以上有効にすることはお勧めしません。
デバッガーは、AWS Deep Learning Containers に対してのみ、データローダープロセスに
注釈を付けるように事前設定されています。デバッガーは、他のカスタムまたは外部コン
テナのデータローダープロセスをプロファイリングできません。
4.

[Confirm] (確認) を選択して、プロファイリング設定を完了します。設定が正常に更新されると、デ
バッガの設定が正常に更新されました次のイメージに示すように、確認メッセージ。

Amazon SageMaker デバッガーインサイトダッシュボード
SageMaker トレーニングジョブを開始すると、デバッガーは Amazon EC2 インスタンスのハードウェ
アシステムリソース使用率のモニタリングをデフォルトで開始します。Insights ダッシュボードを使用し
て、システム使用率、統計の概要、ボトルネック検出ステータスを追跡できます。このガイドでは、次の
タブにある Debugger Insights ダッシュボードの内容について説明します。概要,ノード, およびモデルイン
サイト。

Note
Studio デバッガーのインサイトダッシュボードは、Studio アプリをml.m5.4xlargeインスタ
ンスを使用して、ビジュアライゼーションを処理してレンダリングします。各デバッガーのイン
サイトタブは、1 つの Studio カーネルセッションを実行します。複数の Debugger Insights タブ
に対する複数のカーネルセッションが 1 つのインスタンスで実行されます。[Debugger insights]
(デバッガーインサイト) タブを閉じると、対応するカーネルセッションも閉じられます。Studio
アプリはアクティブなままで、ml.m5.4xlargeインスタンスの使用状況。料金の詳細について
は、「Amazon SageMaker の料金」ページを参照してください。

Important
デバッガーインサイトダッシュボードの使用が終わったら、ml.m5.4xlargeインスタンスを使
用して料金が発生しないようにします。インスタンスをシャットダウンする方法については、
「Amazon SageMaker デバッガーインサイトインスタンスをシャットダウンする (p. 2193)」を
参照してください。

Important
レポートでは、プロットと推奨事項は情報提供のために提供され、決定的ではありません。お客
様は、情報を独自に評価する責任があります。
トピック
• デバッガーインサイト - 概要 (p. 2187)
• デバッガーインサイト - ノード (p. 2189)
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• デバッガーの洞察 — モデルインサイト (p. 2192)

デバッガーインサイト - 概要
[Overview] (概要) タブでは、トレーニングジョブの要約、リソース使用率の要約、リソース集約型オペ
レーション、インサイトを確認できます。

トレーニングジョブの要約
[Training job summary] (トレーニングジョブの要約) セクションは、初期化、トレーニングループ、ファイ
ナライズなど、さまざまなトレーニングフェーズに費やされた全体的なトレーニング時間を示します。円
グラフには、さまざまなトレーニングフェーズで費やされた時間使用割合と絶対時間量が表示されます。
例えば、トレーニングジョブの初期化にかかる時間の概要を把握し、データのダウンロードが原因で初期
化に時間がかかりすぎて、GPU がアイドルになっていないかどうかをチェックできます。

このセクションには、次の機能があります。
• -時間の経過とともにトレーニングの進行状況チャートは、時間の経過に伴うさまざまなトレーニング
フェーズのタイムラインを示しています。スポットトレーニングを使用している場合は、タイムライン
チャートでスポットの中断を確認することもできます。
• [Training job details] (トレーニングジョブの詳細) パネルには、正確なタイムスタンプと使用率のパーセ
ント数値が表示されます。
• 開始時間: トレーニングジョブが開始された正確な時刻。
• 終了時間: トレーニングジョブが終了した正確な時刻。
• Job 期間: からの合計トレーニング時間開始時間に終了時間。
• トレーニングループ開始: 第一エポックの第一歩が始まった正確な時刻。
• トレーニングループエンド: 最後のエポックの最後のステップが終了した正確な時刻。
• トレーニングループ期間: トレーニングループの開始時間とトレーニングループの終了時間の間の合計
時間。
• 初期化: トレーニングスクリプトのコンパイル、Amazon EC2 インスタンスの開始、トレーニング
データのダウンロードなど、トレーニングジョブの初期化に費やされた時間。
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• ファイナライズ: モデルトレーニングの終了、モデルのアーティファクトの更新、Amazon EC2 イン
スタンスの終了など、トレーニングジョブの終了に費やされた時間。
• 初期化 (%): に費やされた時間の割合初期化合計を超えてJob 期間。
• トレーニングループ (%): に費やされた時間の割合トレーニングループ合計を超えてJob 期間。
• ファイナライズ (%): に費やされた時間の割合ファイナライズ合計を超えてJob 期間。

リソース使用率の要約
この要約テーブルは、すべてのワーカー (algo-n) のハードウェアシステムリソース使用率の統計を示して
います 。システムメトリックには、合計 CPU 使用率、合計 GPU 使用率、合計 CPU メモリ使用率、合計
GPU メモリ使用率、I/O 待機時間の合計、ネットワーク合計 (バイト単位) が含まれます。表には、最小値
と最大値、 p99、p90、p50 のパーセンタイルが表示されます。

リソース集約型オペレーション
-リソース集約型のオペレーションセクションには、コンピューティング集約型であったトレーニングジョ
ブ操作を示す、より詳細なプロファイリング結果が表示されます。次の例では、畳み込みニューラルネッ
トワークのバックワードパス演算子が GPU で最もリソース集約型だったことを示しています。

インサイト
[Insights] (インサイト) ペインでは、デバッガーの組み込みルールによって検出されたトレーニングの問
題を確認できます。リスト内の各エントリを展開して、有用なインサイト、提案、ルールの説明、および
ルールを開始するための基準を見つけることができます。
デバッガーの組み込みルールの詳細については、「デバッガーの組み込みルールのリスト (p. 2230)」を参
照してください。
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デバッガーインサイト - ノード
リポジトリの []ノードタブでは、Debugger は、トレーニングジョブが実行されている各コンピューティン
グノードを追跡する詳細なグラフを提供します。
CPU 使用率とネットワーク使用率
最初の 2 つのグラフは、時間経過に伴う CPU 使用率とネットワーク使用率を示しています。デフォルト
では、グラフには平均値 (CPU コアの総数に対する CPU 使用率とネットワーク使用率の平均) が表示され
ます。1 つ以上の CPU コアを選択するには、ラベルを選択して単一のチャートでグラフ化し、コア間の使
用率を比較します。タイムライングラフはインタラクティブで、2 つのグラフは同期して表示されます。
ドラッグ＆ズームインとズームアウトして、特定のタイムウィンドウを詳しく見ることができます。
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GPU 使用率と GPU メモリ使用率
次のグラフは、時間経過に伴う GPU 使用率と GPU メモリ使用率を示しています。デフォルトでは、グラ
フには時間経過に伴う平均使用率が表示されます。GPU コアラベルを選択して、各コアの使用率を確認で
きます。GPU コアの総数に対して使用率の平均をとると、ハードウェアシステムリソース全体の平均使用
率がわかります。平均使用率を調べることで、Amazon EC2 インスタンスの全体的なシステムリソースの
使用状況を確認できます。次の図は、8 つの GPU コアを持つ ml.p3.16xlarge インスタンスでのトレーニ
ングジョブの例を示しています。トレーニングジョブが適切に分散され、すべての GPU を十分に活用し
ているかどうかをモニタリングできます。

2190

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
トレーニングジョブのプロファイリング

時間経過に伴うシステム全体の使用率
次のヒートマップは、2 次元プロットに投影された時間経過に伴うシステム全体の使用率を示していま
す。すべてのCPUとGPUコアは縦軸に表示され、使用率は色とともに時間の経過とともに記録されます。
プロットの右側にあるラベル付きカラーバーを参照して、どのカラーレベルがどの使用率に対応している
かを調べます。たとえば、次のヒートマップでは、初期化フェーズが終了した後、日 23:18 頃、トレーニ
ングジョブが ml.p3.16xlarge インスタンスを完全に利用していることがわかります。GPU コアは完全に使
用され、CPU は Python オペレーションの処理に適度に使用されます。CPU ボトルネックの問題がいくつ
か、さまざまな時間に CPU 全体にあったことがわかります。

時間経過に伴うシステムリソース使用率とフレームワークイベントフェーズ
[System metrics over time](時間経過に伴うシステムメトリクス) グラフは、CPU、GPU、データ I/O の全
体的な使用率を示します。[Framework metrics over time](時間経過に伴うフレームワークメトリクス) グラ
フには、フレームワークメトリクスが表示されます。これは、時間経過に伴うシステムメトリクスグラフ
と関連付けることができるフレームワークイベントフェーズです。
システムリソース使用量タイムラインで関心のある時間間隔を選択すると、フレームワークイベント
フェーズがその間隔にスポットを当て、選択した時間間隔に発生したイベントを表示します。各イベント
フェーズブロックでは、トレーニングループに実際に費やされた時間間隔を確認し、トレーニングループ
を後方パスイベントとフォワードパスイベントに分割できます。全体として、実際のトレーニング時間間
隔は、トレーニング時間全体に対してわずかな割合しか占めていないことがわかります。
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トレーニングに費やした時間
次のグラフは、最後のトレーニングループの最後の 30 ステップからのフレームワークメトリクスと、各
ステップで異なるイベントによって費やされた累積時間を示しています。

デバッガーの洞察 — モデルインサイト
リポジトリの []モデルインサイトタブでは、SageMaker XGBoost トレーニングジョブの自動生成されたト
レーニングレポートを参照できます。このレポートは、時間の経過に伴う精度の向上、反復に対する損失
値、クラスの不均衡、モデルのパフォーマンスを評価するためのその他の統計など、XGBoostトレーニン
グジョブに関する洞察を提供します。教師あり学習の種類（二項分類、多分類、回帰）に応じて、モデル
インサイトタブは、デバッガの XGBoost トレーニング HTML レポート。
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Note
この機能は SageMaker XGBoost トレーニングジョブで使用できます。トレーニングジョブ
は、SageMaker XgBoost トレーニングコンテナバージョン 1.2-1 以降。

Note
レポートでは、プロットと推奨事項は情報提供のみを目的として提供され、決定的ではありませ
ん。お客様は、情報を独自に評価する責任があります。
モデルインサイトコンテンツをロードするには、CreateXgboostReport (p. 2243)トレーニングジョブを
開始するときのルール。SageMaker 推定ツールを使用したルールの有効化の詳細については、「」を参
照してください。デバッガー XGBoost レポートルールを使って SageMaker XGBoost 推定器を構築す
る (p. 2208)。
モデルインサイト (Model Insights) タブのコンテンツの詳細については、「」を参照してください。デ
バッガ XgBoost トレーニングレポートのウォークスルー。
HTML レポートをダウンロードするには、「」の手順に従います。デバッガ XGBoost トレーニングレポー
トをダウンロード。
次の GIF イメージは、モデルインサイトSageMaker XGBoost トレーニングジョブ用のタブです。

Amazon SageMaker デバッガーインサイトインスタンスをシャットダウンする
Debugger Insights ダッシュボードを使用していない場合は、追加料金が発生しないように実行しているイ
ンスタンスをシャットダウンします。
Studio でデバッガーインサイトインスタンスをシャットダウンするには
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1.

Studio で、[Running Instances and Kernels] (インスタンスとカーネルを実行) アイコン (
ます。

) を選択し

2. [RUNNING APPS] (実行中のアプリケーション) で、sagemaker-debugger-1.0 アプリケーションを探
します。シャットダウンアイコンを選択します ( ) アプリの横にある。デバッガーインサイトダッ
シュボードは ml.m5.4xlarge インスタンスで実行されます。このインスタンスは、sagemakerdebugger-1.0 アプリケーションをシャットダウンすると、[RUNNING INSTANCES] (実行中のインスタ
ンス) からも消えます。

スタジオ実験でAmazon SageMaker デバッガ
このセクションでは、Studio 実験でのデバッガーの使い方を学習します。実験トライアルリストから任意
のトレーニングジョブを選択すると、精度と損失曲線、組み込みルールステータスのデバッグ、デバッグ
用のデバッガ構成情報など、モデルの出力データグラフを表示できます。

デバッガーと Studio を使ってテンソルを視覚化する
Studio には、デバッガーによってキャプチャされたテンソル出力を解釈するための可視化が用意されてい
ます。

トレーニング中の損失曲線
次のスクリーンショットは、トレーニングの損失曲線の視覚化を示しています。トレーニングは進行中で
す。
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トレーニングジョブの分析: 複数のジョブにわたる損失曲線の比較
Studio では、複数のジョブ間で比較できます (この場合は損失の比較)。これは、最もパフォーマンスの高
いトレーニングジョブを特定するのに役立ちます。

ルールの開始とジョブからのログの表示
異常な条件でルールが開始されると、Studio に失敗したルールのログが表示され、条件の原因を分析でき
ます。
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SageMaker デバッガーインタラクティブレポート
デバッガーによって自動生成されたトレーニングレポートとプロファイリングレポートを受け取ります。
デバッガーレポートは、トレーニングジョブに関するインサイトを提供し、モデルのパフォーマンスを
向上させるための推奨事項を提案します。次のスクリーンショットは、デバッガープロファイリングレ
ポートのコラージュを示しています。詳細については、「SageMaker デバッガープロファイリングレポー
ト (p. 2197)」を参照してください。

Note
デバッガーレポートは、トレーニングジョブの実行中またはジョブの終了後にダウンロードでき
ます。トレーニング中、デバッガーは現在のルールの評価ステータスを反映したレポートを同
時に更新します。完全なデバッガーレポートは、トレーニングジョブが完了した後にのみダウン
ロードできます。

Important
レポートでは、プロットと推奨事項は情報提供のために提供され、決定的ではありません。お客
様は、情報を独自に評価する責任があります。
トピック
• SageMaker デバッガープロファイリングレポート (p. 2197)
• SageMaker デバッガー XGBoost トレーニングレポート (p. 2208)
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SageMaker デバッガープロファイリングレポート
どの SageMaker トレーニングジョブについても、デバッガー ProfilerReport (p. 2232) ルールは、すべて
のモニタリングとプロファイリングのルール (p. 2230)を呼び出し、ルール分析を包括的なレポートに集約
します。このガイドに従って、Amazon SageMaker Python SDK または S3 コンソールを使ってレポート
をダウンロードし、プロファイリング結果から何を解釈できるかを学習します。

Important
レポートでは、プロットと推奨事項は情報提供のために提供され、決定的ではありません。お客
様は、情報を独自に評価する責任があります。
トピック
• デバッガープロファイリングレポートをダウンロードする (p. 2197)
• デバッガープロファイリングレポートのチュートリアル (p. 2200)

デバッガープロファイリングレポートをダウンロードする
トレーニングジョブの実行中またはジョブの終了後に、Amazon SageMaker Python SDK と AWS
Command Line Interface (CLI) を使って、デバッガープロファイリングレポートをダウンロードします。

Tip
SageMaker Studio デバッガーインサイトダッシュボードから、ワンクリックで、追加のス
クリプトなしに、レポートをダウンロードできます。Studio からレポートをダウンロードす
る方法については、「Amazon SageMaker デバッガーインサイトのダッシュボードを開きま
す。 (p. 2180)」を参照してください。
Download using SageMaker Python SDK and AWS CLI
1.

現在のジョブのデフォルトの S3 出力基本 URI をチェックします。
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estimator.output_path

2.

現在のジョブの名前をチェックします。
estimator.latest_training_job.job_name

3.

デバッガープロファイリングレポートは、<default-s3-output-base-uri>/<trainingjob-name>/rule-output に保存されます。ルールの出力パスを次のように設定します。
rule_output_path = estimator.output_path + estimator.latest_training_job.job_name +
"/rule-output"

4.

レポートが生成されているかどうかをチェックするには、--recursive オプションを付けて
aws s3 ls を使い、rule_output_path の下にディレクトリとファイルを再帰的にリストしま
す。
! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive

これにより、ProfilerReport-1234567890 という名前の自動生成されたフォルダにファイル
の完全なリストが返されます。このフォルダ名は、ProfilerReport と、ProfilerReport ルール
が開始されたときの Unix タイムスタンプに基づく一意の 10 桁のタグの組み合わせです。

profiler-report.html は、デバッガーによって自動生成されたプロファイリングレポートで
す。残りのファイルは、JSON に保存されている組み込みルール分析コンポーネントと、それら
をレポートにまとめるための Jupyter ノートブックです。
5.

aws s3 cp を使ってファイルを再帰的にダウンロードします。次のコマンドは、すべてのルー
ル出力ファイルを現在の作業ディレクトリの下にある ProfilerReport-1234567890 フォルダ
に保存します。
! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive

Tip
Jupyter ノートブックサーバーを使っている場合は、!pwd を実行して、現在の作業ディ
レクトリを再チェックしてください。
6.

/ProfilerReport-1234567890/profiler-output ディレクトリで、profilerreport.html を開きます。JupyterLab を使っている場合は、[Trust HTML] (HTML を信頼) を選
択して、自動生成されたデバッガープロファイリングレポートを表示します。

7.

profiler-report.ipynb ファイルを開いて、レポートがどのように生成されているか検証し
ます。Jupyter ノートブックファイルを使って、プロファイリングレポートをカスタマイズして拡
張することもできます。
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Download using Amazon S3 Console
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2.

基本の S3 バケットを検索します。たとえば、ベースジョブ名を指定していない場合、ベース S3
バケット名は次の形式にする必要があります。sagemaker-<region>-111122223333。 ベー
スの S3 バケットをバケットを名前で検索フィールド。

3.

基本の S3 バケットで、[Find objects by prefix] (プレフィックスでオブジェクトを検索) 入力
フィールドにジョブ名のプレフィックスを指定することで、トレーニングジョブ名を調べます。
トレーニングジョブ名を選択します。

4.

トレーニングジョブの S3 バケットには、デバッガーで収集されたトレーニングデータ用の 3 つ
のサブフォルダ (debug-output/、profiler-output/、rule-output/) があります。rule-output/ を選択し
ます。

5.

rule-output/ フォルダで、ProfilerReport-1234567890 を選択し、profiler-output/ フォルダを選択
します。この profiler-output/ フォルダには、profiler-report.html (html で自動生成されたプロファ
イリングレポート)、profiler-report.ipynb (レポートの生成に使用されるスクリプトを含む Jupyter
ノートブック)、profiler-report/ フォルダ (レポートのコンポーネントとして使用されるルール分析
JSON ファイルを含む) が含まれています。
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6.

profiler-report.html ファイルを選択し、[Actions] (アクション)、[Download] (ダウンロード) の順に
選択します。

7.

ダウンロードした profiler-report.html ファイルをウェブブラウザで開きます。

Note
デバッガー固有パラメータを設定せずにトレーニングジョブを開始した場合、デバッガーのパ
ラメータがフレームワークメトリクスを保存するように設定されていないため、デバッガーは
システムモニタリングルールにのみ基づいてレポートを生成します。フレームワークメトリ
クスプロファイリングを有効にして、拡張デバッガープロファイリングレポートを受け取るに
は、SageMaker 推定器の構築または更新時に profiler_config パラメータを設定します。
トレーニングジョブを始める前に profiler_config パラメータを設定する方法については、
「デバッガーフレームワークプロファイリングを設定する (p. 2172)」を参照してください。
現在のトレーニングジョブを更新し、フレームワークメトリクスプロファイリングを有効にする
には、「デバッガーのフレームワークプロファイリング設定を更新する (p. 2176)」を参照してく
ださい。

デバッガープロファイリングレポートのチュートリアル
このセクションでは、デバッガープロファイリングレポートをセクション別に具体的に説明します。プロ
ファイリングレポートは、モニタリングおよびプロファイリングのための組み込みルールに基づいて生成
されます。レポートには、問題を見つけたルールについてのみ結果プロットが表示されます。

Important
レポートでは、プロットと推奨事項は情報提供のために提供され、決定的ではありません。お客
様は、情報を独自に評価する責任があります。
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トピック
• トレーニングジョブの要約 (p. 2201)
• システム使用統計 (p. 2202)
• フレームワークメトリクスの要約 (p. 2202)
• ルールの概要 (p. 2204)
• トレーニングループの分析 - ステップ期間 (p. 2205)
• GPU 使用率分析 (p. 2205)
• バッチサイズ (p. 2205)
• CPU のボトルネック (p. 2206)
• I/O のボトルネック (p. 2207)
• マルチ GPU トレーニングでの LoadBalancing (p. 2207)
• GPU メモリ分析 (p. 2207)

トレーニングジョブの要約
レポートの冒頭に、デバッガーはトレーニングジョブの要約を記載します。このセクションには、さまざ
まなトレーニングフェーズの期間とタイムスタンプの概要が記載されています。

要約テーブルには次の情報が含まれます。
• start_time - トレーニングジョブが開始された正確な時刻。
• end_time - トレーニングジョブが終了した正確な時刻。
• job_duration_in_seconds - start_time から end_time までの合計トレーニング時間。
• training_loop_start - 最初のエポックの最初のステップが開始された正確な時刻。
• training_loop_end - 最後のエポックの最後のステップが終了した正確な時刻。
• training_loop_duration_in_seconds - トレーニングループの開始時刻とトレーニングループの終了時刻の
間の合計時間。
• initialization_in_seconds - トレーニングジョブの初期化に費やされた時間。初期化フェーズ
は、start_time から training_loop_start までの期間をカバーします。初期化時間は、トレーニングスク
リプトのコンパイル、トレーニングスクリプトの開始、モデルの作成と初期化、EC2 インスタンスの開
始、トレーニングデータのダウンロードに費やされます。
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• finalization_in_seconds - モデルトレーニングの終了、モデルアーティファクトの更新、EC2 イ
ンスタンスの終了など、トレーニングジョブの終了に費やされた時間。ファイナライズフェーズ
は、training_loop_end から end_time までの時間をカバーします。
• initialization (%) - 合計の job_duration_in_seconds に対する初期化に費やされた時間の割合。
• training loop (%) - 合計の job_duration_in_seconds に対するトレーニングループに費やされた時間の割
合。
• finalization (%) - 合計の job_duration_in_seconds に対するファイナライズに費やされた時間の割合。

システム使用統計
このセクションでは、システム使用率統計の概要を確認できます。

デバッガープロファイリングレポートには次の情報が含まれます。
• node - ノードの名前をリストします。マルチノード (複数の EC2 インスタンス) で分散トレーニングを
行う場合、ノード名は algo-n の形式になります。
• メトリック— Debugger によって収集されるシステムメトリクス: CPU、GPU、CPU メモリ、GPU メモ
リ、I/O、およびネットワークメトリック。
• unit – システムメトリクスの単位。
• max - 各システムメトリクスの最大値。
• p99 - 各システム使用率の 99 番目のパーセンタイル。
• p95 - 各システム使用率の 95 番目のパーセンタイル。
• p50 - 各システム使用率の 50 番目のパーセンタイル (中央値)。
• 最小 - 各システムメトリクスの最小値。

フレームワークメトリクスの要約
このセクションでは、CPU と GPU におけるフレームワークオペレーションの内訳を次の円グラフに示し
ます。
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各円グラフは、収集されたフレームワークメトリクスを次のようにさまざまな側面で分析します。
• TRAIN/EVAL フェーズと他のフェーズの比率 - 異なるトレーニングフェーズに費やされた時間の比率を
示します。
• フォワードパスとバックパスの比率 - トレーニングループでフォワードパスとバックパスに費やされた
時間の比率を示します。
• CPU/GPU 演算子の比率 - 畳み込み演算子など、CPU または GPU で実行される演算子に費やされた時
間の比率を示します。
• フレームワークで記録された一般的なメトリクス - データロード、フォワードパス、バックワードパス
など、主要なフレームワークメトリクスに費やされた時間の比率を示します。

概要: CPU オペレータ
このセクションには、CPU 演算子の詳細な情報が記載されています。表は、最も頻繁に呼び出される
CPU 演算子に費やされた時間の割合と絶対累積時間を示しています。
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概要: GPU オペレータ
このセクションには、GPU 演算子の詳細な情報が記載されています。表は、最も頻繁に呼び出される
GPU 演算子に費やされた時間の割合と絶対累積時間を示しています。

ルールの概要
このセクションにはデバッガーが、ルールの評価結果、分析、ルールの説明、提案のすべてをまとめま
す。
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トレーニングループの分析 - ステップ期間
このセクションでは、各ノードの各 GPU コアにおけるステップ期間の詳細な統計を確認できます。デ
バッガーは、ステップ期間の平均値、最大値、p99、p95、p50、最小値を評価し、ステップの外れ値を
評価します。次のヒストグラムは、さまざまなワーカーノードと GPU でキャプチャされたステップ期間
を示しています。右側の凡例を選択すると、各ワーカーのヒストグラムを有効または無効にできます。ス
テップ期間の外れ値を生じさせている特定の GPU があるかどうかをチェックできます。

GPU 使用率分析
このセクションには、LowGPUUtilization ルールに基づく GPU コア使用率の詳細な統計が記載されていま
す。また、トレーニングジョブが GPU を十分に活用しているかどうかを判断するために、GPU 使用率の
統計、平均、p95、p5 を要約します。

バッチサイズ
このセクションには、合計 CPU 使用率、個々の GPU 使用率、GPU メモリフットプリントの詳細な統計
が記載されています。BatchSize ルールは、GPU をより有効に活用するためにバッチサイズを変更する必
要があるかどうかを判断します。バッチサイズが小さすぎて使用率が低くなったり、大きすぎて使用率が
過大になりメモリ不足に陥ったりしていないかどうかをチェックできます。プロットにおきボックスは、
中央値 (p50) から p25 および p75 までのパーセンタイル範囲 (それぞれ濃い紫と明るい黄色で塗りつぶさ
れている) を示し、エラーバーは下限の 5 パーセンタイルと上限の 95 パーセンタイルを示します。
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CPU のボトルネック
このセクションでは、CPUBottleneck ルールがトレーニングジョブから検出した CPU のボトルネックを
ドリルダウンできます。このルールは、CPU 使用率が cpu_threshold (デフォルトでは 90%) を上回っ
ているかどうかと、GPU 使用率が gpu_threshold (デフォルトでは 10%) を下回っているかどうかを
チェックします。

円グラフには次の情報が表示されます。
• CPU のボトルネックによる GPU 使用率の低下 - GPU 使用率がしきい値を上回るおよび下回るデータポ
イントの比率と、CPU のボトルネック基準に一致するデータポイントの比率を示します。
• TRAIN/EVAL フェーズと他のフェーズの比率 - 異なるトレーニングフェーズに費やされた時間の比率を
示します。
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• フォワードパスとバックパスの比率 - トレーニングループでフォワードパスとバックパスに費やされた
時間の比率を示します。
• CPU/GPU 演算子の比率 - データローダープロセス、フォワードパス演算子、バックワードパス演算子
など、Python 演算子によって GPU と CPU に費やされた時間の比率を示します。
• フレームワークに記録された一般的なメトリクス - 主要なフレームワークメトリクスと、メトリクスに
費やされた時間の比率を示します。

I/O のボトルネック
このセクションには、I/O のボトルネックの要約が示されます。このルールは、I/O 待機時間と GPU 使用
率を評価し、I/O リクエストに費やされた時間が合計トレーニング時間のしきい値のパーセントを超えたか
どうかをモニタリングします。これは、GPU がストレージからのデータの到着を待っている場合の I/O ボ
トルネックを示している可能性があります。

マルチ GPU トレーニングでの LoadBalancing
このセクションでは、すべての GPU にわたるワークロードバランシングの問題を特定できます。

GPU メモリ分析
このセクションでは、GPUMemoryIncrease ルールによって収集された GPU メモリ使用率を分析できま
す。プロットにおきボックスは、中央値 (p50) から p25 および p75 までのパーセンタイル範囲 (それぞれ
濃い紫と明るい黄色で塗りつぶされている) を示し、エラーバーは下限の 5 パーセンタイルと上限の 95
パーセンタイルを示します。
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SageMaker デバッガー XGBoost トレーニングレポート
SageMaker XGBoost トレーニングジョブでは、デバッガー CreateXgboostReport (p. 2243) ルールを
使って、トレーニングの進捗と結果の包括的なトレーニングレポートを受け取ります。このガイドに従っ
て、CreateXgboostReport (p. 2243)XGBoost 推定器の構築中に、ルールを使用して、レポートをダウン
ロードします。Amazon SageMaker Python SDKまたは Amazon S3 コンソールを使用して、トレーニング
結果に関する洞察を得ることができます。

Important
レポートでは、プロットと推奨事項は情報提供のために提供され、決定的ではありません。お客
様は、情報を独自に評価する責任があります。
トピック
• デバッガー XGBoost レポートルールを使って SageMaker XGBoost 推定器を構築する (p. 2208)
• デバッガー XGBoost トレーニングレポートをダウンロードする (p. 2209)
• デバッガー XGBoost トレーニングレポートのチュートリアル (p. 2212)

デバッガー XGBoost レポートルールを使って SageMaker XGBoost 推定器を構築する
CreateXgboostReport (p. 2243) ルールは、トレーニングジョブから次の出力テンソルを収集します。
• hyperparameters - 最初のステップで保存します。
• metrics - 5 ステップごとに損失と精度を保存します。
• feature_importance - 5 ステップごとに保存します。
• predictions - 5 ステップごとに保存します。
• labels - 5 ステップごとに保存します。
出力テンソルはデフォルトの S3 バケットに保存されます。例えば、s3://
sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<base-job-name>/debug-output/ です。
XGBoost トレーニングジョブのために SageMaker 推定器を構築する場合は、次のサンプルコードに示す
ように、ルールを指定します。
Using the SageMaker generic estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.create_xgboost_report())
]
region = boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.2-1")
estimator=Estimator(
role=sagemaker.get_execution_role()
image_uri=xgboost_container,
base_job_name="debugger-xgboost-report-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.m5.2xlarge",

)

# Add the Debugger XGBoost report rule
rules=rules
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estimator.fit(wait=False)

デバッガー XGBoost トレーニングレポートをダウンロードする
トレーニングジョブの実行中またはジョブの終了後に、Amazon SageMaker Python SDK と AWS
Command Line Interface (CLI) を使って、デバッガー XGBoost トレーニングレポートをダウンロードしま
す。
Download using the SageMaker Python SDK and AWS CLI
1.

現在のジョブのデフォルトの S3 出力基本 URI をチェックします。
estimator.output_path

2.

現在のジョブの名前をチェックします。
estimator.latest_training_job.job_name

3.

デバッガー XGBoost レポートは、<default-s3-output-base-uri>/<training-jobname>/rule-output に保存されます。ルールの出力パスを次のように設定します。
rule_output_path = estimator.output_path + "/" +
estimator.latest_training_job.job_name + "/rule-output"

4.

レポートが生成されているかどうかをチェックするには、--recursive オプションを付けて
aws s3 ls を使い、rule_output_path の下にディレクトリとファイルを再帰的にリストしま
す。
! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive

これにより、CreateXgboostReport と ProfilerReport-1234567890 という名前
の自動生成されたフォルダにファイルの完全なリストが返されます。XGBoost トレー
ニングレポートは CreateXgboostReport に保存され、プロファイリングレポートは
ProfilerReport-1234567890 フォルダに保存されます。XGBoost トレーニングジョブでデ
フォルトで生成されるプロファイリングレポートの詳細については、「SageMaker デバッガープ
ロファイリングレポート (p. 2197)」を参照してください。

xgboost_report.html は、デバッガーによって自動生成された XGBoost トレーニングレ
ポートです。xgboost_report.ipynb は、トレーニング結果をレポートにまとめるために使
用される Jupyter ノートブックです。ノートブックを使って、すべてのファイルをダウンロード
し、HTML レポートファイルを参照し、レポートを変更できます。
5.

aws s3 cp を使ってファイルを再帰的にダウンロードします。次のコマンドは、すべてのルー
ル出力ファイルを現在の作業ディレクトリの下にある ProfilerReport-1234567890 フォルダ
に保存します。
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! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive

Tip
Jupyter ノートブックサーバーを使っている場合は、!pwd を実行して現在の作業ディレ
クトリを確認します。
6.

/CreateXgboostReport ディレクトリで、xgboost_report.html を開きます。JupyterLab
を使っている場合は、[Trust HTML] (HTML を信頼) を選択して、自動生成されたデバッガート
レーニングレポートを表示します。

7.

xgboost_report.ipynb ファイルを開いて、レポートがどのように生成されているか検証しま
す。Jupyter ノートブックファイルを使って、トレーニングレポートをカスタマイズして拡張でき
ます。

Download using the Amazon S3 console
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2.

基本の S3 バケットを検索します。たとえば、ベースジョブ名を指定していない場合、ベース S3
バケット名は次の形式にする必要があります。sagemaker-<region>-111122223333。 ベー
スの S3 バケットをバケットを名前で検索フィールド。

3.

基本の S3 バケットで、[Find objects by prefix] (プレフィックスでオブジェクトを検索) にジョブ
名のプレフィックスを入力してトレーニングジョブ名を調べ、トレーニングジョブ名を選択しま
す。
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4.

トレーニングジョブの S3 バケットで、rule-output/ サブフォルダを選択します。デバッガーで
収集されたトレーニングデータ用の 3 つのサブフォルダ (debug-output/、profiler-output/、ruleoutput/) があります。

5.

rule-output/ フォルダで、CreateXgboostReport/ フォルダを選択します。このフォルダに
は、xbgoost_report.html (html で自動生成されたレポート) と xbgoost_report.ipynb (レポートの生
成に使用されるスクリプトを含む Jupyter ノートブック) が含まれています。

6.

xbgoost_report.html ファイルを選択し、[Download actions] (ダウンロードアクション) を選択し
てから、[Download] (ダウンロード) を選択します。
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7.

ダウンロードした xbgoost_report.html ファイルをウェブブラウザで開きます。

デバッガー XGBoost トレーニングレポートのチュートリアル
このセクションでは、デバッガー XGBoost トレーニングレポートについて具体的に説明します。レポート
は、出力テンソル正規表現に応じて自動的にまとめられ、バイナリ分類、複数クラス分類、回帰のトレー
ニングジョブのタイプが認識されます。

Important
レポートでは、プロットと推奨事項は情報提供のために提供され、決定的ではありません。お客
様は、情報を独自に評価する責任があります。
トピック
• データセットの正解ラベルの分布 (p. 2213)
• 損失対ステップグラフ (p. 2213)
• 特徴の重要度 (p. 2214)
• 混同行列 (p. 2215)
• 混同行列の評価 (p. 2216)
• 反復における各対角要素の正解率 (p. 2217)
• 受信者操作特性曲線 (p. 2218)
• 最後に保存したステップでの残差の分布 (p. 2219)
• 反復におけるラベルビンあたりの絶対検証エラー (p. 2220)
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データセットの正解ラベルの分布
このヒストグラムは、元のデータセット内のラベル付けされたクラス (分類用) または値 (回帰用) の分布を
示しています。データセットの歪みは、不正確さの原因となる可能性があります。この視覚化は、バイナ
リ分類、複数クラス分類、回帰のモデルタイプに使用できます。

損失対ステップグラフ
これは、トレーニングステップ全体でのトレーニングデータと検証データにおける損失の進行を示す折れ
線グラフです。損失は、平均二乗誤差など、目的関数で定義したものです。このプロットから、モデル
がオーバーフィットかアンダーフィットかを判断できます。このセクションでは、オーバーフィットおよ
びアンダーフィット問題の解決方法の決定に使えるインサイトも提供します。この視覚化は、バイナリ分
類、複数クラス分類、回帰のモデルタイプに使用できます。
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特徴の重要度
フィーチャ重要度のビジュアライゼーションには、次の 3 つのタイプが用意されています。体重、増加、
カバレッジ。それぞれの詳細な定義については、レポートで説明しています。特徴の重要度の視覚化に
より、トレーニングデータセット内のどの特徴が予測に貢献したかがわかります。特徴の重要度の視覚化
は、バイナリ分類、複数クラス分類、回帰のモデルタイプで使用できます。
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混同行列
この視覚化は、バイナリ分類モデルと複数クラス分類モデルにのみ適用されます。精度だけではモデルの
パフォーマンスを評価するのに十分ではないことがあります。ヘルスケアや不正検出などの一部のユース
ケースでは、偽陽性率と偽陰性率を知ることも重要です。混同行列は、モデルのパフォーマンスを評価す
るための追加のディメンションを提供します。
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混同行列の評価
このセクションでは、モデルの適合率、再現率、F1 スコアに関するマイクロ、マクロ、加重メトリクスに
ついて、より多くのインサイトを提供します。
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反復における各対角要素の正解率
この視覚化は、バイナリ分類モデルと複数クラス分類モデルにのみ適用されます。これは、各クラスのト
レーニングステップ全体を通して、混同行列の対角値をプロットした折れ線グラフです。このプロット
は、各クラスの精度がトレーニングステップ全体でどのように進行するかを示します。このプロットか
ら、パフォーマンスの低いクラスを特定できます。
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受信者操作特性曲線
この視覚化は、バイナリ分類モデルにのみ適用されます。受信者操作特性曲線は、バイナリ分類モデルの
パフォーマンスを評価するために一般的に使用されます。曲線の Y 軸は真陽性率 (TPF)、X 軸は偽陽性率
(FPR) です。プロットには、曲線下面積 (AUC) の値も表示されます。AUC 値が大きいほど、分類器の予
測度が高くなります。また、ROC 曲線を使って TPR と FPR の間のトレードオフを理解し、ユースケース
に最適な分類しきい値を特定することもできます。分類しきい値を調整することで、モデルの動作を調整
し、いずれかのタイプのエラー (FP/FN) を減らすことができます。
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最後に保存したステップでの残差の分布
この視覚化は、デバッガーがキャプチャする最後のステップの残差分布を示す縦棒グラフです。この視覚
化では、残差分布がゼロを中心とする正規分布に近いかどうかをチェックできます。残差が歪んでいる場
合、特徴はラベルを予測するのに十分ではない可能性があります。
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反復におけるラベルビンあたりの絶対検証エラー
この視覚化は、回帰モデルにのみ適用されます。実際のターゲット値は 10 間隔に分割されます。この視
覚化では、トレーニングステップ全体で、各間隔の検証エラーがどのように進行するかをラインプロッ
トで表示します。絶対検証エラーは、検証時の予測値と実際値の差の絶対値です。この視覚化から、パ
フォーマンスの低い間隔を特定できます。
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SMDebug クライアントライブラリを使ってデータを分析する
トレーニングジョブの実行中または完了後に、Amazon SageMaker Python SDK と SMDebug クラ
イアントライブラリを使って、デバッガーによって収集されたトレーニングデータにアクセスできま
す。SMDebug ライブラリには、トレーニングジョブデータをドリルダウンできる分析および視覚化ツー
ルが用意されています。
ライブラリをインストールして SMDebug 分析ツールを使うには (JupyterLab ノートブックまたは iPython
カーネルで)
! pip install -U smdebug

次のトピックでは、SMDebug ツールを使ってデバッガーによって収集されたトレーニングデータを視覚
化して分析する方法について具体的に説明します。
システムおよびフレームワークのメトリクスを分析する
• モニタリングおよびプロファイリングデータにアクセスする (p. 2221)
• システムメトリクスとフレームワークメトリクスのデータをプロットする (p. 2222)
• Pandas データ解析ツールを使ってプロファイリングデータにアクセスする (p. 2223)
• Python プロファイリング統計データにアクセスする (p. 2224)
• 異なるプロファイリングトレースファイルのタイムラインをマージする (p. 2226)
• データローダーをプロファイリングする (p. 2228)

モニタリングおよびプロファイリングデータにアクセスする
SMDebug TrainingJob クラスは、システムおよびフレームワークのメトリクスが保存されている S3 バ
ケットからデータを読み取ります。
TrainingJob オブジェクトを設定し、トレーニングジョブのプロファイリングイベントファイルを取得
するには
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.training_job import TrainingJob
tj = TrainingJob(training_job_name, region)

Tip
training_job_name と region パラメータを指定して、トレーニングジョブにログを記録する
必要があります。トレーニングジョブの情報を指定するには、2 つの方法があります。
• SageMaker Python SDK を、推定器がトレーニングジョブに添付されている間に使用する。
import sagemaker
training_job_name=estimator.latest_training_job.job_name
region=sagemaker.Session().boto_region_name

• 文字列を直接渡す。
training_job_name="your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS"
region="us-west-2"

Note
デフォルトで、SageMaker デバッガーはシステムメトリクスを収集して、ハードウェアリソー
スの使用率とシステムのボトルネックをモニタリングします。次の関数を実行すると、フレーム
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ワークメトリクスが使用できないというエラーメッセージが表示されることがあります。フレー
ムワークプロファイリングデータを取得し、フレームワークオペレーションに関するインサイト
を得るには、フレームワークプロファイリングを有効にする必要があります。
• SageMaker Python SDK を使ってトレーニングジョブリクエストを操作する場合
は、framework_profile_params を推定器の profiler_config 引数に渡します。詳細に
ついては、「SageMaker デバッガーフレームワークプロファイリングを設定する」を参照して
ください。
• Studio を使用している場合は、デバッガーインサイトダッシュボードの [Profiling] (プロ
ファイリング) トグルボタンを使ってプロファイリングをオンにします。詳細については、
「SageMaker デバッガーインサイトダッシュボードコントローラー」を参照してください。
トレーニングジョブの説明とメトリクスデータが保存されている S3 バケット URI を取得するには
tj.describe_training_job()
tj.get_config_and_profiler_s3_output_path()

システムおよびフレームワークのメトリクスが S3 URI から利用可能かどうかをチェックするには
tj.wait_for_sys_profiling_data_to_be_available()
tj.wait_for_framework_profiling_data_to_be_available()

メトリクスデータが利用可能になった後にシステムおよびフレームワークのリーダーオブジェクトを作成
するには
system_metrics_reader = tj.get_systems_metrics_reader()
framework_metrics_reader = tj.get_framework_metrics_reader()

最新のトレーニングイベントファイルを更新して取得するには
リーダーオブジェクトには、最新のトレーニングイベントファイルを取得するための拡張メソッド
refresh_event_file_list() があります。
system_metrics_reader.refresh_event_file_list()
framework_metrics_reader.refresh_event_file_list()

システムメトリクスとフレームワークメトリクスのデータをプロットする
次の視覚化クラスのためのシステムおよびアルゴリズムのメトリクスオブジェクトを使って、タイムライ
ングラフとヒストグラムをプロットできます。

Note
次の視覚化オブジェクトのプロットメソッドで絞り込まれたメトリクスのデータを視覚
化するには、select_dimensions と select_events パラメータを指定します。例え
ば、select_dimensions=["GPU"] を指定すると、プロットメソッドは「GPU」キーワードを
含むメトリクスをフィルターします。select_events=["total"] を指定すると、プロットメ
ソッドはメトリクス名の末尾に「total」イベントタグを含むメトリクスをフィルターします。こ
れらのパラメータを有効にしてキーワード文字列を与えると、視覚化クラスはフィルターされた
メトリクスを含むグラフを返します。
• MetricsHistogram クラス
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.metrics_histogram import MetricsHistogram
metrics_histogram = MetricsHistogram(system_metrics_reader)
metrics_histogram.plot(
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)

starttime=0,
endtime=system_metrics_reader.get_timestamp_of_latest_available_file(),
select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional
select_events=["total"]
# optional

• StepTimelineChart クラス
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.step_timeline_chart import
StepTimelineChart
view_step_timeline_chart = StepTimelineChart(framework_metrics_reader)

• StepHistogram クラス
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.step_histogram import StepHistogram
step_histogram = StepHistogram(framework_metrics_reader)
step_histogram.plot(
starttime=step_histogram.last_timestamp - 5 * 1000 * 1000,
endtime=step_histogram.last_timestamp,
show_workers=True
)

• TimelineCharts クラス
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.timeline_charts import TimelineCharts
view_timeline_charts = TimelineCharts(
system_metrics_reader,
framework_metrics_reader,
select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional
select_events=["total"]
# optional
)
view_timeline_charts.plot_detailed_profiler_data([700,710])

• Heatmap クラス
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.heatmap import Heatmap
view_heatmap = Heatmap(
system_metrics_reader,
framework_metrics_reader,
select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional
select_events=["total"],
# optional
plot_height=450
)

Pandas データ解析ツールを使ってプロファイリングデータにアクセスする
次の PandasFrame クラスは、収集されたプロファイリングデータを Pandas データフレームに変換する
ツールを提供します。
from smdebug.profiler.analysis.utils.profiler_data_to_pandas import PandasFrame

PandasFrame クラスは tj オブジェクトの S3 バケット出力パスを受け取り、そのメソッド
get_all_system_metrics() get_all_framework_metrics() は、システムメトリクスとフレーム
ワークメトリクスを Pandas データ形式で返します。
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pf = PandasFrame(tj.profiler_s3_output_path)
system_metrics_df = pf.get_all_system_metrics()
framework_metrics_df = pf.get_all_framework_metrics(
selected_framework_metrics=[
'Step:ModeKeys.TRAIN',
'Step:ModeKeys.GLOBAL'
]
)

Python プロファイリング統計データにアクセスする
Python プロファイリングは、トレーニングスクリプトおよび SageMaker 深層学習フレームワークに含ま
れる Python 関数と演算子に関連するフレームワークメトリクスを提供します。
Python プロファイリングのトレーニングモードとフェーズ
トレーニング中に特定の間隔をプロファイリングして、これらの間隔ごとに統計を分割するために、デ
バッガーにはモードとフェーズを設定するツールが用意されています。
トレーニングモードには、次の PythonProfileModes クラスを使用します。
from smdebug.profiler.python_profile_utils import PythonProfileModes

このクラスでは、次のオプションを使用できます。
• PythonProfileModes.TRAIN - トレーニングフェーズでターゲットステップをプロファイリングする
場合に使用します。このモードオプションは TensorFlow にのみ使用できます。
• PythonProfileModes.EVAL - 評価フェーズでターゲットステップをプロファイリングする場合に使
用します。このモードオプションは TensorFlow にのみ使用できます。
• PythonProfileModes.PREDICT - 予測フェーズでターゲットステップをプロファイリングする場合に
使用します。このモードオプションは TensorFlow にのみ使用できます。
• PythonProfileModes.GLOBAL - 前の 3 つのフェーズを含むグローバルフェーズでターゲットステッ
プをプロファイリングする場合に使用します。このモードオプションは PyTorch にのみ使用できます。
• PythonProfileModes.PRE_STEP_ZERO - 最初のエポックの最初のトレーニングステップを開始す
る前に、初期化段階でターゲットステップをプロファイリングする場合に使用します。このフェーズ
には、最初のジョブ送信、EC2 インスタンスへのトレーニングスクリプトのアップロード、EC2 イン
スタンスの準備、入力データのダウンロードが含まれます。このモードオプションは、TensorFlow と
PyTorch の両方に使用できます。
• PythonProfileModes.POST_HOOK_CLOSE - トレーニングジョブが完了し、デバッガーフックが閉じ
られた後に、最終段階でターゲットステップをプロファイリングする場合に使用します。このフェーズ
には、トレーニングジョブがファイナライズし完了するまでのプロファイリングデータが含まれます。
このモードオプションは、TensorFlow と PyTorch の両方に使用できます。
トレーニングトレーニングには、次の StepPhase クラスを使用します。
from smdebug.profiler.analysis.utils.python_profile_analysis_utils import StepPhase

このクラスでは、次のオプションを使用できます。
• StepPhase.START - 初期化フェーズの開始点を指定するために使用します。
• StepPhase.STEP_START - トレーニングフェーズの開始ステップを指定するために使用します。
• StepPhase.FORWARD_PASS_END - フォワードパスが終了するステップを指定するために使用します。
このオプションは PyTorch にのみ使用できます。
• StepPhase.STEP_END - トレーニングフェーズの終了ステップを指定するために使用します。このオ
プションは TensorFlow にのみ使用できます。
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• StepPhase.END - ファイナライズ (ポストフッククローズ) フェーズの終了点を指定するために使用し
ます。コールバックフックが閉じられていない場合、ファイナライズフェーズのプロファイリングは行
われません。
Python プロファイリング分析ツール
デバッガーは、次の 2 つのプロファイリングツールで Python プロファイリングをサポートしています。
• cProfile - 標準の Python プロファイラー。cProfile は、プロファイリングが有効な場合に、呼び出された
すべての関数について、CPU 時間に関するフレームワークメトリクスを収集します。
• Pyinstrument - これは、ミリ秒ごとにプロファイリングイベントをサンプリングするオーバーヘッドの
少ない Python プロファイラーです。
Python プロファイリングオプションと収集される内容の詳細については、「デフォルトのシステムモニタ
リングとさまざまなプロファイリングオプションでカスタマイズされたフレームワークプロファイリング
を使ってトレーニングジョブを開始する (p. 2174)」を参照してください。
Python プロファイリングデータを取得して分析するため
に、PythonProfileAnalysis、cProfileAnalysis、PyinstrumentAnalysis クラスの次のメソッ
ドが用意されています。各関数は、デフォルトの S3 URI から最新のデータをロードします。
from smdebug.profiler.analysis.python_profile_analysis import PythonProfileAnalysis,
cProfileAnalysis, PyinstrumentAnalysis

分析のために Python プロファイリングオブジェクトを設定するには、次のサンプルコードに
示すように、cProfileAnalysis クラスまたは PyInstrumentAnalysis クラスを使用します。これは
cProfileAnalysis オブジェクトを設定する方法を示しています。PyinstrumentAnalysis を使用す
る場合は、クラス名を置き換えてください。
python_analysis = cProfileAnalysis(
local_profile_dir=tf_python_stats_dir,
s3_path=tj.profiler_s3_output_path
)

cProfileAnalysis と PyinstrumentAnalysis クラスでは、Python プロファイリング統計データを
取得するために、次のメソッドを使用できます。
• python_analysis.fetch_python_profile_stats_by_time(start_time_since_epoch_in_secs,
end_time_since_epoch_in_secs) - 開始時刻と終了時刻を受け取り、開始時刻または終了時刻が所
定の間隔と重なるステップ統計の関数統計を返します。
• python_analysis.fetch_python_profile_stats_by_step(start_step, end_step,
mode, start_phase, end_phase) - 開始ステップと終了ステップを受け取り、そのプロファイルさ
れた step が start_step <= step < end_step を満たすすべてのステップ統計の関数統計を返し
ます。
• start_step および end_step (str) - Python プロファイリング統計データを取得するための開始ス
テップと終了ステップを指定します。
• mode (str) - PythonProfileModes 列挙子クラスを使ってトレーニングジョブのモードを指定し
ます。デフォルトは PythonProfileModes.TRAIN です。使用可能なオプションについては、
「Python プロファイリングのトレーニングモードとフェーズ (p. 2224)」セクションを参照してくだ
さい。
• start_phase (str) - StepPhase 列挙子クラスを使ってターゲットステップの開始フェーズを指定し
ます。このパラメータを使うと、トレーニングの異なるフェーズ間のプロファイリングが可能になり
ます。デフォルトは StepPhase.STEP_START です。使用可能なオプションについては、「Python
プロファイリングのトレーニングモードとフェーズ (p. 2224)」セクションを参照してください。
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• end_phase (str) - StepPhase 列挙子クラスを使ってターゲットステップの終了フェーズを指定
します。このパラメータは、トレーニングの終了フェーズを設定します。使用可能なオプション
は、start_phase パラメータの場合と同じです。デフォルトは StepPhase.STEP_END です。
使用可能なオプションについては、「Python プロファイリングのトレーニングモードとフェー
ズ (p. 2224)」セクションを参照してください。
• python_analysis.fetch_profile_stats_between_modes(start_mode, end_mode) - 開始
モードと終了モードの間の Python プロファイリングから統計を取得します。
• python_analysis.fetch_pre_step_zero_profile_stats() - Python プロファイリングからス
テップ 0 までの統計を取得します。
• python_analysis.fetch_post_hook_close_profile_stats() - フックが閉じた後に、Python
プロファイリングから統計を取得します。
• python_analysis.list_profile_stats() - Python プロファイリング統計の DataFrame を返しま
す。各行には、プロファイリングの各インスタンスのメタデータと、対応する統計ファイル (ステップ
ごとに 1 つ) が格納されています。
• python_analysis.list_available_node_ids() - Python プロファイリング統計に使用可能な
ノード ID のリストを返します。
cProfileAnalysis クラス固有のメソッド:
• fetch_profile_stats_by_training_phase() - 開始モードと終了モードのすべての組み合わせに
ついて、Python プロファイリング統計を取得して集約します。例えば、詳細なプロファイリングが有
効になっている間にトレーニングと検証フェーズを実行すると、その組み合わせは (PRE_STEP_ZERO,
TRAIN)、(TRAIN, TRAIN)、(TRAIN, EVAL)、(EVAL, EVAL)、(EVAL, POST_HOOK_CLOSE) に
なります。これらの組み合わせに含まれるすべての統計ファイルが集約されます。
• fetch_profile_stats_by_job_phase() - Python プロファイリング統計をジョブフェーズごと
に取得して集約します。ジョブフェーズとは、initialization (ステップ 0 までのプロファイリン
グ)、training_loop (トレーニングと検証)、finalization (フックを閉じた後のプロファイリング)
です。

異なるプロファイリングトレースファイルのタイムラインをマージする
SMDebug クライアントライブラリは、デバッガーによって収集されたシステムメトリクス、フレーム
ワークメトリクス、Python プロファイリングデータのタイムラインをマージするためのプロファイリング
分析および視覚化のツールを提供します。

Tip
先に進む前に、このページの例全体で活用する TrainingJob オブジェクトを設定する必要があり
ます。TrainingJob オブジェクトの設定の詳細については、「モニタリングおよびプロファイリン
グデータにアクセスする (p. 2221)」を参照してください。
MergedTimeline クラスは、さまざまなプロファイリング情報を 1 つのタイムラインに統合して関連
付けるためのツールを提供します。デバッガーがトレーニングジョブのさまざまなフェーズからプロ
ファイリングデータと注釈をキャプチャした後、トレースイベントの JSON ファイルがデフォルトの
tracefolder ディレクトリに保存されます。
• Python レイヤーの注釈の場合、トレースファイルは *pythontimeline.json に保存されます。
• TensorFlow C++ レイヤーの注釈の場合、トレースファイルは *model_timeline.json に保存されま
す。
• TensorFlow プロファイラーは、イベントを *trace.json.gz ファイルに保存します。
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Tip
すべての JSON トレースファイルを一覧表示する場合は、次の AWS CLI コマンドを使用しま
す。
! aws s3 ls {tj.profiler_s3_output_path} --recursive | grep '\.json$'

次のアニメーションスクリーンショットに示すように、さまざまなプロファイリングソースからキャプ
チャされたトレースイベントを 1 つのプロットに配置して整列することで、トレーニングジョブのさまざ
まなフェーズで発生するイベント全体の概要が得られます。

Tip
トレースアプリケーションでマージされたタイムラインをキーボードを使って操作するには、W
キーでズームイン、A キーで左シフト、S キーでズームアウト、D キーで右にシフトします。
複数のイベントトレース JSON ファイルは、次の MergedTimeline API オペレーション
と、smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines モジュールのクラスメソッドを使っ
て、1 つのトレースイベント JSON ファイルにマージできます。
from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline
combined_timeline = MergedTimeline(path, file_suffix_filter, output_directory)
combined_timeline.merge_timeline(start, end, unit)

MergedTimeline API オペレーションは、次のパラメータを渡します。
• path (str) - システムおよびフレームワークのプロファイリングトレースファイルを含むルー
トフォルダ (/profiler-output) を指定します。SageMaker 推定器クラスメソッドまたは
TrainingJob オブジェクトを使って、profiler-output を見つけることができます。例え
ば、estimator.latest_job_profiler_artifacts_path()、tj.profiler_s3_output_path
などです。
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• file_suffix_filter (list) - タイムラインをマージするファイルサフィックスフィルターの
リストを指定します。使用可能なサフィックスフィルターは、["model_timeline.json",
"pythontimeline.json", "trace.json.gz"]. です。このパラメータを手動で指定しない場合、
デフォルトですべてのトレースファイルがマージされます。
• output_directory (str) - マージされたタイムライン JSON ファイルを保存するパスを指定します。
デフォルトは、path パラメータに対して指定されたディレクトリです。
merge_timeline() クラスメソッドは、マージプロセスを実行するために次のパラメータを渡します。
• start (int) - タイムラインのマージの開始時刻 (マイクロ秒単位および Unix 時間形式) または開始ス
テップを指定します。
• end (int) - タイムラインのマージの終了時刻 (マイクロ秒単位および Unix 時間形式) または終了ステップ
を指定します。
• unit (str) - "time" と "step" のどちらかを選択します。デフォルトは "time" です。
次のサンプルコードを使って、merge_timeline() メソッドを実行し、マージされた JSON ファイルを
ダウンロードします。
• タイムラインを "time" 単位オプションでマージします。次のサンプルコードでは、Unix の開始時刻
(絶対ゼロ Unix 時間) と現在の Unix 時間の間で利用可能なすべてのトレースファイルをマージします。
これは、トレーニング期間全体のタイムラインをマージできることを意味します。
import time
from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline
from smdebug.profiler.profiler_constants import CONVERT_TO_MICROSECS
combined_timeline = MergedTimeline(tj.profiler_s3_output_path, output_directory="./")
combined_timeline.merge_timeline(0, int(time.time() * CONVERT_TO_MICROSECS))

• タイムラインを "step" 単位オプションでマージします。次のサンプルコードでは、ステップ 3 とス
テップ 9 の間の使用可能なすべてのタイムラインをマージします。
from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline
combined_timeline = MergedTimeline(tj.profiler_s3_output_path, output_directory="./")
combined_timeline.merge_timeline(3, 9, unit="step")

Chrome ブラウザの chrome://tracing で Chrome トレースアプリケーションを開き、JSON ファイルを開き
ます。出力を調べて、マージされたタイムラインをプロットできます。

データローダーをプロファイリングする
PyTorch では、SingleProcessingDataLoaderIter や MultiProcessingDataLoaderIter な
どのデータローダーのイテレーターは、データセット全体ですべての反復の開始時に開始されます。
初期化フェーズ中、PyTorch は設定されたワーカー数に応じてワーカープロセスをオンにし、データと
pin_memory スレッドを取得するためのデータキューを確立します。
PyTorch データローダープロファイリング分析ツールを使うには、次の PT_dataloader_analysis ク
ラスをインポートします。
from smdebug.profiler.analysis.utils.pytorch_dataloader_analysis import
PT_dataloader_analysis

「Pandas データ解析ツールを使ってプロファイリングデータにアクセスする (p. 2223)」セクションの
Pandas フレームデータオブジェクトとして取得したプロファイリングデータを渡します。
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pt_analysis = PT_dataloader_analysis(pf)

pt_analysis オブジェクトには、次の関数を使用できます。
SMDebug S3SystemMetricsReader クラスは、s3_trial_path パラメータに指定された S3 バケット
からシステムメトリクスを読み取ります。
• pt_analysis.analyze_dataloaderIter_initialization()
分析は、これらの初期化の期間の中央値と最大値を出力します。外れ値がある場合 (つまり、期間が 2 *
中央値より大きい場合)、関数はこれらの期間の開始時刻と終了時刻を出力します。これらを使って、そ
れらの時間間隔の間のシステムメトリクスを検査できます。
次のリストは、このクラスメソッドからどのような分析が得られるかを示しています。
• 初期化されたデータローダーイテレーターのタイプ。
• イテレーターあたりのワーカー数。
• イテレーターが pin_memory 有りで初期化されたか、無しで初期化されたかの検査。
• トレーニング中にイテレーターが初期化された回数。
• pt_analysis.analyze_dataloaderWorkers()
次のリストは、このクラスメソッドからどのような分析が得られるかを示しています。
• トレーニング全体でスピンオフされたワーカープロセスの数。
• ワーカープロセスの期間の中央値と最大値。
• 外れ値であるワーカープロセスの開始時刻と終了時刻。
• pt_analysis.analyze_dataloader_getnext()
次のリストは、このクラスメソッドからどのような分析が得られるかを示しています。
• トレーニング中に実行された GetNext 呼び出しの数。
• GetNext 呼び出しの期間の中央値と最大値 (マイクロ秒)。
• 外れ値である GetNext 呼び出しの期間の開始時刻、終了時刻、期間、ワーカー ID。
• pt_analysis.analyze_batchtime(start_timestamp, end_timestamp,
select_events=[".*"], select_dimensions=[".*"])
デバッガーは、すべての GetNext 呼び出しの開始時刻と終了時刻を収集します。トレーニングスクリ
プトが費やした時間を 1 つのバッチのデータで確認できます。指定した時間枠内で、トレーニングに
直接貢献していない呼び出しを特定できます。これらの呼び出しは、精度の計算、デバッグやログ目
的の損失の追加、デバッグ情報の出力などのオペレーションによるものである可能性があります。この
ようなオペレーションは、コンピューティング集約型であったり、時間がかかったりすることがありま
す。Python プロファイラー、システムメトリクス、フレームワークメトリクスを関連付けることで、こ
のようなオペレーションを特定できます。
次のリストは、このクラスメソッドからどのような分析が得られるかを示しています。
• 各データバッチに費やされた時間 BatchTime_in_seconds を、現在の GetNext 呼び出しと後続の
GetNext 呼び出しの開始時刻の差を求めることでプロファイリングします。
• BatchTime_in_seconds の外れ値と、その外れ値の開始時刻と終了時刻を見つけます。
• それらの BatchTime_in_seconds タイムスタンプ間のシステムおよびフレームワークのメトリクス
を取得します。これにより、どこに時間が費やされたかがわかります。
• pt_analysis.plot_the_window()
開始タイムスタンプと終了タイムスタンプの間のタイムライングラフをプロットします。
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デバッガーの組み込みルールのリスト
Amazon によって提供されるデバッガー組み込みルールを使用する SageMaker モデルのトレーニング中
に発生するテンソルをデバッガーして分析します。デバッガーの組み込みルールは、トレーニングジョ
ブの成功に不可欠なさまざまな共通条件をモニタリングします。組み込みルールはアマゾン SageMaker
Python SDK低レベル SageMaker API オペレーション。選択した深層学習フレームワークに応じて、次の
表に示すように、組み込みルールの有効範囲が 4 つあります。

Note
1 つのトレーニングジョブに対する組み込みルールの最大数は 20 です。ProfilerRuleそして
20の場合Rule。 SageMaker デバッガーは、組み込みルールを完全に管理し、トレーニングジョ
ブをparallel で分析します。請求の詳細については、アマゾン SageMaker スタジオは追加料金な
しでご利用いただけますの セクションアマゾン SageMaker 料金ページで.

Important
新しいデバッガー機能を使うには、 SageMaker Python SDK と SMDebug クライアントライブラ
リ。お使いの IPython カーネル、Jupyter ノートブック、または JupyterLab 環境で、次のコード
を実行して最新バージョンのライブラリをインストールし、カーネルを再起動します。
import sys
import IPython
!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

Debugger ProfilerRule
次のルールは、ProfilerRule.sagemaker クラスメソッド使って呼び出せるデバッガーの組み込みルー
ルです。

このパラメータは、Amazon SageMaker デバッガーによって現在のトレーニングジョブに自動的
に設定されます。
有効範囲

組み込みルール

について説明します SageMaker トレーニングジョ
ブ

• ProfilerReport (p. 2232)

ハードウェアシステムのリソース使用率 (システムメトリクス)をモニタリングするためのデバッ
ガー組み込みルール
有効範囲

組み込みルール

一般的なシステムモニタリングルール SageMaker
トレーニングジョブ

• BatchSize (p. 2233)
• CPUBottleneck (p. 2235)
• GPUMemoryIncrease (p. 2236)
• IOBottleneck (p. 2237)
• LoadBalancing (p. 2238)
• LowGPUUtilization (p. 2239)
• OverallSystemUsage (p. 2240)
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フレームワークメトリクスをプロファイリングするためのデバッガー組み込みルール
有効範囲

組み込みルール

深層学習フレームワークのプロファイリングルー
ル (TensorFlow そして PyTorch)

• MaxInitializationTime (p. 2241)
• OverallFrameworkMetrics (p. 2241)
• StepOutlier (p. 2242)

デバッガールール
次のルールは、Rule.sagemaker クラスメソッド使って呼び出せるデバッガーの組み込みルールです。

トレーニングレポートを生成するためのデバッガー組み込みルール
有効範囲

組み込みルール

について説明します SageMaker XGBoost トレー
ニングジョブ

• create_xgboost_report (p. 2243)

モデルトレーニングデータ (出力テンソル) をデバッグするためのデバッガー組み込みルール
有効範囲

組み込みルール

ディープラークフレームワーク
(TensorFlow、MXNet、および PyTorch)

• dead_relu (p. 2243)
• exploding_tensor (p. 2245)
• poor_weight_initialization (p. 2246)
• saturated_activation (p. 2248)
• vanishing_gradient (p. 2250)
• weight_update_ratio (p. 2251)

ディープラークフレームワーク
(TensorFlow、MXNet、および PyTorch) と
XGBoost アルゴリズム

• all_zero (p. 2253)
• class_imbalance (p. 2254)
• loss_not_decreasing (p. 2256)
• overfit (p. 2259)
• overtraining (p. 2260)
• similar_across_runs (p. 2262)
• stalled_training_rule (p. 2263)
• tensor_variance (p. 2264)
• unchanged_tensor (p. 2266)

ディープラーニングアプリケーション

• check_input_images (p. 2268)
• nlp_sequence_ratio (p. 2269)

XGBoost アルゴリズム

• confusion (p. 2271)
• feature_importance_overweight (p. 2273)
• tree_depth (p. 2274)

デフォルトのパラメータ値で組み込みルールを使用するには - 次の設定形式を使用します。
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs
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rules = [
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_1()),
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_2()),
...
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_n()),
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_1()),
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_2()),
...
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_n())
]

パラメータ値をカスタマイズして組み込みルールを使用するには - 次の設定形式を使用します。
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs
rules = [
ProfilerRule.sagemaker(
base_config=rule_configs.BuiltInRuleName(),
rule_parameters={
"key": "value"
}
)
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.built_in_rule_name(),
rule_parameters={
"key": "value"
}
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="tensor_collection_name",
parameters={
"key": "value"
}
)
]
)
]

rule_parameters パラメータで利用可能なキーを見つけるに、パラメータの説明テーブルを参照してく
ださい。
パラメータの説明テーブルの下に、各組み込みルールのサンプル設定コードが記載されています。
• デバッガーの組み込みルールの詳細な説明と使用例については、「デバッガーの組み込みルールのサン
プルコード (p. 2152)」を参照してください。
• 組み込みルールを低レベルで使用する方法の詳細については SageMaker API オペレーション、参
照Amazon を使ってデバッガーを設定する SageMaker API (p. 2281)。

ProfilerReport
- ProfilerReport rule は、モニタリングおよびプロファイリングのすべての組み込みルールを呼び出しま
す。個々のルールがトリガーされると、プロファイリングレポートが作成され、更新されます。トレーニ
ングジョブの実行中またはトレーニングジョブの完了後に、包括的なプロファイリングレポートをダウン
ロードできます。ルールパラメータ値を調整することで、組み込みのモニタリングルールとプロファイリ
ングルールの感度をカスタマイズできます。次のサンプルコードは、 ProfilerReport ルール。
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(
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]

)

rule_configs.ProfilerReport(
<BuiltInRuleName>_<parameter_name> = value
)

これをトリガーすると ProfilerReport 次のサンプルコードに示されているように、カスタマイズしたパラ
メータを使用しないルールは、 ProfilerReport ルールは、デフォルトのパラメータ値を使って、モニタリ
ングおよびプロファイリングのすべての組み込みルールをトリガーします。
rules=[ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.ProfilerReport())]

次のサンプルコードは、CPUBottleNeck ルールの cpu_threshold パラメータと IOBottleNeck ルールの
threshold パラメータの指定と調整の方法を示しています。
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(
rule_configs.ProfilerReport(
CPUBottleneck_cpu_threshold = 90,
IOBottleneck_threshold = 90
)
)
]

について説明します OverallSystemUsage ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列

<BuiltInRuleName>_<parameter_name>

他の組み込みのモニタリングルールおよびプロ
ファイリングルールのしきい値を調整するための
カスタマイズ可能なパラメータ。
オプション
デフォルト値: None

BatchSize
- BatchSize ルールは、バッチサイズが小さいために GPU が十分に利用されていないか検出するのに役
立ちます。この問題を検出するために、このルールは平均 CPU 使用率、GPU 使用率、GPU メモリ使用
率をモニタリングします。CPU、GPU、GPU メモリの使用率が平均的に低い場合は、トレーニングジョ
ブをより小さなインスタンスタイプで実行できるか、より大きなバッチサイズで実行できることを示して
いる可能性があります。この分析は、メモリを過度に割り当てるフレームワークでは機能しません。ただ
し、バッチサイズを大きくすると、各反復でデータの前処理時間がより多く必要になるため、処理やデー
タロードのボトルネックが発生する可能性があります。
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について説明します BatchSize ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
CPU 使用率の 95 番目の分位数のしきい値をパー
セント単位で定義します。

cpu_threshold_p95

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 70 (パーセント)
GPU 使用率の 95 番目の分位数のしきい値をパー
セント単位で定義します。

gpu_threshold_p95

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 70 (パーセント)
GPU メモリ使用率の 95 番目の分位数のしきい値
をパーセント単位で定義します。

gpu_memory_threshold_p95

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 70 (パーセント)
ルールが評価を開始するまでにスキップするデー
タポイントの数を定義します。通常、トレーニン
グジョブの最初の数ステップでは大量のデータ処
理が表示されるため、ルールを抑え気味に保ち、
このパラメータで指定するプロファイリングデー
タの特定の数を使ってルールがすぐに呼び出され
ないようにします。

patience

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 100
分位数を計算するためのウィンドウサイズ。

window

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 500
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Parameter Name

説明

scan_interval_us

タイムラインファイルがスキャンされる時間間
隔。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 60000000 (マイクロ秒)

CPUBottleneck
CPUBottleneck ルールは、CPU のボトルネックのために GPU が十分に利用されていないか検出するのに
役立ちます。CPU のボトルネックの数が事前定義されたしきい値を超えた場合、ルールは true を返しま
す。

CPUBottleneck ルールのパラメータの説明
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
合計トレーニング時間に対するボトルネック時間
の割合のしきい値を定義します。この割合がしき
い値パラメータに指定されたパーセンテージを超
えた場合、ルールはルールのステータスを true に
切り替えます。

threshold

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 50 (パーセント)
低 GPU 使用率を定義するしきい値。

gpu_threshold

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 10 (パーセント)
高 CPU 使用率を定義するしきい値。

cpu_threshold

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 90 (パーセント)
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Parameter Name

説明

patience

ルールが評価を開始するまでにスキップするデー
タポイントの数を定義します。通常、トレーニン
グジョブの最初の数ステップでは大量のデータ処
理が表示されるため、ルールを抑え気味に保ち、
このパラメータで指定するプロファイリングデー
タの特定の数を使ってルールがすぐに呼び出され
ないようにします。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 100
タイムラインファイルがスキャンされる時間間
隔。

scan_interval_us

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 60000000 (マイクロ秒)

GPUMemoryIncrease
GPU の使用MemoryIncrease ルールは、GPU のメモリ使用量の大幅な増加を検出するのに役立ちます。

GPU のパラメータの説明MemoryIncrease ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
絶対メモリ増加のしきい値を定義します。

increase

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 10 (パーセント)
ルールが評価を開始するまでにスキップするデー
タポイントの数を定義します。通常、トレーニン
グジョブの最初の数ステップでは大量のデータ処
理が表示されるため、ルールを抑え気味に保ち、
このパラメータで指定するプロファイリングデー
タの特定の数を使ってルールがすぐに呼び出され
ないようにします。

patience

オプション
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Parameter Name

説明
有効な値: 整数
デフォルト値: 100
分位数を計算するためのウィンドウサイズ。

window

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 500
タイムラインファイルがスキャンされる時間間
隔。

scan_interval_us

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 60000000 (マイクロ秒)

IOBottleneck
このルールは、データ I/O のボトルネックのために GPU が十分に利用されていないか検出するのに役立ち
ます。IO のボトルネックの数が事前定義されたしきい値を超えた場合、ルールは true を返します。

IOBottleneck ルールのパラメータの説明
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
ルールが true を返すときのしきい値を定義しま
す。

threshold

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 50 (パーセント)
GPU が十分に利用されていないと見なされるタイ
ミングを定義するしきい値。

gpu_threshold

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 70 (パーセント)
高 IO 待機時間を定義するしきい値。

io_threshold
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Parameter Name

説明
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 50 (パーセント)
ルールが評価を開始するまでにスキップするデー
タポイントの数を定義します。通常、トレーニン
グジョブの最初の数ステップでは大量のデータ処
理が表示されるため、ルールを抑え気味に保ち、
このパラメータで指定するプロファイリングデー
タの特定の数を使ってルールがすぐに呼び出され
ないようにします。

patience

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 1000
タイムラインファイルがスキャンされる時間間
隔。

scan_interval_us

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 60000000 (マイクロ秒)

LoadBalancing
- LoadBalancing ルールは、複数の GPU 間のワークロードバランスの問題を検出するのに役立ちます。

について説明します LoadBalancing ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
ワークロードのパーセンテージを定義します。

threshold

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 0.5 (単位なしの割合)
ルールが評価を開始するまでにスキップするデー
タポイントの数を定義します。通常、トレーニン
グジョブの最初の数ステップでは大量のデータ処

patience
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Parameter Name

説明
理が表示されるため、ルールを抑え気味に保ち、
このパラメータで指定するプロファイリングデー
タの特定の数を使ってルールがすぐに呼び出され
ないようにします。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 10
タイムラインファイルがスキャンされる時間間
隔。

scan_interval_us

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 60000000 (マイクロ秒)

LowGPUUtilization
LowGPUUtilization ルールは、GPU の使用率が低い、または変動による影響を受けていないか検出するの
に役立ちます。これは、各ワーカーの GPU ごとにチェックされます。95 番目の分位数が低使用率を示す
threshold_p95 を下回ると、ルールは true を返します。95 番目の分位数が threshold_p95 を上回り、5 番
目の分位数が変動を示す threshold_p5 を下回ると、ルールは true を返します。

LowGPUUtilization ルールのパラメータの説明
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
これを下回ると GPU が十分に利用されていないと
見なされる 95 番目の分位数のしきい値。

threshold_p95

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 70 (パーセント)
5 番目の分位数のしきい値。デフォルトは 10 パー
セントです。

threshold_p5

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 10 (パーセント)
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Parameter Name

説明

patience

ルールが評価を開始するまでにスキップするデー
タポイントの数を定義します。通常、トレーニン
グジョブの最初の数ステップでは大量のデータ処
理が表示されるため、ルールを抑え気味に保ち、
このパラメータで指定するプロファイリングデー
タの特定の数を使ってルールがすぐに呼び出され
ないようにします。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 1000
分位数を計算するためのウィンドウサイズ。

window

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 500
タイムラインファイルがスキャンされる時間間
隔。

scan_interval_us

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 60000000 (マイクロ秒)

OverallSystemUsage
- OverallSystemUsage ルールはワーカーノードごとの全体的なシステム使用量を測定します。このルール
は現在、ノードごとの値を集約し、そのパーセンタイルを計算するだけです。

について説明します OverallSystemUsage ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
タイムラインファイルをスキャンする時間間隔。

scan_interval_us

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 60000000 (マイクロ秒)
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MaxInitializationTime
- MaxInitializationTime ルールは、トレーニングの初期化に時間がかかりすぎていないか検出するのに役立
ちます。ルールは、最初のステップが使用可能になるまで待機します。

について説明します MaxInitializationTime ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
最初のステップが使用可能になるまでの待機時間
のしきい値を分単位で定義します。

threshold

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 20 (分)
タイムラインファイルがスキャンされる時間間
隔。

scan_interval_us

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 60000000 (マイクロ秒)

OverallFrameworkMetrics
- OverallFrameworkMetrics ルールは、フォワードパス、バックワードパス、データロードなど、フレーム
ワークメトリクスにかかった時間を集約します。

について説明します OverallFrameworkMetrics ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
タイムラインファイルをスキャンする時間間隔。

scan_interval_us

オプション
有効な値: 整数
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Parameter Name

説明
デフォルト値: 60000000 (マイクロ秒)

StepOutlier
- StepOutlier ルールは、ステップ期間の外れ値を検出するのに役立ちます。このルールは、一定の時間範
囲内のステップ期間にステップ期間全体の stddev シグマよりも大きな外れ値がある場合に True を返し
ます。

について説明します StepOutlier ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
標準偏差を乗算する係数を定義します。例えば、
デフォルトでステップ期間が標準偏差の 5 倍より
大きいか小さい場合、ルールが呼び出されます。

stddev

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 5 (分)
ステップが保存され、ルールが実行されるモー
ド。デフォルトでは、ルールは EVAL および
TRAIN フェーズのステップで実行されます。

mode

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 5 (分)
ルールが true を返すまでに無視する外れ値の数

n_outliers

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 10
タイムラインファイルがスキャンされる時間間
隔。

scan_interval_us

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 60000000 (マイクロ秒)
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CreateXgboostReport
- CreateXgboostReport ルールは、XGBoost トレーニングジョブから出力テンソルを収集し、包括的なト
レーニングレポートを自動生成します。トレーニングジョブの実行中またはトレーニングジョブの完了
後に包括的なプロファイリングレポートをダウンロードし、トレーニングの進行状況またはトレーニング
ジョブの最終結果をチェックできます。- CreateXgboostReport ルールは、デフォルトで次の出力テンソル
を収集します。
• hyperparameters - 最初のステップで保存します
• metrics - 5 ステップごとに損失と精度を保存します
• feature_importance - 5 ステップごとに保存します
• predictions - 5 ステップごとに保存します
• labels - 5 ステップごとに保存します

について説明します CreateXgboostReport ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列

rules=[
Rule.sagemaker(
rule_configs.create_xgboost_report()
)
]

DeadRelu
このルールは、トライアルにおける正規化線形ユニット (ReLU) 活性化関数の割合が、活性化アクティビ
ティがしきい値を下回ったために死状態と見なされるかどうかを検出します。レイヤ内の非アクティブな
ReLU の割合が非アクティブな ReLU threshold_layer の値より大きい場合、ルールは True を返しま
す。

について説明します DeadRelu ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用する正規表現パターンのリスト。この

tensor_regex
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Parameter Name

説明
ルールは、リストで指定された正規表現パターン
に一致するテンソルのみを検査します。パターン
が渡されない場合、デフォルト設定により、トラ
イアルで収集されたすべてのテンソルが比較され
ます。スカラー値テンソルのみを照合できます。
オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: ".*relu_output"
ReLU が死状態と見なされるアクティビティのレ
ベルを定義します。ReLU は、トライアルの開始
時にアクティブになり、その後、トレーニングプ
ロセス中にゆっくりと死状態になる場合がありま
す。ReLU が threshold_inactivity よりもア
クティブでない場合、死状態とみなされます。

threshold_inactivity

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 1.0 (パーセント)
レイヤ内の非アクティブな ReLU の割合が
threshold_layer より大きい場合、True を返
します。

threshold_layer

レイヤ内の非アクティブな ReLU の割合が
threshold_layer より小さい場合、False を返
します。
オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 50.0 (パーセント)

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.dead_relu(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*relu_output|.*ReLU_output",
"threshold_inactivity": "1.0",
"threshold_layer": "50.0"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_relu_collection",
parameters={
"include_regex: ".*relu_output|.*ReLU_output",
"save_interval": "500"
}
)
]
)
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]

組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

Note
このルールは、XGBoost アルゴリズムには使用できません。

ExplodingTensor
このルールは、トレーニング中に放出されたテンソルが無限または NaN (非数) のいずれかの非有限値を持
つかどうかを検出します。非有限値が検出された場合、ルールは True を返します。

について説明します ExplodingTensor ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
ルールが検査するテンソルのコレクション名のリ
スト。

collection_names

オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: None
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用する正規表現パターンのリスト。この
ルールは、リストで指定された正規表現パターン
に一致するテンソルのみを検査します。パターン
が渡されない場合、デフォルト設定により、トラ
イアルで収集されたすべてのテンソルが比較され
ます。スカラー値テンソルのみを照合できます。

tensor_regex

オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: None
True の場合、NaN に対してのみbase_trial テ
ンソル値を監視し、無限については監視しませ
ん。

only_nan

False の場合、NaN と無限の両方を分解値として
扱い、両方を監視します。
オプション
デフォルト値: False
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built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.exploding_tensor(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*gradient",
"only_nan": "False"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="gradients",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

Note
このルールは、XGBoost アルゴリズムには使用できません。

PoorWeightInitialization
このルールは、モデルパラメータの初期化が不十分であるかどうかを検出します。
適切な初期化を行うことで、ニューラルネットワークの重みと勾配の対称性が崩れ、レイヤー間で相応の
活性化分散が維持されます。さもなければ、ニューラルネットワークは効果的に学習しません。Xavier の
ようなイニシャライザは、アクティベーション間で分散を一定に保つことを目的としています。これは、
非常に深いニューラルネットのトレーニングに特に関連しています。初期化が小さすぎると、勾配が消
失する可能性があります。初期化が大きすぎると、勾配が爆発する可能性があります。このルールは、レ
イヤー間のアクティベーション入力の分散、勾配の分布、および初期ステップの損失収束をチェックし、
ニューラルネットワークの初期化が不十分であるかどうかを判断します。

について説明します PoorWeightInitialization ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用する正規表現パターンのリスト。この
ルールは、リストで指定された正規表現パターン
に一致するテンソルのみを検査します。パターン
が渡されない場合、デフォルト設定により、トラ
イアルで収集されたすべてのテンソルが比較され
ます。スカラー値テンソルのみを照合できます。

activation_inputs_regex

オプション
有効な値: 文字列
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Parameter Name

説明
デフォルト値: ".*relu_input"
レイヤごとの重みの最小分散と最大分散の比率
が、あるステップで threshold を超えた場合、
ルールは True を返します。

threshold

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 10.0
勾配分布の 5 パーセンタイルと 95 パーセンタイル
の最小差がdistribution_range より小さい場
合、ルールは True を返します。

distribution_range

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 0.001
損失が減少しなくなったと見なされるまで待機す
るステップの数。

patience

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 5
このルールが分析するステップの数。通常は、最
初の数回のイテレーションのみをチェックする必
要があります。

steps

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 10

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.poor_weight_initialization(),
rule_parameters={
"activation_inputs_regex": ".*relu_input|.*ReLU_input",
"threshold": "10.0",
"distribution_range": "0.001",
"patience": "5",
"steps": "10"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_relu_collection",
parameters={
"include_regex": ".*relu_input|.*ReLU_input",
"save_interval": "500"
}
)
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]

)

]

組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

Note
このルールは、XGBoost アルゴリズムには使用できません。

SaturatedActivation
このルールは、タンとシグモイド活性化層が飽和状態になっているかどうかを検出します。活性化層は、
レイヤの入力が活性化関数の最大値または最小値に近づくと飽和します。タンおよびシグモイド活性化関
数の最小値と最大値は、それぞれの min_threshold および max_thresholds 値によって定義されま
す。ノードのアクティビティが threshold_inactivity の割合を下回ると、そのノードは飽和している
と見なされます。ノードの threshold_layer パーセント以上が飽和している場合、ルールは True を返
します。

について説明します SaturatedActivation ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
ルールが検査するテンソルのコレクション名のリ
スト。

collection_names

オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: [None] (なし)
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用する正規表現パターンのリスト。この
ルールは、リストで指定された正規表現パターン
に一致するテンソルのみを検査します。パターン
が渡されない場合、デフォルト設定により、トラ
イアルで収集されたすべてのテンソルが比較され
ます。スカラー値テンソルのみを照合できます。

tensor_regex

オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値:
".*tanh_input|.*sigmoid_input".
タン活性化関数の入力の極値を定義する最小し
きい値と最大しきい値は、のように定義されま

threshold_tanh_min
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Parameter Name

説明
す。(min_threshold, max_threshold)。 デ
フォルト値は、消失する勾配しきい値 0.0000001
に基づいて決定されます。
オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: -9.4999
タン活性化関数の入力の極値を定義する最小し
きい値と最大しきい値は、のように定義されま
す。(min_threshold, max_threshold)。 デ
フォルト値は、消失する勾配しきい値 0.0000001
に基づいて決定されます。

threshold_tanh_max

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 9.4999
シグモイド活性化関数の入力の極値を定義する最
小しきい値と最大しきい値は、のように定義され
ます。(min_threshold, max_threshold)。
デフォルト値は、消失する勾配しきい値
0.0000001 に基づいて決定されます。

threshold_sigmoid_min

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: -23
シグモイド活性化関数の入力の極値を定義する最
小しきい値と最大しきい値は、のように定義され
ます。(min_threshold, max_threshold)。
デフォルト値は、消失する勾配しきい値
0.0000001 に基づいて決定されます。

threshold_sigmoid_max

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 16.99999
活性化層が飽和していると見なされる非アクティ
ブの割合。活性化は、トライアルの開始時にアク
ティブになり、その後、トレーニングプロセス中
に徐々にアクティブでなくなる場合があります。

threshold_inactivity

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 1.0
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Parameter Name

説明

threshold_layer

レイヤー内の飽和活性化の数
が、threshold_layer の割合より大きい場合に
True を返します。
レイヤー内の飽和活性化の数
が、threshold_layer の割合より少ない場合に
False を返します。
オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 50.0

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.saturated_activation(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*tanh_input|.*sigmoid_input",
"threshold_tanh_min": "-9.4999",
"threshold_tanh_max": "9.4999",
"threshold_sigmoid_min": "-23",
"threshold_sigmoid_max": "16.99999",
"threshold_inactivity": "1.0",
"threshold_layer": "50.0"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_activations_collection",
parameters={
"include_regex": ".*tanh_input|.*sigmoid_input"
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

Note
このルールは、XGBoost アルゴリズムには使用できません。

VanishingGradient
このルールは、トライアルの勾配が極端に小さくなるか、またはゼロになっていないかどうかを検出しま
す。勾配の絶対値の平均が指定された threshold を下回ると、ルールは True を返します。

について説明します VanishingGradient ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
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Parameter Name

説明
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
勾配が消失していると判断される値。

threshold

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 0.0000001。

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.vanishing_gradient(),
rule_parameters={
"threshold": "0.0000001"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="gradients",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

Note
このルールは、XGBoost アルゴリズムには使用できません。

WeightUpdateRatio
このルールは、トレーニング中に重みに対する更新の比率を追跡し、その比率が大きくなりすぎたり小
さくなりすぎたりしていないかどうかを検出します。重みに対する更新の比率が large_threshold
value より大きい場合、またはこの比率が small_threshold より小さい場合、ルールは True を返し
ます。
トレーニングの条件は、更新が勾配に比例している場合に最適です。更新が大きすぎると、重みが最適値
から遠ざかり、更新が小さすぎると収束が非常に遅くなります。このルールでは、2 つのトレーニングス
テップで重みを使用できるようにする必要があるため、train.save_interval を num_steps と等し
くなるように設定する必要があります。

について説明します WeightUpdateRatio ルール
パラメータ名

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
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パラメータ名

説明
有効な値: 文字列
テンソルが変更されたかどうかを判断するために
ルールがチェックするステップの数。

num_steps

重量比を比較するステップの数。値を渡さない場
合、ルールはデフォルトで現在のステップと直前
に保存したステップに対して実行されます。こ
のパラメータの値を渡してデフォルトをオーバー
ライドすると、ステップ s とステップ >= s num_steps での重みの比較が行われます。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: None
ルールが True を返す前に、重みに対する更新の
比率が取ることのできる最大値。

large_threshold

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 10.0
重みに対する更新の比率が取ることのできる最小
値。この値を下回ると、ルールは True を返しま
す。

small_threshold

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 0.00000001
重みの更新比率を計算する際、デバッガーがゼロ
で除算しないようにするために使用される小さな
定数。

epsilon

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 0.000000001

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.weight_update_ratio(),
rule_parameters={
"num_steps": "100",
"large_threshold": "10.0",
"small_threshold": "0.00000001",
"epsilon": "0.000000001"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
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]

)

]

)

name="weights",
parameters={
"train.save_interval": "100"
}

組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

Note
このルールは、XGBoost アルゴリズムには使用できません。

AllZero
このルールは、テンソル値のすべてまたは指定された割合がゼロかどうかを検出します。
このルールは、サポートされているディープラーニングフレームワーク (TensorFlow、MXNet、および
PyTorchについて説明します。collection_names または tensor_regex パラメータを指定する必要が
あります。両方のパラメータが指定されている場合、ルールは両方のセットのテンソルの和集合を検査し
ます。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

について説明します AllZero ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
ルールが検査するテンソルのコレクション名のリ
スト。

collection_names

オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: None
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用する正規表現パターンのリスト。この
ルールは、リストで指定された正規表現パターン
に一致するテンソルのみを検査します。パターン
が渡されない場合、デフォルト設定により、トラ
イアルで収集されたすべてのテンソルが比較され
ます。スカラー値テンソルのみを照合できます。

tensor_regex

オプション
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Parameter Name

説明
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: None
このルールが呼び出されるためにゼロにする必要
があるテンソル内の値の割合を指定します。

threshold

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 100 (パーセント)

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.all_zero(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*",
"threshold": "100"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="all",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

ClassImbalance
このルールは、クラス間のサンプリングの不均衡を測定し、不均衡がしきい値を超えた場合、または不均
衡の結果として過度に多くの誤予測が発生した場合にエラーをスローします。
分類モデルには、トレーニングデータセット内のバランスの取れたクラスや、トレーニング中の適切な重
み付けやサンプリングが必要です。ルールは次のチェックを実行します。
• これは、クラスごとの発生をカウントします。最小クラスと最大クラスの間のサンプル数の比率が
threshold_imbalance より大きい場合、エラーがスローされます。
• クラスごとの予測精度をチェックします。リサンプリングまたは重み付けが正しく適用されていない場
合、トレーニングサンプルが多いクラスの精度は高くなりますが、トレーニングサンプルが少ないクラ
スの精度は低くなります。特定のクラスの誤予測の一部が threshold_misprediction を超える場合
は、エラーがスローされます。
このルールは、サポートされているディープラーニングフレームワーク (TensorFlow、MXNet、および
PyTorchについて説明します。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。
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について説明します ClassImbalance ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
最小クラスと最大クラスのサンプル数の間の許容
可能な不均衡。このしきい値を超えると、エラー
がスローされます。

threshold_imbalance

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 10
各クラスに許容される誤予測の割合の制限。この
しきいを超えると、エラーがスローされます。過
小評価されているクラスは、このしきい値を超え
るリスクが最も高くなります。

threshold_misprediction

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 0.7
不均衡が評価される前に処理する必要があるラベ
ルの数。ルールは、いくつかのステップの十分な
サンプルが確認されるまで、トリガーされないこ
とがあります。データセットに含まれるクラスの
数が多いほど、この sample 数は大きくなりま
す。

samples

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 500 (10 クラスを持つ MNIST のよ
うなデータセットを仮定)
True の場合、np.argmax は予測テンソルに適用さ
れます。各クラスの確率ベクトルがある場合に必
要です。最も高い確率を持っているクラスを決定
するために使用されます。

argmax

条件付き
有効な値: ブール値
デフォルト値: False
ラベルを含むテンソルの名前。

labels_regex
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Parameter Name

説明
オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: ".*labels"
予測を含むテンソルの名前。

predictions_regex

オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: ".*predictions"

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.class_imbalance(),
rule_parameters={
"threshold_imbalance": "10",
"threshold_misprediction": "0.7",
"samples": "500",
"argmax": "False",
"labels_regex": ".*labels",
"predictions_regex": ".*predictions"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_output_collection",
parameters={
"include_regex": ".*labels|.*predictions",
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

LossNotDecreasing
このルールは、損失の値が適切な割合で減少していないことを検出します。これらの損失はスカラーでな
ければなりません。
このルールは、サポートされているディープラーニングフレームワーク (TensorFlow、MXNet、および
PyTorchについて説明します。collection_names または tensor_regex パラメータを指定する必要が
あります。両方のパラメータが指定されている場合、ルールは両方のセットのテンソルの和集合を検査し
ます。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

について説明します LossNotDecreasing ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
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Parameter Name

説明
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
ルールが検査するテンソルのコレクション名のリ
スト。

collection_names

オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: None
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用される正規表現パターンのリスト。こ
のルールは、リストで指定された正規表現パター
ンに一致するテンソルのみを検査します。パター
ンが渡されない場合、デフォルト設定により、
トライアルで収集されたすべてのテンソルが比較
されます。スカラー値テンソルのみを照合できま
す。

tensor_regex

オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: None
True に設定すると、コレクションが存在する場合
に「losses」という名前のコレクションの損失が検
索されます。

use_losses_collection

オプション
有効な値: ブール値
デフォルト値: True
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Parameter Name

説明

num_steps

損失が減少しているかどうかをルールがチェッ
クするまでの最小ステップ数。ルールの評価は
num_steps ごとに行われます。ルールは、この
ステップの損失と、現在のステップの少なくと
も num_steps つ後にあるステップの損失を比較
します。例えば、損失を 3 ステップごとに保存
し、num_steps を 10 に設定するとします。ス
テップ 21 では、ステップ 21 の損失がステップ 9
の損失と比較されます。損失がチェックされる次
のステップはステップ 33 です。これは、ステップ
21 の 10 ステップ後はステップ 31 であり、ステッ
プ 31 とステップ 32 では損失が保存されないため
です。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 10
num_steps の間で損失が減少する最小パーセント
差。

diff_percent

オプション
有効な値: 0.0 < 浮動小数点数 < 100
デフォルト値: 0.1 (パーセント)
損失が増加してきている場合に、損失の増加が許
容される最大しきい値の割合

increase_threshold_percent

オプション
有効な値: 0 < 浮動小数点数 < 100
デフォルト値: 5 (パーセント)
ルールチェックのためにテンソル値を照会
するデバッガーモードの名前。このパラメー
タを渡さない場合、ルールはデフォルトで
mode.EVAL、mode.TRAIN、mode.GLOBAL の順
にチェックします。

mode

オプション
有効な値: 文字列（EVAL,TRAIN, またはGLOBAL)
デフォルト値: GLOBAL

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.loss_not_decreasing(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*",
"use_losses_collection": "True",
"num_steps": "10",
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"diff_percent": "0.1",
"increase_threshold_percent": "5",
"mode": "GLOBAL"

]

)

},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]

Overfit
このルールは、検証とトレーニングの損失を比較することにより、モデルがトレーニングデータにオー
バーフィットしているかどうかを検出します。
このルールは、サポートされているディープラーニングフレームワーク (TensorFlow、MXNet、および
PyTorchについて説明します。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

Note
オーバーフィットを防ぐ標準的な方法は、モデルを正規化することです。

Overfit ルールのパラメータの説明
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用する正規表現パターンのリスト。この
ルールは、リストで指定された正規表現パターン
に一致するテンソルのみを検査します。パターン
が渡されない場合、デフォルト設定により、トラ
イアルで収集されたすべてのテンソルが比較され
ます。スカラー値テンソルのみを照合できます。

tensor_regex

オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: [None] (なし)
検証とトレーニング損失の比較を開始するステッ
プ。

start_step

オプション

2259

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
組み込みルールのリスト

Parameter Name

説明
有効な値: 整数
デフォルト値: 0
モデルが過適合であるとみなされる前
に、ratio_threshold が設定された値を超える
ことを許可されるステップの数。

patience

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 1
平均検証損失と平均トレーニング損失の間の差と
平均トレーニング損失の最大比。patience 数
のステップでこのしきい値を超えた場合、モデル
はオーバーフィットし、ルールは True を返しま
す。

ratio_threshold

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 0.1

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.overfit(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*",
"start_step": "0",
"patience": "1",
"ratio_threshold": "0.1"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"train.save_interval": "100",
"eval.save_interval": "10"
}
)
]
)
]

Overtraining
このルールは、モデルがオーバートレーニングされているかどうかを検出します。正常に動作するモデル
でトレーニングを何度も繰り返すと (トレーニングと検証の両方の損失が減少)、モデルは損失関数の最小
値に近づき、それ以上改善されなくなります。モデルがトレーニングを続けると、オーバーフィットし始
めるため、検証損失が増加し始める可能性があります。このルールでは、モデルが改善されていないか判
断するしきい値と条件を設定し、オーバートレーニングによるオーバーフィットの問題を防止します。
このルールは、サポートされているディープラーニングフレームワーク (TensorFlow、MXNet、および
PyTorchについて説明します。
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組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

Note
Overtraining は、早期停止によって回避することができます。早期停止の詳細については、「ト
レーニングジョブを早期停止する (p. 2325)」を参照してください。デバッガーでスポットトレー
ニングを使う方法を示す例については、「」を参照してください。Amazon でスポットトレーニ
ングを有効にする SageMaker Debugger。

Overtraining ルールのパラメータの説明
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
トレーニング損失が改善していないとみなされる
前に待機するステップ数。

patience_train

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 5
検証の損失が改善していないとみなされる前に待
機するステップ数。

patience_validation

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 10
エラーが新しい最適要件として見なされる前にど
の程度改善すべきかを示す最小しきい値。

delta

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 0.01

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.overtraining(),
rule_parameters={
"patience_train": "5",
"patience_validation": "10",
"delta": "0.01"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
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]

)

]

)

name="losses",
parameters={
"save_interval": "500"
}

SimilarAcrossRuns
このルールは、基本トライアルから収集されたテンソルと、別のトライアルからのテンソルを比較しま
す。
このルールは、サポートされているディープラーニングフレームワーク (TensorFlow、MXNet、および
PyTorchについて説明します。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

について説明します SimilarAcrossRuns ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
現在の base_trial から収集したテンソルと比較
するテンソルの出力元の完了トレーニングジョブ
名。

other_trials

[Required] (必須)
有効な値: 文字列
ルールが検査するテンソルのコレクション名のリ
スト。

collection_names

オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: [None] (なし)
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用する正規表現パターンのリスト。この
ルールは、リストで指定された正規表現パターン
に一致するテンソルのみを検査します。パターン
が渡されない場合、デフォルト設定により、トラ
イアルで収集されたすべてのテンソルが比較され
ます。スカラー値テンソルのみを照合できます。

tensor_regex

オプション
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Parameter Name

説明
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: [None] (なし)

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.similar_across_runs(),
rule_parameters={
"other_trials": "<specify-another-job-name>",
"collection_names": "losses",
"tensor_regex": ".*"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

StalledTrainingRule
StalledTrainingRule トレーニングジョブが進行していないことを検出し、ルールが発動するとトレーニン
グジョブを停止させます。このルールは、threshold パラメータで定義された時間間隔で、定期的にテ
ンソルが保存されていることを必要とします。このルールは新しいテンソルをモニタリングし続け、新し
いテンソルがしきい値間隔で出力されなかった場合、ルールを発動します。

について説明します StalledTrainingRule ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
テンソル出力が停滞したトレーニングの問題を起
こすまで、ルールがテンソル出力を待つ時間を秒
単位で定義するしきい値。デフォルト値は 1800 秒
です。

threshold

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 1800
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Parameter Name

説明

stop_training_on_fire

True に設定されている場合、基本トレーニング
ジョブが「threshold」秒でテンソルを出力する
かモニタリングします。
オプション
有効な値: ブール値
デフォルト値: False
基本トレーニングジョブ名のプレフィックス。も
しstop_training_on_fireが真の場合、ルール
は SageMaker 同じアカウントでこの接頭辞を持つ
トレーニングジョブ。不活動状態が検出された場
合、ルールは StopTrainingJob アクションを実
行します。同じプレフィックスを持つジョブが複
数見つかった場合、ルールは終了をスキップする
ことに注意してください。プレフィックスは、ト
レーニングジョブごとに一意に設定することが重
要です。

training_job_name_prefix

オプション
有効な値: 文字列

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
rule_parameters={
"threshold": "1800",
"stop_training_on_fire": "True",
"training_job_name_prefix": "<specify-training-base-job-name>"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

TensorVariance
このルールは、テンソルの非常に高いまたは低い分散を検出します。テンソルの非常に高いまたは低い分
散は、ニューロンの飽和につながり、ニューラルネットワークの学習能力を低下させる可能性がありま
す。テンソルの分散が非常に高いと、最終的にテンソルの爆発につながる可能性があります。このルール
を使用すると、このような問題を早期に検出できます。
このルールは、サポートされているディープラーニングフレームワーク (TensorFlow、MXNet、および
PyTorchについて説明します。collection_names または tensor_regex パラメータを指定する必要が
あります。両方のパラメータが指定されている場合、ルールは両方のセットのテンソルの和集合を検査し
ます。
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組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

について説明します TensorVariance ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
ルールが検査するテンソルのコレクション名のリ
スト。

collection_names

オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: [None] (なし)
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用する正規表現パターンのリスト。この
ルールは、リストで指定された正規表現パターン
に一致するテンソルのみを検査します。パターン
が渡されない場合、デフォルト設定により、トラ
イアルで収集されたすべてのテンソルが比較され
ます。スカラー値テンソルのみを照合できます。

tensor_regex

オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: [None] (なし)
テンソル分散の上限のしきい値。

max_threshold

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: [None] (なし)
テンソル分散の下限のしきい値。

min_threshold

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: [None] (なし)

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.tensor_variance(),
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]

)

rule_parameters={
"collection_names": "weights",
"max_threshold": "10",
"min_threshold": "0.00001",
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="weights",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]

UnchangedTensor
このルールは、テンソルがステップ間で変化していないことを検出します。
このルールは、numpy.allclose メソッドを実行し、テンソルが変わっていないかどうかをチェックしま
す。
このルールは、サポートされているディープラーニングフレームワーク (TensorFlow、MXNet、および
PyTorchについて説明します。collection_names または tensor_regex パラメータを指定する必要が
あります。両方のパラメータが指定されている場合、ルールは両方のセットのテンソルの和集合を検査し
ます。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

について説明します UnchangedTensor ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
ルールが検査するテンソルのコレクション名のリ
スト。

collection_names

オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: [None] (なし)
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用する正規表現パターンのリスト。この
ルールは、リストで指定された正規表現パターン
に一致するテンソルのみを検査します。パターン
が渡されない場合、デフォルト設定により、トラ
イアルで収集されたすべてのテンソルが比較され
ます。スカラー値テンソルのみを照合できます。

tensor_regex
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Parameter Name

説明
オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: [None] (なし)
テンソルが変更されたかどうかを判断するために
ルールがチェックするステップの数。

num_steps

これにより、使用可能な最後の num_steps が
チェックされます。ステップの数は連続している
必要はありません。num_steps が 2 の場合、ス
テップ s では必ずしも s-1 と s をチェックすると
は限りません。s-1 がない場合は、最後の使用可能
なステップが s とともにチェックされます。この
場合、使用可能な最後のステップが現在のステッ
プでチェックされます。
オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 3
numpy.allclose メソッドに渡される相対許容誤
差のパラメータ。

rtol

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 1e-05
numpy.allclose メソッドに渡される絶対許容誤
差のパラメータ。

atol

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 1e-08
について説明します。 NaNs 等しい もしTrue,
NaNs 入力配列 a は次と等しいと見なされます
NaNs は出力配列の入力配列 b にあります。この
パラメータは、numpy.allclose メソッドに渡さ
れます。

equal_nan

オプション
有効な値: ブール値
デフォルト値: False

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
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]

)

base_config=rule_configs.unchanged_tensor(),
rule_parameters={
"collection_names": "losses",
"tensor_regex": "",
"num_steps": "3",
"rtol": "1e-05",
"atol": "1e-08",
"equal_nan": "False"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]

CheckInputImages
このルールは、入力イメージが正しく正規化されているかどうかをチェックします。具体的には、サンプ
ルデータの平均がゼロからのしきい値よりも大きく異なるかどうかを検出します。多くのコンピュータビ
ジョンモデルでは、入力データの平均と単位分散がゼロである必要があります。
このルールは、ディープラーニングアプリケーションに適用できます。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

について説明します CheckInputImages ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
入力データの平均値が 0 からどれだけ異なるかを
定義するしきい値。

threshold_mean

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 0.2
エラーがスローされる前にサンプリングする必
要があるイメージの数。値が低すぎると、データ
セット平均の推定値が不正確になります。

threshold_samples

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 500
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Parameter Name

説明

regex

入力データテンソルの名前。
オプション
有効な値: 文字列
デフォルト
値:".*hybridsequential0_input_0"(Apache
MXNet モデルの入力テンソルの名前
HybridSequential)
入力テンソル形状配列におけるカラーチャネルの
位置。

channel

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 1 (たとえば、MXNet は (batch_size,
channel, height, width) 形式の入力データを想定し
ています)

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.check_input_images(),
rule_parameters={
"threshold_mean": "0.2",
"threshold_samples": "500",
"regex": ".*hybridsequential0_input_0",
"channel": "1"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_inputs_collection",
parameters={
"include_regex": ".*hybridsequential0_input_0",
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

NLPSequenceRatio
このルールは、パフォーマンスの最適化に役立つ入力シーケンスの残りの部分を考慮して、特定のトーク
ンの比率を計算します。たとえば、パディングの割合を計算できます。 end-of-sentence (EOS) トークン
を入力シーケンスに追加します。EOS トークンの数が多すぎる場合は、代替バケット方針を実行する必要
があります。また、入力シーケンス内の未知のトークンの割合を計算することもできます。未知語の数が
多すぎる場合は、代替語彙を使用することができます。
このルールは、ディープラーニングアプリケーションに適用できます。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。
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NLP のパラメータの説明SequenceRatio ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
この比較を特定のスカラー値テンソルに限定する
ために使用する正規表現パターンのリスト。この
ルールは、リストで指定された正規表現パターン
に一致するテンソルのみを検査します。パターン
が渡されない場合、デフォルト設定により、トラ
イアルで収集されたすべてのテンソルが比較され
ます。スカラー値テンソルのみを照合できます。

tensor_regex

オプション
有効な値: 文字列のリストまたはカン区切りの文字
列
デフォルト値: ".*embedding0_input_0" (埋め
込みをネットワークの初期レイヤと仮定)
トークンの数値のリストの文字列。たとえば、
「3、0」のように指定します。

token_values

オプション
有効な値: カン区切りの数値文字列
デフォルト値: 0
各 token_values に対応するしきい値のリ
スト (パーセンテージ) の文字列。たとえば、
「50.0、50.0」のように指定します。

token_thresholds_percent

オプション
有効な値: カン区切りの浮動小数点数の文字列。
デフォルト値: "50"

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.nlp_sequence_ratio(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*embedding0_input_0",
"token_values": "0",
"token_thresholds_percent": "50"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_inputs_collection",
parameters={
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]

)

]

)

}

"include_regex": ".*embedding0_input_0"

Confusion
このルールは、分類問題に対する混同行列の良さを評価します。
これは、サイズ category_no*category_no のマトリックスを作成し、(labels、predictions)
ペアから来るデータを入力します。(labels、predictions) ペアごとに、confusion[labels]
[predictions] のカウント は 1 ずつ増加します。マトリックスが完全に入力されると、対角値と非対角
値の比率は次のように評価されます。
• 対角線上の要素の場合: confusion[i][i]/sum_j(confusion[j][j])>=min_diag
• 非対角線上の要素の場合: confusion[j][i])/sum_j(confusion[j][i])<=max_off_diag
このルールは、XGBoost アルゴリズムに適用できます。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

Confusion ルールのパラメータの説明
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
カテゴリの数。

category_no

オプション
有効な値: 整数 ≥2
デフォルト値: "None"
labels テンソルコレクションまたは正解ラベルの
1 次元ベクトル。

labels

オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: "labels"
predictions テンソルコレクションまたは推定ラ
ベルの 1 次元ベクトル。

predictions

オプション
有効な値: 文字列
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Parameter Name

説明
デフォルト値: "predictions"
ルールは、labels についてこのコレクションのテ
ンソルを検査します。

labels_collection

オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: "labels"
ルールは、predictions についてこのコレクショ
ンのテンソルを検査します。

predictions_collection

オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: "predictions"
対角線上のデータの比率の最小しきい値。

min_diag

オプション
有効な値: 0≤ 浮動小数点数 ≤1
デフォルト値: 0.9
非対角線上のデータの比率の最大しきい値。

max_off_diag

オプション
有効な値: 0≤ 浮動小数点数 ≤1
デフォルト値: 0.1

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.confusion(),
rule_parameters={
"category_no": "10",
"labels": "labels",
"predictions": "predictions",
"labels_collection": "labels",
"predictions_collection": "predictions",
"min_diag": "0.9",
"max_off_diag": "0.1"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="labels",
parameters={
"save_interval": "500"
}
),
CollectionConfig(
name="predictions",
parameters={
"include_regex": "500"
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]

)

]

)

}

Note
このルールでは、オプションのパラメータ値が指定されていない場合、デフォルト値が推測され
ます。

FeatureImportanceOverweight
このルールは、ステップごとに上位 n 個の特徴重要度値の重みを累積し、それがしきい値を超えないよう
にします。例えば、上位 3 つの特徴に対してしきい値を設定して、モデルの総重みの 80% を超えないよ
うに設定できます。
このルールは、XGBoost アルゴリズムに対してのみ有効です。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

について説明します FeatureImportanceOverweight ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
上位 n 個の特徴の累積合計の割合についてしきい
値を定義します。数値 n は、nfeatures パラメー
タで定義されます。

threshold

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 0.8
上位の特徴の数。

nfeatures

オプション
有効な値: 整数
デフォルト値: 3
ルールが分析するテンソル名の正規表現 (regex)。

tensor_regex

オプション
有効な値: 文字列
デフォルト値: ".*feature_importance/
weight"
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built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.feature_importance_overweight(),
rule_parameters={
"threshold": "0.8",
"nfeatures": "3",
"tensor_regex": ".*feature_importance/weight"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="feature_importance",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

TreeDepth
このルールは、XGBoost モデルのツリーの深さを測定します。XGBoost は、分割が損失を改善しない場合
に分割を拒否します。これにより、トレーニングが正規化されます。その結果、ツリーは depth パラメー
タで定義されているほど深く成長しない可能性があります。
このルールは、XGBoost アルゴリズムに対してのみ有効です。
組み込みルールを設定およびデプロイする例については、「デバッガーの組み込みルールを設定す
る (p. 2149)」を参照してください。

について説明します TreeDepth ルール
Parameter Name

説明

base_trial

基本トライアルトレーニングジョブ名。このパラ
メータは、Amazon によって現在のトレーニング
ジョブに自動的に設定されます。 SageMaker デ
バッガー
[Required] (必須)
有効な値: 文字列
ツリーの深さ。ツリーの深さは、最大のノード ID
の 2 対数を計算することによって得られます。

depth

オプション
有効な値: 浮動小数点
デフォルト値: 4

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.tree_depth(),
rule_parameters={
"depth": "4"
},
collections_to_save=[
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]

)

]

CollectionConfig(
name="tree",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)

トレーニングジョブ分析用のデバッガーカスタムルー
ルを作成する
デバッガールール API と、独自のルールコンテナ構築のためのツールを提供するオープンソースの
smdebug Python ライブラリを使って、トレーニングジョブをモニタリングするカスタムルールを作成で
きます。
トピック
• デバッガーカスタムルールを作成するための前提条件 (p. 2275)
• デバッガークライアントライブラリ smdebug を使ってカスタムルール Python スクリプトを作成す
る (p. 2275)
• デバッガー API を使って独自のカスタムルールを実行する (p. 2276)

デバッガーカスタムルールを作成するための前提条件
デバッガーカスタムルールの作成には、次の前提条件が必要です。
• SageMaker デバッガールールカスタム API
• オープンソース smdebug Python ライブラリ
• 独自のカスタムルール python スクリプト
• カスタムルールエバリュエーターの Amazon SageMaker デバッガーレジストリ URL (p. 2297)

デバッガークライアントライブラリ smdebug を使ってカスタム
ルール Python スクリプトを作成する
smdebug ルール API は、独自のカスタムルールを設定するためのインターフェイスを提供します。次の
Python スクリプトは、カスタムルール CustomGradientRule の作成方法のサンプルです。このチュー
トリアルカスタムルールは、勾配が大きくなりすぎていないかどうかをモニタリングするもので、デフォ
ルトのしきい値を 10 に設定しています。カスタムルールは、トレーニングジョブの開始時に SageMaker
推定器によって作成された基本トライアルを実行します。
from smdebug.rules.rule import Rule
class CustomGradientRule(Rule):
def __init__(self, base_trial, threshold=10.0):
super().__init__(base_trial)
self.threshold = float(threshold)
def invoke_at_step(self, step):
for tname in self.base_trial.tensor_names(collection="gradients"):
t = self.base_trial.tensor(tname)
abs_mean = t.reduction_value(step, "mean", abs=True)
if abs_mean > self.threshold:
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return True
return False

次のセクションでカスタムルールオブジェクトを構築することで、同じ Python スクリプトに必要な数の
カスタムルールクラスを追加し、どのトレーニングジョブトライアルにもデプロイできます。

デバッガー API を使って独自のカスタムルールを実行する
次のコードサンプルは、Amazon SageMaker Python SDK を使ってカスタムルールを設定する方
法を示しています。この例では、前のステップで作成したカスタムルールスクリプトが「path/to/
my_custom_rule.py」にあることを前提としています。
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig
custom_rule = Rule.custom(
name='MyCustomRule',
image_uri='759209512951.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-ruleevaluator:latest',
instance_type='ml.t3.medium',
source='path/to/my_custom_rule.py',
rule_to_invoke='CustomGradientRule',
collections_to_save=[CollectionConfig("gradients")],
rule_parameters={"threshold": "20.0"}
)

次のリストでは、デバッガー Rule.custom API の引数について説明します。
• name(str): 必要に応じてカスタムルール名を指定します。
• image_uri(str): これは、カスタムルールを理解するロジックを持つコンテナのイメージです。トレー
ニングジョブで保存した指定されたテンソルコレクションを取得して評価します。オープンソース
の SageMaker ルールエバリュエーターイメージのリストは、「カスタムルールエバリュエーターの
Amazon SageMaker デバッガーレジストリ URL (p. 2297)」から参照できます。
• instance_type(str): ルール docker コンテナを構築するには、インスタンスを指定する必要がありま
す。これにより、トレーニングコンテナと並列でインスタンスがスピンアップされます。
• source(str): これは、カスタムルールスクリプトへのローカルパスまたは Amazon S3 URI です。
• rule_to_invoke(str): これは、カスタムルールスクリプト内の特定のルールクラスの実装を指定しま
す。SageMaker がサポートするのは、ルールジョブの中で一度に 1 つだけのルールの評価です。
• collections_to_save(str): これは、ルールを実行するために保存するテンソルコレクションを指定
します。
• rule_parameters(辞書): これは、ディクショナリ形式のパラメータ入力を受け入れます。カスタム
ルールスクリプトで設定したパラメータを調整できます。
custom_rule オブジェクトを設定した後は、どのトレーニングジョブの SageMaker 推定器の構築にも使
用できます。トレーニングスクリプトへの entry_point を指定します。トレーニングスクリプトを変更
する必要はありません。
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name='smdebug-custom-rule-demo-tf-keras',
entry_point='path/to/your_training_script.py'
train_instance_type='ml.p2.xlarge'
...
# debugger-specific arguments below
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rules = [custom_rule]

)
estimator.fit()

デバッガーのカスタムルールを使うその他のバリエーションと高度な例については、次のサンプルノート
ブックを参照してください。
• Amazon SageMaker デバッガーのカスタムルールを使ってトレーニングジョブをモニタリングする
• ResNet と AlexNet の PyTorch 反復モデルプルーニング
• TensorFlow のトレーニングステータスに基づいてアクションを実行するためのデバッガールールを使っ
て Amazon CloudWatch Events をトリガーする

カスタムトレーニングコンテナと共にデバッガーを使
用する
Amazon SageMaker デバッガーは、Amazon SageMaker に持ち込むすべての深層学習モデルで使用でき
ます。AWS CLI、SageMaker Estimator API、デバッガー API を使うと、任意の Docker ベースイメー
ジを使って、モデルをトレーニングするためのコンテナを構築およびカスタマイズできます。カスタマイ
ズされたコンテナと共にデバッガーを使うには、トレーニングスクリプトに最小限の変更を加えてデバッ
ガーフックコールバックを実装し、トレーニングジョブからテンソルを取得する必要があります。
デバッガーと一体のカスタマイズされたコンテナを構築するには、次のリソースが必要です。
• Amazon SageMaker Python SDK
• SMDebug オープンソースクライアントライブラリ
• 任意の Docker ベースイメージ
• デバッガーフックが登録されたトレーニングスクリプト - デバッガーフックをトレーニングスクリ
プトに登録する方法の詳細については、「デバッガーフックをトレーニングスクリプトに登録す
る (p. 2278)」を参照してください。
カスタムトレーニングコンテナと共にデバッガーを使用するエンドツーエンドの例については、次のサン
プルノートブックを参照してください。
• カスタムトレーニングコンテナを構築し、デバッガーでトレーニングジョブをデバッグする

Tip
このカスタムコンテナとデバッガーのガイドは、カスタムトレーニングコンテナを構築
し、Amazon ECR にプッシュする方法を具体的に説明する「独自のトレーニングコンテナを適応
させる (p. 2928)」ガイドの拡張版です。

カスタムトレーニングコンテナ構築の準備をする
Docker コンテナを構築するには、ファイルの基本構造は次のようになります。
### debugger_custom_container_test_notebook.ipynb
codes
### debugger_custom_container_test_folder
### your-training-script.py
hook
### Dockerfile
container
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デバッガーフックをトレーニングスクリプトに登録する
モデルトレーニングをデバッグするには、トレーニングスクリプトにデバッガーフックを追加する必要が
あります。

Note
このステップは、モデルトレーニングをデバッグするためのモデルパラメータ (出力テンソル) を
収集するために必要です。モニタリングとプロファイリングのみを行う場合は、このフック登録
ステップを省略でき、推定器を構築するときに debugger_hook_config パラメータを除外でき
ます。
次のサンプルコードは、Keras ResNet50 モデルを使用したトレーニングスクリプトの構造と、デバッグ
のための Keras コールバックとしてデバッガーフックを渡す方法を示しています。完全なトレーニングス
クリプトについては、「SageMaker デバッガーフックを使用した TensorFlow トレーニングスクリプト」
を参照してください。
# An example of training script (your-training-script.py)
import tensorflow.compat.v2 as tf
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
import smdebug.tensorflow as smd
def train(batch_size, epoch, model, hook):
...
model.fit(X_train, Y_train,
batch_size=batch_size,
epochs=epoch,
validation_data=(X_valid, Y_valid),
shuffle=True,
callback

# smdebug modification: Pass the Debugger hook in the main() as a Keras
callbacks=[hook])

def main():
parser=argparse.ArgumentParser(description="Train resnet50 cifar10")
# hyperparameter settings
parser.add_argument(...)
args = parser.parse_args()
model=ResNet50(weights=None, input_shape=(32,32,3), classes=10)
# Add the following line to register the Debugger hook for Keras.
hook=smd.KerasHook.create_from_json_file()
# Start the training.
train(args.batch_size, args.epoch, model, hook)
if __name__ == "__main__":
main()

サポートされているフレームワークおよびアルゴリズムのデバッガーフック登録の詳細について
は、SMDebug クライアントライブラリの次のリンクを参照してください。
• SMDebug TensorFlow フック
• SMDebug PyTorch フック
• SMDebug MXNet フック
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• SMDebug XGBoost フック
次のサンプルノートブックのトレーニングスクリプトには、デバッガーフックをトレーニングスクリプト
に追加し、詳細な出力テンソルを収集する方法についてのより多くの例が含まれています。
• TensorFlow 2.1 フレームワークを使用したスクリプトモードのデバッガー
Deep Learning Containers での Debugger の使用とスクリプトモードでの Debugger の使用の違いを確
認するには、このノートブックを開き、Deep Learning Containers TensorFlow v2.1 での前の Debugger
のノートブック例を並べて配置してください。
スクリプトモードでは、フック設定部分は、推定器を設定するスクリプトから削除されます。代わり
に、 デバッガーフック機能は、トレーニングスクリプトであるスクリプトモードの TensorFlow Keras
ResNet トレーニングスクリプトにマージされます。トレーニングスクリプトにより、TensorFlow
ResNet50 アルゴリズムと通信するために必要な TensorFlow Keras 環境に smdebug ライブラリがイ
ンポートされます。また、train 関数内に callbacks=[hook] 引数を追加し (49 行目)、SageMaker
Python SDK で提供されている手動フック設定 (89 行目) を追加することで、smdebug フック機能も手
動で実装します。
このスクリプトモードの例では、TF 2.1 の例のスクリプト変更なしと直接比較するために TF 2.1 フレー
ムワークでトレーニングジョブを実行します。スクリプトモードでデバッガーをセットアップする利点
は、AWS Deep Learning Containers でカバーされないフレームワークのバージョンを柔軟に選択できる
ことです。
• PyTorch コンテナでスクリプトモードの Amazon SageMaker デバッガーを使用する
このノートブックは、PyTorch v1.3.1 フレームワークでスクリプトモードのデバッガーを有効にしま
す。PyTorch v1.3.1 は SageMaker コンテナのサポート対象であり、この例では、トレーニングスクリ
プトを変更する方法の詳細を示しています。
SageMaker PyTorch 推定器は、デフォルトで既にスクリプトモードになっています。ノートブックで
は、script_mode をアクティブ化する行が推定器の設定に含まれていません。
このノートブックでは、元の PyTorch トレーニングスクリプトをデバッガーを有効にした変更バージョ
ンに変える詳細なステップを示しています。さらに、この例では、デバッガーの組み込みルールを使っ
て、勾配消失などのトレーニングの問題を検出する方法と、保存されたテンソルの呼び出しと分析を行
うデバッガーのトライアル機能を示しています。

Dockerfile を作成して設定する
SageMaker JupyterLab を開き、新しいフォルダ (この例では
debugger_custom_container_test_folder) を作成して、トレーニングスクリプトと Dockerfile
を保存します。次のコード例は、必須の Docker ビルドコマンドを含む Dockerfile です。次のコードを
Dockerfile テキストファイルに貼り付け、保存します。トレーニングスクリプトを同じフォルダにアッ
プロードします。
# Specify a docker base image
FROM tensorflow/tensorflow:2.2.0rc2-gpu-py3
RUN /usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
RUN pip install --upgrade protobuf
# Install required packages to enable the SageMaker Python SDK and the smdebug library
RUN pip install sagemaker-training
RUN pip install smdebug
CMD ["bin/bash"]

構築済みの AWS Deep Learning Containers イメージを使用する場合は、「使用可能な AWS Deep
Learning Containers イメージ」を参照してください。
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カスタムトレーニングコンテナを構築して Amazon ECR にプッ
シュする
テストノートブック debugger_custom_container_test_notebook.ipynb を作成し、ノートブック
セルで次のコードを実行します。これは、debugger_byoc_test_docker ディレクトリにアクセスし、
指定された algorithm_name を使って Docker をビルドし、Docker コンテナを Amazon ECR にプッ
シュします。
import boto3
account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2'
tag = ':latest'
region = boto3.session.Session().region_name
uri_suffix = 'amazonaws.com'
if region in ['cn-north-1', 'cn-northwest-1']:
uri_suffix = 'amazonaws.com.cn'
byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format(account_id, region, uri_suffix,
ecr_repository + tag)
!docker build -t $ecr_repository docker
!$(aws ecr get-login --region $region --registry-ids $account_id --no-include-email)
!aws ecr create-repository --repository-name $ecr_repository
!docker tag {ecr_repository + tag} $byoc_image_uri
!docker push $byoc_image_uri

Tip
AWS Deep Learning Containers の基本イメージのいずれかを使う場合は、次のコードを実行して
Amazon ECR にログインし、Deep Learning Containers イメージリポジトリにアクセスします。
! aws ecr get-login-password --region {region} | docker login --username AWS -password-stdin 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

カスタムトレーニングコンテナを使ってトレーニングジョブを実
行してデバッグする
Docker コンテナを構築して Amazon ECR にプッシュしたら、トレーニングスクリプトとデバッガー固
有パラメータを使って SageMaker 推定器を設定します。estimator.fit() を実行すると、デバッガー
は出力テンソルを収集してモニタリングし、トレーニングの問題を検出します。保存したテンソルを使
用すると、smdebug の主要機能とツールを使ってトレーニングジョブをさらに分析できます。Amazon
CloudWatch Events と AWS Lambda を使ってデバッガールールモニタリングプロセスのワークフローを
設定すると、デバッガールールがトレーニング問題を検出するたびごとのトレーニングジョブの停止プロ
セスを自動化できます。
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.debugger import Rule, DebuggerHookConfig, CollectionConfig, rule_configs
profiler_config=ProfilerConfig(...)
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule()),
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
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estimator=Estimator(
image_uri=byoc_image_uri,
entry_point="./debugger_custom_container_test_folder/your-training-script.py"
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name='debugger-custom-container-test',
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.2xlarge',

)

# Debugger-specific parameters
profiler_config=profiler_config,
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

# start training
estimator.fit()

Amazon を使ってデバッガーを設定する SageMaker
API
これまでのトピックでは、Amazon 経由でのデバッガーの使用に焦点を当てました。 SageMaker Python
SDK、これはラッパーアラウンドですAWS SDK for Python (Boto3)そして SageMaker API オペレーション
これにより、Amazon にアクセスするための高レベルのエクスペリエンスが提供されます SageMaker API
オペレーション 手動で設定する必要がある場合 SageMaker を使用する API オペレーションAWSBoto3 ま
たはAWS Command Line Interface(CLI) Java、Go、C++ などの他の SDK の場合、このセクションでは次
の低レベル API オペレーションを設定する方法について説明します。
トピック
• JSON (AWS CLI) (p. 2281)
• AWS Boto3 (p. 2286)

JSON (AWS CLI)
アマゾン SageMaker デバッガーの組み込みルール
は、DebugHookConfig,DebugRuleConfiguration,ProfilerConfig、およびProfilerRuleConfigurationを通るオ
ブジェクト SageMaker CreateTrainingJobAPI オペレーション で正しい画像 URI を指定する必要がありま
すRuleEvaluatorImageパラメータと次の例では、リクエストする JSON 文字列を設定する方法を具体
的に説明しますCreateTrainingJob。
次のコードは、必要な設定とデバッガー設定でトレーニングジョブを実行するための完全な JSON テンプ
レートを示しています。テンプレートを作業ディレクトリに JSON ファイルとして保存し、AWS CLI を
使ってトレーニングジョブを実行します。例えば、次のコードを debugger-training-job-cli.json
として保存します。

Note
正しい Docker コンテナイメージを使っていることを確認してください。AWS Deep Learning
Containers イメージを見つけるには、「使用可能な Deep Learning Containers イメージ」を参
照してください。デバッガールールを使用するために利用可能な Docker イメージの完全なリス
トを見つけるには、「組み込みルールまたはカスタムルールにデバッガー Docker イメージを使
う (p. 2295)」を参照してください。
{

"TrainingJobName": "debugger-aws-cli-test",
"RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRoleYYYYMMDDT123456",
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"AlgorithmSpecification": {
// Specify a training Docker container image URI (Deep Learning Container or your own
training container) to TrainingImage.
"TrainingImage": "763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflowtraining:2.4.1-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04",
"TrainingInputMode": "File",
"EnableSageMakerMetricsTimeSeries": false
},
"HyperParameters": {
"sagemaker_program": "entry_point/tf-hvd-train.py",
"sagemaker_submit_directory": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-boto3profiling-test/source.tar.gz"
},
"OutputDataConfig": {
"S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/output"
},
"DebugHookConfig": {
"S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/debugoutput",
"CollectionConfigurations": [
{
"CollectionName": "losses",
"CollectionParameters" : {
"train.save_interval": "50"
}
}
]
},
"DebugRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "LossNotDecreasing",
"RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest",
"RuleParameters": {"rule_to_invoke": "LossNotDecreasing"}
}
],
"ProfilerConfig": {
"S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/
profiler-output",
"ProfilingIntervalInMilliseconds": 500,
"ProfilingParameters": {
"DataloaderProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, \"MetricsRegex
\": \".*\", }",
"DetailedProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, }",
"PythonProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, \"ProfilerName\":
\"cprofile\", \"cProfileTimer\": \"total_time\"}",
"LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"
}
},
"ProfilerRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "ProfilerReport",
"RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest",
"RuleParameters": {"rule_to_invoke": "ProfilerReport"}
}
],
"ResourceConfig": {
"InstanceType": "ml.p3.8xlarge",
"InstanceCount": 1,
"VolumeSizeInGB": 30
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 86400
}
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}

JSON ファイルを保存したら、ターミナルで次のコマンドを実行します。(Jupyter ノートブックを使用し
ている場合は、行の先頭で ! を使用してください)。
aws sagemaker create-training-job --cli-input-json file://debugger-training-job-cli.json

モデルパラメータをデバッグするためのデバッガールールを設定するには
次のコードサンプルでは、組み込みコードを設定する方法を示していますVanishingGradientこれを使
うルール SageMaker API。
デバッガーが出力テンソルを収集できるようにするには
デバッガーフック設定を次のように指定します。
"DebugHookConfig": {
"S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output",
"CollectionConfigurations": [
{
"CollectionName": "gradients",
"CollectionParameters" : {
"save_interval": "500"
}
}
]
}

これにより、トレーニングジョブは 500 ステップの save_interval ごとに、テンソルコレク
ション、gradients を保存します。利用可能な CollectionName 値を見つけるには、SMDebug
クライアントライブラリドキュメントの「デバッガー組み込みコレクション」を参照してく
ださい。空いているものを探すにはCollectionParametersパラメータキーと値について
は、sagemaker.debugger.CollectionConfigのクラスSageMaker Python SDK のドキュメント。
出力テンソルをデバッグするためのデバッガールールを有効にするには
次の DebugRuleConfigurations API の例は、保存された gradients コレクションで組み込みの
VanishingGradient ルールを実行する方法を示しています。
"DebugRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "VanishingGradient",
"RuleEvaluatorImage": "503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest",
"RuleParameters": {
"rule_to_invoke": "VanishingGradient",
"threshold": "20.0"
}
}
]

このサンプルのような設定では、デバッガーは gradients テンソルのコレクションで
VanishingGradient ルールを使ってトレーニングジョブのルール評価ジョブを開始します。デバッ
ガールールを使用するために利用可能な Docker イメージの完全なリストを見つけるには、「組み込
みルールまたはカスタムルールにデバッガー Docker イメージを使う (p. 2295)」を参照してくださ
い。RuleParameters のキーバリューのペアを見つけるには、「デバッガーの組み込みルールのリス
ト (p. 2230)」を参照してください。
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システムおよびフレームワークのメトリクスをプロファイリングするためのデ
バッガー組み込みルールを設定するには
次のコードでは、 ProfilerConfig システムおよびフレームワークのメトリクスの収集を有効にする API オ
ペレーション
システムおよびフレームワークのメトリクスを収集するためにデバッガープロファイリングを有効にする
には
Target Step
"ProfilerConfig": {
// Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
"S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output",
// Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
"ProfilingIntervalInMilliseconds": 500,
"ProfilingParameters": {
"DataloaderProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3,
\"MetricsRegex\": \".*\" }",
"DetailedProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3 }",
// For PythonProfilingConfig,
// available ProfilerName options: cProfile, Pyinstrument
// available cProfileTimer options only when using cProfile: cpu, off_cpu,
total_time
"PythonProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, \"ProfilerName
\": \"cProfile\", \"cProfileTimer\": \"total_time\" }",
// Optional. Local path for profiling outputs
"LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"
}
}

Target Time Duration
"ProfilerConfig": {
// Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
"S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output",
// Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
"ProfilingIntervalInMilliseconds": 500,
"ProfilingParameters": {
"DataloaderProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789,
\"DurationInSeconds\": 10, \"MetricsRegex\": \".*\" }",
"DetailedProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789,
\"DurationInSeconds\": 10 }",
// For PythonProfilingConfig,
// available ProfilerName options: cProfile, Pyinstrument
// available cProfileTimer options only when using cProfile: cpu, off_cpu,
total_time
"PythonProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789,
\"DurationInSeconds\": 10, \"ProfilerName\": \"cProfile\", \"cProfileTimer\":
\"total_time\" }",
// Optional. Local path for profiling outputs
"LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"
}
}

メトリクスをプロファイリングするためのデバッガールールを有効にするには
次のサンプルコードは、ProfilerReport ルールの設定方法を示しています。
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"ProfilerRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "ProfilerReport",
"RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest",
"RuleParameters": {
"rule_to_invoke": "ProfilerReport",
"CPUBottleneck_cpu_threshold": "90",
"IOBottleneck_threshold": "90"
}
}
]

デバッガールールを使用するために利用可能な Docker イメージの完全なリストを見つけるには、「組
み込みルールまたはカスタムルールにデバッガー Docker イメージを使う (p. 2295)」を参照してくださ
い。RuleParameters のキーバリューのペアを見つけるには、「デバッガーの組み込みルールのリス
ト (p. 2230)」を参照してください。

UpdateTrainingJob API オペレーションを使ってデバッガープロファイリング
設定を更新する
デバッガープロファイリング設定は、トレーニングジョブの実行中に次のコードを使用して更新できま
すUpdateTrainingJobAPI オペレーション 新規設定ProfilerConfigそしてProfilerRuleConfigurationオブジェ
クトを指定し、トレーニングジョブ名をTrainingJobNameパラメータ。
{

}

"ProfilerConfig": {
"DisableProfiler": boolean,
"ProfilingIntervalInMilliseconds": number,
"ProfilingParameters": {
"string" : "string"
}
},
"ProfilerRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "string",
"RuleEvaluatorImage": "string",
"RuleParameters": {
"string" : "string"
}
}
],
"TrainingJobName": "your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS"

にデバッガーカスタムルール設定を追加する CreateTrainingJob API 操作
トレーニングジョブのカスタムルールは、 DebugHookConfigそして DebugRuleConfigurationのオブ
ジェクト CreateTrainingJobAPI オペレーション 次のコードサンプルでは、カスタムの設定方法を説
明していますImproperActivationで書かれたルールsmdebugこれを使っている図書館 SageMaker
API オペレーション この例では、カスタムルールを custom_rules.py ファイルに記述し、Amazon S3
バケットにアップロード済みであることを前提としています。例では、カスタムルールを実行するた
めに使用できる構築済み Docker イメージを提供しています。これらについては、「カスタムルール
エバリュエーターの Amazon SageMaker デバッガーレジストリ URL (p. 2297)」を参照してくださ
い。RuleEvaluatorImage パラメータで、ビルド済み Docker イメージの URL レジストリアドレスを指
定します。
"DebugHookConfig": {
"S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output",
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"CollectionConfigurations": [
{
"CollectionName": "relu_activations",
"CollectionParameters": {
"include_regex": "relu",
"save_interval": "500",
"end_step": "5000"
}
}
]

},
"DebugRulesConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "improper_activation_job",
"RuleEvaluatorImage": "552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rule-evaluator:latest",
"InstanceType": "ml.c4.xlarge",
"VolumeSizeInGB": 400,
"RuleParameters": {
"source_s3_uri": "s3://bucket/custom_rules.py",
"rule_to_invoke": "ImproperActivation",
"collection_names": "relu_activations"
}
}
]

デバッガールールを使用するために利用可能な Docker イメージの完全なリストを見つけるには、「組
み込みルールまたはカスタムルールにデバッガー Docker イメージを使う (p. 2295)」を参照してくださ
い。RuleParameters のキーバリューのペアを見つけるには、「デバッガーの組み込みルールのリス
ト (p. 2230)」を参照してください。

AWS Boto3
アマゾン SageMaker デバッガーの組み込みルールは、create_training_job()の関数AWSBoto3
SageMakerクライアント。正しいイメージ URI をRuleEvaluatorImage パラメータに指定する必要があ
ります。次の例では、create_training_job() 関数のリクエストボディの設定方法を具体的に説明し
ます。
次のコードは、Debugger の設定方法の完全な例を示しています。create_training_job()ボディ
をリクエストしてトレーニングの仕事を始めてus-west-2、トレーニングスクリプトを仮定する
とentry_point/train.pyを使用して準備されます TensorFlow。を見つけるには end-to-end ノート
ブックの例、を参照してくださいプロファイリング TensorFlow AmazonでのマルチGPUマルチノードト
レーニングJob SageMakerデバッガー (Boto3)。

Note
正しい Docker コンテナイメージを使っていることを確認してください。使用可能な AWS Deep
Learning Containers イメージを見つけるには、「使用可能な Deep Learning Containers イメー
ジ」を参照してください。デバッガールールを使用するために利用可能な Docker イメージの
完全なリストを見つけるには、「組み込みルールまたはカスタムルールにデバッガー Docker イ
メージを使う (p. 2295)」を参照してください。
import sagemaker, boto3
import datetime, tarfile
# Start setting up a SageMaker session and a Boto3 SageMaker client
session = sagemaker.Session()
region = session.boto_region_name
bucket = session.default_bucket()
# Upload a training script to a default Amazon S3 bucket of the current SageMaker session
source = 'source.tar.gz'
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project = 'debugger-boto3-test'
tar = tarfile.open(source, 'w:gz')
tar.add ('entry_point/train.py') # Specify the directory and name of your training script
tar.close()
s3 = boto3.client('s3')
s3.upload_file(source, bucket, project+'/'+source)
# Set up a Boto3 session client for SageMaker
sm = boto3.Session(region_name=region).client("sagemaker")
# Start a training job
sm.create_training_job(
TrainingJobName='debugger-boto3-'+datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M%S'),
HyperParameters={
'sagemaker_submit_directory': 's3://'+bucket+'/'+project+'/'+source,
'sagemaker_program': '/entry_point/train.py' # training scrip file location and
name under the sagemaker_submit_directory
},
AlgorithmSpecification={
# Specify a training Docker container image URI (Deep Learning Container or your
own training container) to TrainingImage.
'TrainingImage': '763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflowtraining:2.4.1-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04',
'TrainingInputMode': 'File',
'EnableSageMakerMetricsTimeSeries': False
},
RoleArn='arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-20201014T161125',
OutputDataConfig={'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/output'},
ResourceConfig={
'InstanceType': 'ml.p3.8xlarge',
'InstanceCount': 1,
'VolumeSizeInGB': 30
},
StoppingCondition={
'MaxRuntimeInSeconds': 86400
},
DebugHookConfig={
'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/debug-output',
'CollectionConfigurations': [
{
'CollectionName': 'losses',
'CollectionParameters' : {
'train.save_interval': '500',
'eval.save_interval': '50'
}
}
]
},
DebugRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'LossNotDecreasing',
'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest',
'RuleParameters': {'rule_to_invoke': 'LossNotDecreasing'}
}
],
ProfilerConfig={
'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/profiler-output',
'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500,
'ProfilingParameters': {
'DataloaderProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, "MetricsRegex":
".*", }',
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'DetailedProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, }',
'PythonProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, "ProfilerName":
"cprofile", "cProfileTimer": "total_time"}',
'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling
outputs
}
},
ProfilerRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport',
'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest',
'RuleParameters': {'rule_to_invoke': 'ProfilerReport'}
}
]
)

モデルパラメータをデバッグするためのデバッガールールを設定するには
次のコードサンプルでは、組み込みコードを設定する方法を示していますVanishingGradientこれを使
うルール SageMaker API。
デバッガーが出力テンソルを収集できるようにするには
デバッガーフック設定を次のように指定します。
DebugHookConfig={
'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output',
'CollectionConfigurations': [
{
'CollectionName': 'gradients',
'CollectionParameters' : {
'train.save_interval': '500',
'eval.save_interval': '50'
}
}
]
}

これにより、トレーニングジョブは 500 ステップの gradients ごとに、テンソルコレクショ
ン、save_interval を保存します。利用可能な CollectionName 値を見つけるには、SMDebug
クライアントライブラリドキュメントの「デバッガー組み込みコレクション」を参照してく
ださい。空いているものを探すにはCollectionParametersパラメータキーと値について
は、sagemaker.debugger.CollectionConfigのクラスSageMaker Python SDK のドキュメント。
出力テンソルをデバッグするためのデバッガールールを有効にするには
次の DebugRuleConfigurations API の例は、保存された gradients コレクションで組み込みの
VanishingGradient ルールを実行する方法を示しています。
DebugRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'VanishingGradient',
'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest',
'RuleParameters': {
'rule_to_invoke': 'VanishingGradient',
'threshold': '20.0'
}
}
]
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このサンプルのような設定では、デバッガーは gradients テンソルのコレクションで
VanishingGradient ルールを使ってトレーニングジョブのルール評価ジョブを開始します。デバッ
ガールールを使用するために利用可能な Docker イメージの完全なリストを見つけるには、「組み込
みルールまたはカスタムルールにデバッガー Docker イメージを使う (p. 2295)」を参照してくださ
い。RuleParameters のキーバリューのペアを見つけるには、「デバッガーの組み込みルールのリス
ト (p. 2230)」を参照してください。

システムおよびフレームワークのメトリクスをプロファイリングするためのデ
バッガー組み込みルールを設定するには
次のコードでは、 ProfilerConfig システムおよびフレームワークのメトリクスの収集を有効にする API オ
ペレーション
システムおよびフレームワークのメトリクスを収集するためにデバッガープロファイリングを有効にする
には
Target Step
ProfilerConfig={
'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output', #
Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
# Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500,
'ProfilingParameters': {
'DataloaderProfilingConfig': '{
"StartStep": 5,
"NumSteps": 3,
"MetricsRegex": ".*"
}',
'DetailedProfilingConfig': '{
"StartStep": 5,
"NumSteps": 3
}',
'PythonProfilingConfig': '{
"StartStep": 5,
"NumSteps": 3,
"ProfilerName": "cprofile", # Available options: cprofile, pyinstrument
"cProfileTimer": "total_time" # Include only when using cprofile.
Available options: cpu, off_cpu, total_time
}',
'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling
outputs
}
}

Target Time Duration
ProfilerConfig={
'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output', #
Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
# Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500,
'ProfilingParameters': {
'DataloaderProfilingConfig': '{
"StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,
"DurationInSeconds": 10,
"MetricsRegex": ".*"
}',
'DetailedProfilingConfig': '{
"StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,
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"DurationInSeconds": 10
}',
'PythonProfilingConfig': '{
"StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,
"DurationInSeconds": 10,
"ProfilerName": "cprofile", # Available options: cprofile, pyinstrument
"cProfileTimer": "total_time" # Include only when using cprofile.
Available options: cpu, off_cpu, total_time
}',
'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling
outputs
}

}

メトリクスをプロファイリングするためのデバッガールールを有効にするには
次のサンプルコードは、ProfilerReport ルールの設定方法を示しています。
ProfilerRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport',
'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest',
'RuleParameters': {
'rule_to_invoke': 'ProfilerReport',
'CPUBottleneck_cpu_threshold': '90',
'IOBottleneck_threshold': '90'
}
}
]

デバッガールールを使用するために利用可能な Docker イメージの完全なリストを見つけるには、「組
み込みルールまたはカスタムルールにデバッガー Docker イメージを使う (p. 2295)」を参照してくださ
い。RuleParameters のキーバリューのペアを見つけるには、「デバッガーの組み込みルールのリス
ト (p. 2230)」を参照してください。

UpdateTrainingJob API オペレーションを使ってデバッガープロファイリング
設定を更新する
デバッガープロファイリング設定は、トレーニングジョブの実行中に次のコードを使用して更新できま
すupdate_training_job()の関数AWSBoto3 SageMakerクライアント。新規設定ProfilerConfigそし
てProfilerRuleConfigurationオブジェクトを指定し、トレーニングジョブ名をTrainingJobNameパラメー
タ。
ProfilerConfig={
'DisableProfiler': boolean,
'ProfilingIntervalInMilliseconds': number,
'ProfilingParameters': {
'string' : 'string'
}
},
ProfilerRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'string',
'RuleEvaluatorImage': 'string',
'RuleParameters': {
'string' : 'string'
}
}
],
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TrainingJobName='your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS'

にデバッガーカスタムルール設定を追加する CreateTrainingJob API 操作
トレーニングジョブのカスタムルールは、 DebugHookConfigそして DebugRuleConfigurationを使用した
オブジェクトAWSBoto3 SageMaker クライアントcreate_training_job()関数。次のコードサンプ
ルでは、カスタムの設定方法を説明していますImproperActivationで書かれたルールsmdebugこれを
使っている図書館 SageMaker API オペレーション この例では、カスタムルールを custom_rules.py ファ
イルに記述し、Amazon S3 バケットにアップロード済みであることを前提としています。例では、カスタ
ムルールを実行するために使用できる構築済み Docker イメージを提供しています。これらについては、
「カスタムルールエバリュエーターの Amazon SageMaker デバッガーレジストリ URL (p. 2297)」を参照
してください。RuleEvaluatorImage パラメータで、ビルド済み Docker イメージの URL レジストリア
ドレスを指定します。
DebugHookConfig={
'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output',
'CollectionConfigurations': [
{
'CollectionName': 'relu_activations',
'CollectionParameters': {
'include_regex': 'relu',
'save_interval': '500',
'end_step': '5000'
}
}
]
},
DebugRulesConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'improper_activation_job',
'RuleEvaluatorImage': '552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rule-evaluator:latest',
'InstanceType': 'ml.c4.xlarge',
'VolumeSizeInGB': 400,
'RuleParameters': {
'source_s3_uri': 's3://bucket/custom_rules.py',
'rule_to_invoke': 'ImproperActivation',
'collection_names': 'relu_activations'
}
}
]

デバッガールールを使用するために利用可能な Docker イメージの完全なリストを見つけるには、「組
み込みルールまたはカスタムルールにデバッガー Docker イメージを使う (p. 2295)」を参照してくださ
い。RuleParameters のキーバリューのペアを見つけるには、「デバッガーの組み込みルールのリス
ト (p. 2230)」を参照してください。

Amazon のベストプラクティス SageMaker デバッ
ガー
デバッガーを使ってトレーニングジョブを実行する場合は、次のガイドラインに従ってください。
トピック
• 機械学習フレームワークを選択する (p. 2292)
• Studio デバッガーインサイトダッシュボードを使用する (p. 2292)
• デバッガーレポートをダウンロードして、より多くのインサイトを得る (p. 2292)
• トレーニングジョブからデータをキャプチャし、Amazon S3 にデータを保存する (p. 2292)
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• デバッガー組み込みルールのフリートを使ってデータを分析する (p. 2292)
• 組み込みルールのステータスに基づいてアクションを実行する (p. 2293)
• SMDebug クライアントライブラリを使ってデータを深く掘り下げる (p. 2293)
• トレーニングジョブメトリクスのモニタリングと分析を行う (p. 2293)
• システム使用率をモニタリングしボトルネックを検出する (p. 2293)
• フレームワークオペレーションのプロファイリング (p. 2294)
• モデル出力テンソルのデバッグ (p. 2294)

機械学習フレームワークを選択する
機械学習フレームワークを選択し、使用できます SageMaker 構築済みのトレーニングコンテナまたは独
自のコンテナ デバッガーを使って、トレーニングとパフォーマンスの問題を検出し、トレーニングジョ
ブの進捗状況を分析します SageMaker。 SageMaker には、Amazon EC2 でモデルをトレーニングするた
めに、多数の機械学習フレームワーク環境のために準備された事前構築済みコンテナを使うオプションが
用意されています。どんなトレーニングジョブでも実行できるように調整できます。AWSDeep Learning
Containers SageMaker トレーニングコンテナ、およびカスタムコンテナ。

Studio デバッガーインサイトダッシュボードを使用する
Studio デバッガーのインサイトダッシュボードを使うと、トレーニングジョブを管理できます。Studio デ
バッガーダッシュボードを使って、Amazon EC2 インスタンス上のモデルのパフォーマンスを管理され最
適化された状態に保つことができます。任意の SageMaker Amazon EC2 インスタンスで実行されている
ジョブをトレーニングし、デバッガーはリソース使用率と基本的なモデル出力データ (損失と精度の値) を
モニタリングします。Studio デバッガーダッシュボードを使って、トレーニングジョブに関するインサイ
トを得て、モデルトレーニングのパフォーマンスを向上させます。詳細については、Amazon SageMaker
Studio のAmazon SageMaker デバッガー (p. 2179) を参照してください。

デバッガーレポートをダウンロードして、より多くのインサイト
を得る
デバッガーレポートで集約結果を表示しインサイトを得ることができます。デバッガーは、組み込みの
ルール分析から収集されたトレーニングとプロファイリングの結果を、トレーニングジョブごとにレポー
トに集約します。デバッガーレポートを通じてトレーニング結果の詳細情報を確認できます。詳細につい
ては、SageMaker デバッガーインタラクティブレポート (p. 2196) を参照してください。

トレーニングジョブからデータをキャプチャし、Amazon S3 に
データを保存する
デバッガーフックを使って、出力テンソルを保存できます。トレーニングスクリプトに合うコンテナと
フレームワークを選択したら、デバッガーフックを使って、保存するテンソルと保存先のディレクトリ
(Amazon S3 バケットなど) を設定します。デバッガーフックを使用すると、設定を構築し、それをアカ
ウントに保持してその後の分析に使用できます。そこで設定は、最大限の秘密保持が図られたアプリケー
ションによって使用のために保護されます。詳細については、設定 SageMaker テンソルを保存するデ
バッガー (p. 2143) を参照してください。

デバッガー組み込みルールのフリートを使ってデータを分析する
デバッガーの組み込みルールを使って、トレーニングジョブと並行してテンソルを検査できます。トレー
ニングパフォーマンスデータを分析するために、デバッガーには、異常なトレーニングプロセスの動作を
監視する組み込みルールが用意されています。例えば、デバッガールールは、トレーニングプロセスでシ
ステムボトルネックの問題やトレーニングの問題 (勾配消失、テンソルの爆発、オーバーフィット、オー
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バートレーニングなど) が発生した場合に問題を検出します。必要に応じて、独自の基準のルール定義を
作成してトレーニング問題を規定することで、カスタマイズされたルールを作成することもできます。デ
バッガールールの詳細については、「デバッガーの組み込みルールを設定する (p. 2149)詳しい使用方法に
ついてはアマゾン SageMaker Python。デバッガー組み込みルールの完全なリストについては、「デバッ
ガーの組み込みルールのリスト (p. 2230)」を参照してください。カスタムルールを作成する場合は、「ト
レーニングジョブ分析用のデバッガーカスタムルールを作成する (p. 2275)」を参照してください。

組み込みルールのステータスに基づいてアクションを実行する
デバッガーはAmazonで使用できます CloudWatch イベントとAWS Lambda。トレーニングジョブの早
期停止、メールまたはテキストによる通知の設定など、ルールのステータスに基づいてアクションを
自動化できます。デバッガールールが問題を検出してトリガーすると"IssuesFound"評価ステータス
CloudWatch Events はルールステータスの変更を検出し、Lambda 関数を呼び出してアクションを実行
します。トレーニングの問題に対する自動アクションを設定するには、「Amazon CloudWatch と AWS
Lambda を使ってルールにアクションを作成する (p. 2160)」を参照してください。

SMDebug クライアントライブラリを使ってデータを深く掘り下
げる
SMDebug ツールを使って、デバッガーによって収集されたトレーニングデータにアクセスして分析でき
ます。TrainingJob と create_trial クラスは、デバッガーによって保存されたメトリクスとテンソ
ルをロードします。これらのクラスは、リアルタイムまたはトレーニング終了後にデータを分析するため
の拡張クラスメソッドを提供します。SMDebug ライブラリには、フレームワークメトリクスのタイムラ
インをマージしてさまざまなプロファイリングを集約するツール、システム使用率を追跡するための折れ
線グラフとヒートマップ、ステップ期間の外れ値を見つけるためのヒストグラムなど、視覚化ツールも用
意されています。SMDebug ライブラリツールの詳細については、「SMDebug クライアントライブラリを
使ってデータを分析する (p. 2221)」を参照してください。

トレーニングジョブメトリクスのモニタリングと分析を行う
アマゾン CloudWatch サポートする高分解能カスタムメトリクス、その最高分解能は1秒です。ただし、
分解能が細かいほど、寿命は短くなります CloudWatchメトリクス。1 秒の周波数分解能の場合は、
CloudWatch メトリクスは 3 時間使用できます。分解能と寿命の詳細については CloudWatch メトリッ
ク、を参照してくださいGetMetricStatistics()アマゾン CloudWatch API リファレンス。
100 ミリ秒 (0.1 秒) の粒度まで細かい分解能でトレーニングジョブをトレーニングジョブをプロファイリ
ングし、トレーニングメトリクスをカスタム分析のためにいつでも無期限に Amazon S3 に保存する必要
がある場合は、アマゾン SageMaker デバッガー。 SageMaker デバッガーには、一般的なトレーニングの
問題を自動的に検出するルールが組み込まれており、ハードウェアリソース使用率の問題 (CPU、GPU、I/
O のボトルネックなど) および非収束モデルの問題 (オーバーフィット、勾配消失、テンソルの爆発など)
および非収束モデルの問題 (オーバーフィット、勾配消失、テンソルの爆発など) および非収束モデルの問
題(
SageMaker デバッガーは、Studio とそのプロファイリングレポートを通じて可視化機能も提供します。
とは異なり CloudWatch デバッガーは、CPU および GPU コアのリソース使用率を累積し、複数のイン
スタンスにわたるそれらの平均値を取ったもので、デバッガーは各コアの使用率を追跡します。これに
より、より大きなコンピューティングクラスターにスケールアップする際に、ハードウェアリソースの不
均衡な使用を特定できます。デバッガーのビジュアライゼーションを確認するには、以下を参照してくだ
さい。SageMaker デバッガーインサイトダッシュボードチュートリアル,デバッガープロファイリングレ
ポートのチュートリアル、およびSMDebug クライアントライブラリを使ってデータを分析する。

システム使用率をモニタリングしボトルネックを検出する
アマゾンで SageMaker デバッガーモニタリングを使うと、Amazon EC2 インスタンスのハードウェア
システムリソースの使用率を測定できます。監視は誰でも利用できます SageMaker で構築されたトレー
ニングジョブ SageMaker フレームワーク見積もり (TensorFlow, PyTorch、と MXNet) とジェネリック
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SageMaker見積り (SageMaker 組み込みアルゴリズムと独自のカスタムコンテナ)。モニタリング用のデ
バッガー組み込みルールは、システムボトルネック問題を検出し、通知します。
デバッガーシステムモニタリングを有効にする方法については、「Amazon を使ってデバッガーを設定す
る SageMaker SDK (p. 2168)」、「ハードウェアシステムリソース使用率をモニタリングするデバッガー
を設定する (p. 2172)」の順に参照してください。
モニタリング用の組み込みルールの完全なリストについては、「ハードウェアシステムのリソース使用率
(システムメトリクス)をモニタリングするためのデバッガー組み込みルール (p. 2230)」を参照してくださ
い。

フレームワークオペレーションのプロファイリング
アマゾンで SageMaker デバッガープロファイリング深層学習フレームワークのオペレーションをプロ
ファイリングできます。モデルトレーニングのプロファイリングは SageMaker TensorFlow トレーニング
コンテナ、 SageMaker PyTorch フレームワークコンテナ、および独自のトレーニングコンテナ。デバッ
ガーのプロファイリング機能を使って、トレーニングジョブを実行するために実行される Python 演算子
と関数をドリルダウンできます。デバッガーは、詳細なプロファイリング、Python プロファイリング、
データローダープロファイリング、 Horovod 分散トレーニングプロファイリングをサポートしています。
プロファイルされたタイムラインをマージして、システムのボトルネックと関連付けることができます。
プロファイリング用のデバッガー組み込みルールは、トレーニング開始前のデータのダウンロードによ
る過剰なトレーニング初期化時間や、トレーニングループにおけるステップ期間の外れ値など、フレーム
ワークオペレーション関連の問題を監視します。
フレームワークのプロファイリングのためにデバッガーを設定する方法については、「Amazon を使って
デバッガーを設定する SageMaker SDK (p. 2168)」、「デバッガーフレームワークプロファイリングを設
定する (p. 2172)」の順に参照してください。
プロファイリングに使用できる組み込みルールの完全なリストについては、「フレームワークメトリクス
をプロファイリングするためのデバッガー組み込みルール (p. 2231)」を参照してください。

モデル出力テンソルのデバッグ
デバッグは、以下の方法で深層学習フレームワークで使用できますAWSDeep Learning Containers と
SageMaker トレーニングコンテナ。完全にサポートされているフレームワークのバージョン (「サポート
対象のアルゴリズムとフレームワーク (p. 2120)」のバージョンを参照) の場合、デバッガーは自動的に
フックを登録して出力テンソルを収集し、トレーニングスクリプトを直接実行できます。アスタリスク記
号が 1 つ付いているバージョンの場合、テンソルを収集するためにフックを手動で登録する必要があり
ます。デバッガーは、さまざまなフレームワークで利用できる一般化された名前を持つ事前設定されたテ
ンソルコレクションを提供します。出力テンソル構成をカスタマイズしたい場合は、 CollectionConfig そ
して DebuggerHookConfig API オペレーションとアマゾン SageMaker Python独自のテンソルコレクショ
ンを設定できます。デバッグ用のデバッガー組み込みルールは、出力テンソルを分析し、モデルの損失関
数最小化を妨げるモデル最適化の問題を特定します。例えば、ルールは、オーバーフィット、オーバート
レーニング、損失が減少しない、テンソルの爆発、勾配消失などの問題を特定します。
出力テンソルをデバッグするためにデバッガーを設定する方法については、「ステップ 2: を使用したト
レーニングジョブの起動とデバッグを行う SageMaker Python (p. 2139)」、「設定 SageMaker テンソル
を保存するデバッガー (p. 2143)」の順に参照してください。
デバッグに使用できる組み込みルールの完全なリストについては、「モデルトレーニングデータ (出力テ
ンソル) をデバッグするためのデバッガー組み込みルール (p. 2231)」を参照してください。

アマゾン SageMaker デバッガーのアドバンストト
ピックとリファレンスドキュメント
次のセクションでは、デバッガーのアドバンストトピック、API オペレーションのリファレンスドキュメ
ント、例外、既知の制限事項について説明します。
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トピック
• アマゾン SageMaker デバッガー API オペレーション (p. 2295)
• 組み込みルールまたはカスタムルールにデバッガー Docker イメージを使う (p. 2295)
• アマゾン SageMaker デバッガーの例外 (p. 2298)
• Amazon に関する考慮事項 SageMaker デバッガー (p. 2299)
• Amazon SageMaker デバッガーの使用統計 (p. 2301)

アマゾン SageMaker デバッガー API オペレーション
アマゾン SageMaker デバッガーには、モデルトレーニングのモニタリングと分析の実装に使用される API
オペレーションが数か所に用意されています。
アマゾン SageMaker デバッガーはオープンソースも提供しますsagemaker-debuggerPython SDKこれ
は、組み込みルールの設定、カスタムルールの定義、トレーニングジョブから出力テンソルデータを収集
するためのフックの登録に使用されます。
-アマゾン SageMaker Python SDKは、機械学習の実験に焦点を当てた高レベルの SDK です。SDK を使っ
て、で定義された組み込みまたはカスタムルールをデプロイできます。SMDebugこれらのテンソルを監視
および分析するためのPythonライブラリ SageMaker 推定者。
デバッガーは Amazon にオペレーションとタイプを追加しました SageMaker プラットフォームがモデル
のトレーニング時にデバッガーを使用し、入出力の設定を管理できるようにするAPI。
• CreateTrainingJob と UpdateTrainingJob は、次のデバッガー API を使って、テンソルコレク
ション、ルール、ルールイメージ、プロファイリングオプションを設定します。
• CollectionConfiguration
• DebugHookConfig
• DebugRuleConfiguration
• TensorBoardOutputConfig
• ProfilerConfig
• ProfilerRuleConfiguration
• DescribeTrainingJob は、次のデバッガー設定やルール評価ステータスなど、トレーニングジョブ
の詳細な説明を示します。
• DebugHookConfig
• DebugRuleConfiguration
• DebugRuleEvaluationStatus
• ProfilerConfig
• ProfilerRuleConfiguration
• ProfilerRuleEvaluationStatus
ルール設定 API オペレーションは、 SageMaker モデルトレーニングを分析する際の処理関数。の詳細に
ついては SageMaker 処理中、を参照してくださいデータを処理する (p. 907)。

組み込みルールまたはカスタムルールにデバッガー Docker イ
メージを使う
Amazon SageMaker では、ルール用の 2 セットの Docker イメージが提供されます。1 つは SageMaker
によって提供されるルール (組み込みルール) を評価するためのセットで、もう 1 つは Python のソース
ファイルで提供されるカスタムルールを評価するためのセットです。
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Amazon SageMaker Python SDK を使用する場合は、デバッガー Docker イメージを手動で取得して
ConfigureTrainingJob API を設定しなくても、SageMaker の高レベルのデバッガー API オペレー
ションを SageMaker 推定器 API オペレーションと共に簡単に使用できます。
SageMaker Python SDK を使用していない場合は、関連する構築済みコンテナベースイメージをデバッ
ガールールのために取得する必要があります。Amazon SageMaker デバッガーは、組み込みおよびカス
タムルール用に構築済みの Docker イメージを提供し、イメージは Amazon Elastic Container Registry
(Amazon ECR) に保存されます。Amazon ECR リポジトリからイメージをプルする (またはイメージをリ
ポジトリにプッシュする) には、CreateTrainingJob API を使ってイメージのフルネームレジストリ
URL を使用します。SageMaker は、デバッガールールコンテナのイメージレジストリのアドレスに次の
URL パターンを使用します。
<account_id>.dkr.ecr.<Region>.amazonaws.com/<ECR repository name>:<tag>

各 AWS リージョンのアカウント ID、Amazon ECR リポジトリ名、タグ値については、以降のトピックを
参照してください。
トピック
• 組み込みルールエバリュエーターの Amazon SageMaker デバッガーレジストリ URL (p. 2296)
• カスタムルールエバリュエーターの Amazon SageMaker デバッガーレジストリ URL (p. 2297)

組み込みルールエバリュエーターの Amazon SageMaker デバッガーレジストリ
URL
Amazon SageMaker デバッガーの組み込みルールを提供するイメージのレジストリ URL のコンポーネン
トには、次の値を使用します。アカウント ID については、次の表を参照してください。
ECR リポジトリ名: sagemaker-debugger-rules
タグ: latest
完全なレジストリ URL の例:
904829902805.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest

AWS リージョン別の組み込みルールコンテナイメージのアカウント ID
Region

account_id

af-south-1

314341159256

ap-east-1

199566480951

ap-northeast-1

430734990657

ap-northeast-2

578805364391

ap-south-1

904829902805

ap-southeast-1

972752614525

ap-southeast-2

184798709955

ca-central-1

519511493484

cn-north-1

618459771430

cn-northwest-1

658757709296
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Region

account_id

eu-central-1

482524230118

eu-north-1

314864569078

eu-south-1

563282790590

eu-west-1

929884845733

eu-west-2

250201462417

eu-west-3

447278800020

me-south-1

986000313247

sa-east-1

818342061345

us-east-1

503895931360

us-east-2

915447279597

us-west-1

685455198987

us-west-2

895741380848

us-gov-west-1

515509971035

カスタムルールエバリュエーターの Amazon SageMaker デバッガーレジストリ
URL
Amazon SageMaker デバッガーのカスタムルールエバリュエーターを提供するイメージのレジストリ
URL のコンポーネントには、次の値を使用します。アカウント ID については、次の表を参照してくださ
い。
ECR リポジトリ名: sagemaker-debugger-rule-evaluator
タグ: latest
完全なレジストリ URL の例:
552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-ruleevaluator:latest

AWS リージョン別のカスタムルールコンテナイメージのアカウント ID
Region

account_id

af-south-1

515950693465

ap-east-1

645844755771

ap-northeast-1

670969264625

ap-northeast-2

326368420253

ap-south-1

552407032007

ap-southeast-1

631532610101

ap-southeast-2

445670767460
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Region

account_id

ca-central-1

105842248657

cn-north-1

617202126805

cn-northwest-1

658559488188

eu-central-1

691764027602

eu-north-1

091235270104

eu-south-1

335033873580

eu-west-1

606966180310

eu-west-2

074613877050

eu-west-3

224335253976

me-south-1

050406412588

sa-east-1

466516958431

us-east-1

864354269164

us-east-2

840043622174

us-west-1

952348334681

us-west-2

759209512951

us-gov-west-1

515361955729

アマゾン SageMaker デバッガーの例外
アマゾン SageMaker デバッガーは、ルールの実行に必要なテンソルがすべてのステップでは得られない
場合があることを認識の上設計されています。そのため、いくつかの例外を発生させ、テンソルの欠落時
に生じることを制御できるようにします。これらの例外は、smdebug.exceptions モジュールで利用可能で
す。次のようにインポートできます。
from smdebug.exceptions import *

利用可能な例外は次のとおりです。
• TensorUnavailableForStep – リクエストされたテンソルはこのステップで使用できません。これ
は、このステップがフックによってまったく保存されないか、ステップによって保存されたテンソル
に、リクエストされたテンソルが含まれていないことを意味します。この例外が表示された場合、この
テンソルは将来このステップで利用できないことを意味します。テンソルがステップに対して縮小版を
保存している場合は、それらを照会できることを通知します。
• TensorUnavailable - このテンソルは保存されていないか、smdebug API によって保存されていませ
ん。これは、このテンソルは smdebug のどのステップに対しても決して見られないことを意味する。
• StepUnavailable - このステップは保存されておらず、デバッガーにはこのステップからのデータが
ありません。
• StepNotYetAvailable— ステップはまだ確認されていませんsmdebug。トレーニングがまだ進行中
の場合は、将来利用可能になる可能性があります。デバッガーは、新しいデータが利用可能になった時
点でそれを自動的にロードします。
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• NoMoreData - トレーニング終了時に発生します。これが表示されると、これ以上保存するステップも
テンソルもないことがわかります。
• IndexReaderException - インデックスリーダーが有効ではありません。
• InvalidWorker - 無効なワーカーが呼び出されました。
• RuleEvaluationConditionMet - ステップでのルールの評価により、条件が満たされました。
• InsufficientInformationForRuleInvocation - ルールを起動するための情報が不足していま
す。

Amazon に関する考慮事項 SageMaker デバッガー
Amazon を使用するときは、以下の点を考慮してください。 SageMaker デバッガー。

分散トレーニングの考慮事項
次のリストは、深層学習フレームワークやさまざまな分散トレーニングオプションを使ったトレーニング
ジョブでデバッガーを使用する場合の有効範囲と考慮事項を示しています。
• ホロヴォド

Horovod でのトレーニングジョブへのデバッガー使用の有効範囲
深層学習フ
レームワーク

Apache MXNet

TensorFlow 1.x TensorFlow 2.x TensorFlow 2.x PyTorch
(Keras を使用)

システムのボ
トルネックの
モニタリング

はい

はい

はい

はい

はい

フレームワー
クオペレー
ションのプロ
ファイリング

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

モデル出力テ
ンソルのデ
バッグ

はい

はい

はい

はい

はい

• SageMaker 分散データparallel

でのトレーニングジョブへのデバッガー使用の有効範囲 SageMaker分散データparallel
深層学習フレームワー
ク

TensorFlow 2.x

TensorFlow 2.x (Keras
を使用)

PyTorch

システムのボトルネッ
クのモニタリング

はい

はい

はい

フレームワークオペ
レーションのプロファ
イリング

いいえ*

いいえ**

はい

モデル出力テンソルの
デバッグ

はい

はい

はい

* デバッガーは、のフレームワークプロファイリングをサポートしていません TensorFlow 2.x。
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** SageMaker 分散データparallel はサポートしていません TensorFlow 2.x (Keras 実装)
• SageMaker 分散モデルparallel— デバッガーはサポートしていません SageMaker 分散モデルparallel ト
レーニング。
• での分散トレーニング SageMaker チェックポイント— 分散トレーニングオプションと、分散トレー
ニングオプションの両方の場合、トレーニングジョブにデバッガーを使用することはできません
SageMaker チェックポイントは有効になっています。次のようなエラーが表示されることがあります。
SMDebug Does Not Currently Support Distributed Training Jobs With Checkpointing Enabled

分散トレーニングオプションを使用したトレーニングジョブにデバッガーを使うには、無効にする必要
があります SageMaker チェックポイント機能を追加して、トレーニングスクリプトに手動チェックポ
イント機能を追加します。分散トレーニングオプションとチェックポイントを使うデバッガーの使用の
詳細については、「を使用するSageMakerAmazon との分散データ並列SageMakerデバッガーとチェッ
クポイント (p. 2373)」と「チェックポイントを保存する (p. 2437)」を参照してください。
• パラメータサーバー - デバッガーは、パラメータサーバーベースの分散トレーニングをサポートしてい
ません。
• 次のような分散型トレーニングフレームワークの運用のプロファイリングAllReducedの操作
SageMaker 分散データparallel、ホロヴォド作戦はで使用できません。

システムボトルネックのモニタリングとフレームワークオペレーションのプロ
ファイリングに関する考慮事項
• にとってAWS TensorFlow、データローダーのメトリクスはデフォルトでは収集できませ
んlocal_pathの設定FrameworkProfileクラス。手動でパスを設定し、末尾を "/" にする必要があ
ります。例:
FrameworkProfile(local_path="/opt/ml/output/profiler/")

• にとってAWS TensorFlowでは、トレーニングジョブの実行中にデータローダープロファイリング設定
を更新することはできません。
• にとってAWS TensorFlow、aNoneType分析ツールとノートブックの例を次のように使用すると、エ
ラーが発生する可能性があります TensorFlow 2.3 トレーニングジョブと詳細なプロファイリングオプ
ション。
• Python プロファイリングと詳細プロファイリングは、Keras API でのみサポートされています。
• のディーププロファイリング機能にアクセスするには TensorFlow そして PyTorch現在、最新のものを
指定する必要がありますAWSCUDA 11 によるコンテナイメージの深層学習 例えば、で特定のイメージ
URI を指定する必要があります TensorFlowそして PyTorch 推定器は次のとおりです。
• にとって TensorFlow
image_uri = f"763104351884.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com/tensorflow-training:2.3.1gpu-py37-cu110-ubuntu18.04"

• にとって PyTorch
image_uri = f"763104351884.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com/pytorch-training:1.6.0-gpupy36-cu110-ubuntu18.04"

モデル出力テンソルのデバッグに関する考慮事項
• functional API オペレーションの使用は避けてください。デバッガーがモデル出力テンソルを収集できま
せん PyTorch および、functional API オペレーションで構成された MXNet トレーニングスクリプト。
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• デバッガーは、torch.nn.functional API オペレーションからモデル出力テンソルを収集できませ
ん。あなたが書くとき PyTorch トレーニングスクリプト、使用することをお勧めしますtorch.nn代
わりにモジュール。
• デバッガーは、ハイブリッドブロック内の MXNet 関数オブジェクトからモデル出力テンソルを収
集できません。たとえば、 ReLu アクティベーション (F.relu) 次の例では出力を収集できませ
んmxnet.gluon.HybridBlockとF()hybrid_forward関数。
import mxnet as mx
from mxnet.gluon import HybridBlock, nn
class Model(HybridBlock):
def __init__(self, **kwargs):
super(Model, self).__init__(**kwargs)
# use name_scope to give child Blocks appropriate names.
with self.name_scope():
self.dense0 = nn.Dense(20)
self.dense1 = nn.Dense(20)
def hybrid_forward(self, F, x):
x = F.relu(self.dense0(x))
return F.relu(self.dense1(x))
model = Model()
model.initialize(ctx=mx.cpu(0))
model.hybridize()
model(mx.nd.zeros((10, 10), ctx=mx.cpu(0)))

Amazon SageMaker デバッガーの使用統計
Amazon SageMaker デバッガーによって自動生成されたレポートを使用する場合は、以下の点に注意して
ください。

デバッガープロファイリングレポートの使用状況
すべての SageMaker トレーニングジョブについて、Amazon SageMaker デバッガー
は、ProfilerReport (p. 2232) ルールを実行し、SageMaker デバッガープロファイリングレポー
ト (p. 2197) を自動生成します。ProfilerReport ルールは、対応する HTML ファイル (profilerreport.html) を生成する Jupyter ノートブックファイル (profiler-report.ipynb) を提供します。
デバッガーは、ユーザーが最終的な profiler-report.html ファイルを開くと、一意の
ProfilerReport ルールの処理ジョブ ARN を収集するコードを Jupyter ノートブックに含めることに
よって、プロファイリングレポートの使用統計を収集します。
デバッガーは、ユーザーが最終的な HTML レポートを開いたかどうかに関する情報のみを収集します。ト
レーニングジョブ、トレーニングデータ、トレーニングスクリプト、処理ジョブ、ログ、プロファイリン
グレポート自体のコンテンツから情報を収集することはありません。
次のいずれかのオプションを使って、使用統計の収集をオプトアウトできます。

(推奨) オプション 1: トレーニングJob を実行する前にオプトアウトする
オプトアウトするには、次のデバッガー ProfilerReport ルール設定をトレーニングジョブリクエスト
に追加する必要があります。
SageMaker Python SDK
estimator=sagemaker.estimator.Estimator(
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...

)

rules=ProfilerRule.sagemaker(
base_config=rule_configs.ProfilerReport()
rule_parameters={"opt_out_telemetry": "True"}
)

AWS CLI
"ProfilerRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "ProfilerReport-1234567890",
"RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest",
"RuleParameters": {
"rule_to_invoke": "ProfilerReport",
"opt_out_telemetry": "True"
}
}
]

AWS SDK for Python (Boto3)
ProfilerRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport-1234567890',
'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest',
'RuleParameters': {
'rule_to_invoke': 'ProfilerReport',
'opt_out_telemetry': 'True'
}
}
]

オプション 2: トレーニングJob 完了後にオプトアウト
トレーニングの完了後にオプトアウトするには、profiler-report.ipynb ファイルを変更する必要が
あります。

Note
オプション 1 がトレーニングジョブリクエストに追加されないまま自動生成された HTML レポー
トは、オプション 2 でオプトアウトされた後でも、使用統計を報告します。
1. デバッガープロファイリングレポートをダウンロードする (p. 2197) ページのデバッガープロファイリ
ングレポートファイルのダウンロード手順に従います。
2. /ProfilerReport-1234567890/profiler-output ディレクトリで、profiler-report.ipynb
を開きます。
3. 次のサンプルコードに示すように、5 番目のコードセルの setup_profiler_report() 関数に
opt_out=True を追加します。
setup_profiler_report(processing_job_arn, opt_out=True)

4. コードセルを実行してオプトアウトを終了します。
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を使用して自動モデルチューニングを実行する
SageMaker
アマゾン SageMaker 自動モデルチューニングはハイパーパラメータチューニングとも呼ばれ、指定した
アルゴリズムとハイパーパラメータの範囲を使って、データセットに対し多数のトレーニングジョブを実
行することで、モデルの最適なバージョンを見つけます。さらに、選択したメトリクスでの測定に基づい
て、最もパフォーマンスの高いモデルになるハイパーパラメータ値を選択します。
たとえば、マーケティングデータセットの二項分類問題を解決するとします。目標は、XGBoost アルゴ
リズム (p. 1914) モデルをトレーニングすることにより、アルゴリズムのカーブの下の領域 (auc) メトリ
クスを最大化することです。eta、alpha、min_child_weight、max_depth ハイパーパラメータのど
の値を使用すれば最善のモデルをトレーニングできるのかはまだわかっていないとします。これらのハイ
パーパラメータに最適な値を求めるには、次のような値の範囲を指定できます。 SageMaker ハイパーパ
ラメータチューニングでは、選択した目標メトリクスで測定した場合に最善の結果をもたらすトレーニン
グジョブを生成するための値の組み合わせを検索します。ハイパーパラメータ調整は、指定した範囲内の
ハイパーパラメータ値を使用するトレーニングジョブを開始し、最高の auc を実現するトレーニングジョ
ブを返します。
以下を使用できます SageMaker 組み込みアルゴリズム、カスタムアルゴリズム、 SageMaker 機械学習フ
レームワーク用のビルド済みコンテナ。
アマゾン SageMaker 自動モデルチューニングでは、Amazon EC2 スポットインスタンスを使って、ト
レーニングジョブ実行のコストを最適化できます。マネージドスポットトレーニングの詳細については、
「Amazon でのマネージドスポットトレーニング SageMaker (p. 2521)」を参照してください。
ハイパーパラメータ調整の使用を開始する前に、次のような明確な機械学習問題がすでに存在していま
す。
• データセット
• トレーニングする必要があるアルゴリズムのタイプの理解
• どのように成功を測定するかについての明確な理解
データセットとアルゴリズムも準備する必要があります SageMaker トレーニングジョブを少なくとも1
回は正常に実行してください。トレーニングジョブの設定方法および実行方法については、「Amazon
SageMaker の使用を開始する (p. 33)」を参照してください。
トピック
• ハイパーパラメータ調整の仕組み (p. 2303)
• メトリクスを定義します (p. 2305)
• ハイパーパラメータの範囲を定義する (p. 2307)
• ハイパーパラメータの最適化を使って複数のアルゴリズムをチューニングし、最適なモデルを見つけ
る (p. 2308)
• 例: ハイパーパラメータチューニングJob (p. 2313)
• トレーニングジョブを早期停止する (p. 2325)
• ウォームスタートのハイパーパラメータ調整ジョブを実行する (p. 2326)
• 自動モデルチューニングリソースの制限 (p. 2330)
• ハイパーパラメータ調整のベストプラクティス (p. 2332)

ハイパーパラメータ調整の仕組み
深層学習ニューラルネットワークのような複雑な機械学習システムを構築するとき、可能なすべての組み
合わせを探索することは実用的ではありません。ハイパーパラメータチューニングは、モデルのさまざ
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まなバリエーションを試すことで生産性を向上させることができます。指定した範囲内の最も有望なハイ
パーパラメータ値の組み合わせに焦点を当てて、最適なモデルを自動的に探します。良い結果を得るため
には、探索する正しい範囲を選択する必要があります。

Note
アルゴリズム自体が確率であるため、最適な値の組み合わせが選択範囲内に収まる場合でも、ハ
イパーパラメータの調整モデルは最善の答えへの収束に失敗する場合があります。

ランダム検索
ランダム検索を使用する場合、ハイパーパラメータチューニングは、起動する各トレーニングジョブのハ
イパーパラメータに指定した範囲内の値のランダムな組み合わせを選択します。ハイパーパラメータ値の
選択は以前のトレーニングジョブの結果に依存しないため、チューニングのパフォーマンスに影響を与え
ずに最大数のトレーニングジョブを同時に実行できます。
ランダム検索を使用するノートブックの例については、https://github.com/awslabs/amazon-sagemakerexamples/blob/master/hyperparameter_tuning/xgboost_random_log/hpo_xgboost_random_log.ipynb。

ベイジアン最適化
ベイズ最適化は、ハイパーパラメーターのチューニングを退行問題。入力機能 (ハイパーパラメータ) の
セットがある場合、ハイパーパラメータの調整は、選択されたメトリクスについてモデルを最適化しま
す。回帰問題を解決するために、ハイパーパラメータの調整では、どのハイパーパラメータの組み合わ
せが最善の結果をもたらす可能性があるかについて推測し、これらの値をテストするためにトレーニング
ジョブを実行します。ハイパーパラメータ値のセットをテストした後、ハイパーパラメータチューニング
は回帰を使用して次にテストするハイパーパラメータ値のセットを選択します。
ハイパーパラメータチューニングはAmazonを使う SageMaker ベイズ最適化の実装。
ハイパーパラメータの調整では、次のトレーニングジョブに最適なハイパーパラメータを選択する際に、
この問題について現時点までに判明しているすべての点を考慮します。選択されるハイパーパラメータ値
の組み合わせは、以前にパフォーマンスの漸進的な改善に最適なトレーニングジョブをもたらした組み合
わせに近いものになる場合があります。これにより、ハイパーパラメータのチューニングでは、既知の結
果のうち最善のものをエクスプロイトできます。また、これまで試されたものとは大きく異なるハイパー
パラメータ値のセットが選択される場合もあります。これにより、ハイパーパラメータ値の範囲を調べ
て、まだよく理解されていない新しい領域を探すことができます。探索/エクスプロイトのトレードオフ
は、多くの機械学習で一般的な問題です。
ベイズ最適化の詳細については、以下を参照してください。

ベイズ最適化に関する基本的なトピック
• A Tutorial on Bayesian Optimization of Expensive Cost Functions, with Application to Active User
Modeling and Hierarchical Reinforcement Learning (アクティブユーザーモデリングと階層的強化学習へ
の応用を伴う高価な関数のベイズ最適化に関するチュートリアル)
• Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms (機械学習アルゴリズムの実用的なベイ
ズ最適化)
• 人間をループから外す: ベイズ最適化のレビュー

ベイズ最適化の高速化
• Google ブラックボックス最適化サービス
• ベイズニューラルネットワークによる学習曲線の予測
• 学習曲線の外挿によるディープニューラルネットワークの自動ハイパーパラメータ最適化の高速化
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高度なモデリングおよび転送学習
• スケーラブルなハイパーパラメータ転送学習
• ツリー構造の依存関係のベイズ最適化
• 堅牢なベイズニューラルネットワークのベイズ最適化
• ディープニューラルネットワークを使用したスケーラブルなベイズ最適化
• 非定常関数のベイズ最適化のための入力ワープ

ハイパーバンド
Hyperband は、リソースを動的に再割り当てするマルチフィデリティベースのチューニング戦略で
す。Hyperband は、トレーニングジョブの中間結果と最終結果の両方を使用して、十分に活用されている
ハイパーパラメータ構成にエポックを再割り当てし、パフォーマンスが低いものを自動的に停止します。
また、多くのparallel トレーニングジョブを使用するようにシームレスに拡張できます。これらの機能によ
り、ランダム検索やベイズ最適化戦略におけるハイパーパラメーターのチューニングを大幅に高速化でき
ます。
ハイパーバンドは、異なるリソースレベルで結果を公開する反復アルゴリズムを調整する場合にのみ使用
してください。たとえば、Hyperband を使用すると、エポックごとに精度メトリクスを公開する画像分類
用のニューラルネットワークを調整できます。
ハイパーバンドの詳細については、次のリンクを参照してください。
• ハイパーバンド: ハイパーパラメータ最適化への新しいバンディットベースのアプローチ
• ハイパーパラメータのチューニングを大規模に並行処理
• ボブ: 大規模環境での堅牢で効率的なハイパーパラメータ最適化
• モデルベースの非同期ハイパーパラメータとニューラルアーキテクチャ検索

早期停止機能付きハイパーバンド
トレーニングジョブは、ハイパーパラメータチューニングジョブの目標メトリクスが改善される可能性が
低い場合、早期停止できます。これにより、計算時間を短縮し、モデルの過適合を防ぐことができます。
ハイパーバンドは、高度な内部メカニズムを使用してアーリーストップを適用します。したがって、パラ
メータはTrainingJobEarlyStoppingType()HyperParameterTuningJobConfigAPI をに設定する
必要がありますOFFHyperband の内部早期停止機能を使用するとき。

Note
ハイパーパラメータ調整を行ってもモデルが改善されない場合もあります。これは、機械ソ
リューションを構築するための高度なツールであるため、科学的開発プロセスの一部と見なす必
要があります。

メトリクスを定義します
Amazonのいずれかを使用する場合 SageMaker 組み込みアルゴリズムなので、メトリクスを定義する必要
はありません。組み込みアルゴリズムは、自動的にハイパーパラメータ調整にメトリクスを送信します。
調整ジョブの目標メトリクスとして組み込みアルゴリズムから出力されるメトリクスの 1 つを選択する
必要があります。組み込みアルゴリズムが出力するメトリクスのリストについては、「Amazon を使った
SageMaker 組み込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモデル (p. 981)」にリストされた適切なアル
ゴリズムのモデルチューニングのセクションを参照してください。
機械学習モデルのハイパーパラメータを最適化するために、チューニングジョブはトレーニングアルゴ
リズムがログに書き込むメトリクスを使って、開始したトレーニングジョブを評価します。アマゾン
SageMaker ハイパーパラメータチューニングはアルゴリズムを解析しますstdoutそしてstderrデータ
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セットに対するモデルのパフォーマンスを示す損失や検証精度などのアルゴリズムのメトリクスを検索す
るためのストリーム

Note
これらは以下の指標と同じものです SageMaker 送信先 CloudWatch ログ。詳細については、
「Amazon Logs SageMaker Amazon のイベント CloudWatch (p. 3445)」を参照してください。
ハイパーパラメータ調整に独自のアルゴリズムを使用する場合は、評価データを stderr または stdout
に書き込むことによって、アルゴリズムが 1 つ以上のメトリクスを発行するようにしてください。

Note
ハイパーパラメータの調整は、追加のハイパーパラメータ _tuning_objective_metric をト
レーニングアルゴリズムに送信します。このハイパーパラメータは、ハイパーパラメータの調整
ジョブに使用される目標メトリクスを指定します。アルゴリズムは、この情報をトレーニングで
使用できます。
モニタリングジョブを調整するために、最大 20 個のメトリクスを定義できます。これらのメトリクスの
1 つを目標メトリクスとして選択します。これは、ハイパーパラメータ調整がトレーニングジョブを評価
する際に使用します。ハイパーパラメータ調整ジョブは、オブジェクト目標に対して最善の値を返したト
レーニングジョブを、最善のトレーニングジョブとして返します。
調整ジョブのメトリクスを定義するには、調整ジョブが監視する各メトリクスの名前と正規表現を指定
します。アルゴリズムが出力するメトリクスの値をキャプチャするように正規表現を設計します。これ
らのメトリクスを、AlgorithmSpecification フィールドの MetricDefinitions フィールドとし
て、TrainingJobDefinition パラメータの CreateHyperParameterTuningJob 操作に渡します。
次の例では、4 つのメトリクスを定義しています。
=[

{
},
{
},
{
},
{

]

},

"Name": "loss",
"Regex": "Loss = (.*?);",
"Name": "ganloss",
"Regex": "GAN_loss=(.*?);",
"Name": "discloss",
"Regex": "disc_train_loss=(.*?);",
"Name": "disc-combined",
"Regex": "disc-combined=(.*?);",

アルゴリズムによって書き込まれるログの例を以下に示します。
GAN_loss=0.138318; Scaled_reg=2.654134; disc:[-0.017371,0.102429] real 93.3% gen 0.0%
disc-combined=0.000000; disc_train_loss=1.374587; Loss = 16.020744; Iteration 0 took
0.704s; Elapsed=0s

アルゴリズムのログ出力に一致するように正規表現 (regex) を使用して、メトリクスの数値を取得しま
す。たとえば、上記で定義した loss メトリクスの正規表現では、正規表現の最初の部分で「Loss =」に
一致するテキストを検索し、式 (.*?); では最初のセミコロン文字までの任意の 0 文字以上のテキストが
取得されます。この正規表現では、括弧内のテキストを取得するよう指示します。. は任意の文字、* は 0
文字以上の文字、? は、; 文字の最初のインスタンスまでのみ取得されます。
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調整ジョブの目標メトリクスとして定義したメトリクスの 1 つを選択します。API を使
用している場合は、CreateHyperParameterTuningJob オペレーションに送信する
HyperParameterTuningJobConfig パラメータの HyperParameterTuningJobObjective フィール
ドに name キーの値を指定します。

ハイパーパラメータの範囲を定義する
ハイパーパラメータチューニングでは、指定した一連の値からチューニング可能なハイパーパラメータを
検索して、モデルに最適なハイパーパラメータ値を見つけます。ハイパーパラメータと範囲を選択する
と、調整ジョブのパフォーマンスに大きく影響します。ハイパーパラメータと範囲の選択に関するガイダ
ンスについては、ハイパーパラメータ調整のベストプラクティス (p. 2332)を参照してください。
低レベル API を使用してハイパーパラメータの範囲を定義するに
は、CreateHyperParameterTuningJob 操作に渡す HyperParameterTuningJobConfig パ
ラメータの ParameterRanges フィールドに、ハイパーパラメータの名前と値の範囲を指定しま
す。ParameterRanges フィールドには、カテゴリ別、整数、および連続ハイパーパラメータの各範囲に
1 つずつ、合計 3 つのサブフィールドがあります。検索するハイパーパラメータを最大 20 個まで定義でき
ます。カテゴリ別ハイパーパラメータ範囲の各値は、制限に対するハイパーパラメータとしてカウントさ
れます。ハイパーパラメータの範囲は次のような構造を持っています。
"ParameterRanges": {
"CategoricalParameterRanges": [
{
"Name": "tree_method",
"Values": ["auto", "exact", "approx", "hist"]
}
],
"ContinuousParameterRanges": [
{
"Name": "eta",
"MaxValue" : "0.5",
"MinValue": "0",
"ScalingType": "Auto"
}
],
"IntegerParameterRanges": [
{
"Name": "max_depth",
"MaxValue": "10",
"MinValue": "1",
"ScalingType": "Auto"
}
]
}

ハイパーパラメータのスケーリング
整数のハイパーパラメータ範囲および連続したハイパーパラメータ範囲では、ハイパーパラメータ範囲の
ScalingType フィールドに値を指定することで、ハイパーパラメータの調整で使用するスケールを選択
して値の範囲を検索できます。次のスケーリングタイプから選択できます。
Auto
SageMaker ハイパーパラメータのチューニングは、ハイパーパラメータの最適なスケールを選択しま
す。
[Linear] (線形)
ハイパーパラメータの調整では、線形スケールを使用してハイパーパラメータ範囲内の値を検索しま
す。通常、すべての値の最低から最高までの範囲が比較的小さい (1 桁違いである) 場合に、線形ス
ケールを選択します。範囲内の値の均一な検索により、範囲全体を適切に探索できるためです。
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対数
ハイパーパラメータの調整では、対数を使用してハイパーパラメータ範囲内の値を検索します。
対数スケールは、範囲内の値が 0 より大きい場合にのみ使用できます。
対数スケールは、数桁違いの値の範囲を検索する場合に使用します。たとえば、線形学習モデルを
調整する (p. 1890) モデルの調整で、learning_rate ハイパーパラメータに対して値の範囲として
0.0001～1.0 を指定する場合、対数スケールでの均一な検索では、線形スケールでの検索よりも範囲
全体のより適切なサンプルが得られます。線形スケールでの検索は、平均でトレーニング予算の 90%
が 0.1～1.0 の値にのみ費やされ、トレーニング予算の 10% のみが 0.0001～0.1 の値に費やされるた
めです。
ReverseLogarithmic
ハイパーパラメータの調整では、逆対数スケールを使用してハイパーパラメータ範囲内の値を検索し
ます。逆対数スケールは、連続したハイパーパラメータ範囲でのみサポートされています。整数のハ
イパーパラメータ範囲ではサポートされていません。
逆対数スケールは、範囲全体が範囲 0<=x<1.0 内に収まる場合にのみ使用できます。
小さい変更 (1 に非常に近い変更) に対して極めて敏感である範囲を検索する場合に、逆対数スケール
を選択します。
ハイパーパラメータスケーリングを使用するノートブックの例については、https://github.com/
awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/hyperparameter_tuning/xgboost_random_log/
hpo_xgboost_random_log.ipynb。

ハイパーパラメータの最適化を使って複数のアルゴリ
ズムをチューニングし、最適なモデルを見つける
Amazon で新しいハイパーパラメータ最適化 (HPO) ジョブを作成するには SageMaker 複数のアルゴリズ
ムをチューニングするには、テストするすべてのアルゴリズムに適用されるジョブ設定と、アルゴリズム
のトレーニング定義を指定する必要があります。また、チューニングジョブに使うリソースを指定する必
要があります。
• ジョブの設定にはウォームスタート、早期停止、チューニング戦略が含まれます。ウォームスタートと
早期停止は、1 つのアルゴリズムをチューニングする場合にのみ使うことができます。
• トレーニングジョブの定義には、名前、アルゴリズムソース、目標メトリクス、および値の範囲 (必要
な場合) を指定して、各トレーニングジョブに一連のハイパーパラメータ値を設定します。各トレーニ
ングジョブのデータ入力、データ出力の場所、チェックポイントの保存場所のチャネルを設定します。
この定義では、インスタンスタイプとカウント、マネージドスポットトレーニング、停止条件など、各
トレーニングジョブにデプロイするリソースも設定します。
• デプロイするチューニングジョブリソース: ハイパーパラメータチューニングジョブが同時に実行でき
るトレーニングジョブの最大数と、ハイパーパラメータチューニングジョブが実行できるトレーニング
ジョブの最大数を含めます。

開始方法
コンソールからは、新しいハイパーパラメータチューニングジョブの作成、ジョブの複製、タグの追加ま
たは編集を行うことができます。また、検索機能を使って、名前、作成時刻、ステータスでジョブを検索
することもできます。または、 SageMakerAPI。
• コンソールで: 新しいジョブを作成するには、Amazon を開きます SageMaker コンソールhttps://
console.aws.amazon.com/sagemaker/、選択してくださいハイパーパラメータ調整ジョブからのトレー
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ニング、メニュー、そして選択ハイパーパラメータ調整ジョブの作成。次に、設定ステップに従って、
使うアルゴリズムごとにトレーニングジョブを作成します。これらのステップは 1 つ以上のアルゴリズ
ムのハイパーパラメータ最適化チューニングジョブを作成する (コンソール) (p. 2309) のトピックにも
記載されています。

Note
設定手順を開始する際、複数アルゴリズムの HPO ではウォームスタート機能および早期停止
機能は使えないことに注意してください。これらの機能を使用する場合、一度に調整できるア
ルゴリズムは 1 つのみです。
• API の使用: の使用方法については SageMaker ハイパーパラメータのチューニングジョブを作成する
API例: ハイパーパラメータチューニングJob。CreateHyperParameterTuningJob を呼び出して複
数のアルゴリズムのチューニングする場合、1 つの TrainingJobDefinition を指定するのではな
く、TrainingJobDefinitions を使ってトレーニング定義のリストを指定する必要があります。
チューニングするアルゴリズムの数に応じて、これらの定義タイプのいずれかを選択する必要がありま
す。
トピック
• 1 つ以上のアルゴリズムのハイパーパラメータ最適化チューニングジョブを作成する (コンソー
ル) (p. 2309)
• ハイパーパラメータのチューニングジョブとトレーニングジョブを管理する (p. 2313)

1 つ以上のアルゴリズムのハイパーパラメータ最適化チューニン
グジョブを作成する (コンソール)
1 つ以上のアルゴリズムの新しいハイパーパラメータ最適化 (HPO) チューニングジョブを作成するには、
チューニングジョブの設定の定義、チューニングする各アルゴリズムのトレーニングジョブ定義の作成、
チューニングジョブのリソースの設定が必要です。
トピック
• ジョブ設定を定義する (p. 2309)
• トレーニングジョブの定義を作成する (p. 2310)
• チューニングジョブのリソースを設定する (p. 2312)
• HPO チューニングジョブを確認して作成する (p. 2313)

ジョブ設定を定義する
調整ジョブの設定は、HPO 調整ジョブのすべてのアルゴリズムに適用されます。ウォームスタートと早期
停止は、1 つのアルゴリズムを調整する場合にのみ使用できます。ジョブ設定を定義した後、調整するア
ルゴリズムまたはバリエーションごとに個別のトレーニング定義を作成します。
ウォームスタート
このジョブを複製した場合、以前のチューニングジョブの結果を使って、この新しいチューニングジョ
ブのパフォーマンスを向上させることができます。このウォームスタート機能は、1 つのアルゴリズム
をチューニングする場合にのみ使うことができます。このオプションを選択すると、以前のハイパーパ
ラメータチューニングジョブを 5 つまで選択して使うことができます。または、転移学習を使って、親
チューニングジョブにデータを追加することもできます。このオプションを選択すると、以前の調整ジョ
ブの 1 つが親として選択されます。

Note
ウォームスタートは、2018 年 10 月 1 日以降に作成されたチューニングジョブとのみ互換性があ
ります。詳細については、「ウォームスタートジョブを実行する」を参照してください。
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早期停止
現時点で最良のハイパーパラメータチューニングジョブの目標メトリクスがトレーニングジョブによって
改善される可能性が低い場合、コンピューティングの時間を削減し、モデルが過学習状態にならないよう
にするために、トレーニングジョブを早期停止できます。ウォームスタートと同様に、この機能は単一の
アルゴリズムを調整する場合にのみ使用できます。これは設定オプションがない自動機能で、デフォルト
では無効になっています。早期停止の仕組み、それをサポートするアルゴリズム、および独自のアルゴリ
ズムと併用する方法の詳細については、「トレーニングジョブを早期停止する」を参照してください。
調整方法
チューニング戦略は、ランダム、ベイズ最適化、ハイパーバンドのいずれかになります。これらの選択
は、自動チューニングアルゴリズムが指定のハイパーパラメータ範囲 (後のステップで選択) をどのよう
に検索するかを指定します。ランダムサーチでは、指定した範囲からランダムな値の組み合わせが選択さ
れ、順番に実行することも、parallel 実行することもできます。ベイズ最適化では、以前の選択履歴でわ
かっていることに基づいて、最良の結果が得られる可能性が高い値を選択します。Hyperband は、十分に
活用されているジョブにリソースを動的に割り当て、パフォーマンスが低いジョブを自動的に停止するマ
ルチフィデリティ戦略を採用しています。他の構成を停止した後に開始される新しい構成は、ランダムに
選択されます。Hyperband は反復アルゴリズムでのみ使用できます。サーチ戦略の詳細については、「ハ
イパーパラメータチューニングの仕組み」を参照してください。

Note
ハイパーバンドは、高度な内部メカニズムを使用して
アーリーストップを適用します。したがって、パラメータ
はTrainingJobEarlyStoppingType()HyperParameterTuningJobConfigAPI をに設定す
る必要がありますOFFHyperband の内部早期停止機能を使用するとき。
タグ
タグをキーバリューのペアとして入力すると、チューニングジョブにメタデータが割り当てられ、管理し
やすくなります。値は必須ではありません。キーのみを使用できます。ジョブに関連付けられているキー
を表示するには、チューニングジョブの詳細ページで [Tags] (タグ) タブを選択します。チューニングジョ
ブのタグの使い方については、「ハイパーパラメータのチューニングジョブとトレーニングジョブを管理
する (p. 2313)」を参照してください。

トレーニングジョブの定義を作成する
トレーニングジョブの定義を作成するには、アルゴリズムとパラメータの設定、データの入力
と出力の定義、リソースの設定が必要です。HPO チューニングジョブごとに少なくとも 1 つの
TrainingJobDefinition を指定する必要があります。各トレーニング定義は、アルゴリズムの構成を
指定します。複数のトレーニングジョブ定義を作成するには、ジョブ定義を複製します。ジョブを複製す
ると、データチャネル、S3 における出力アーティファクトの保存場所など、ジョブのすべての設定がコ
ピーされるため、時間を節約できます。その後、複製されたジョブで変更が必要なアルゴリズムオプショ
ンの設定のみを編集します。
トピック
• アルゴリズムとパラメータを構成する (p. 2310)
• データの入力および出力を定義する (p. 2311)
• トレーニングジョブのリソースを設定する (p. 2312)
• トレーニングジョブを追加または複製する (p. 2312)

アルゴリズムとパラメータを構成する
チューニングジョブの各トレーニングジョブ定義には、各トレーニングジョブに一連のハイパーパラメー
タ値を設定するために、名前、サービスにアクセスするための許可、アルゴリズムオプションの指定、目
標メトリクス、および値の範囲 (必要な場合) が必要です。
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名前
トレーニング定義の一意の名前を指定します。
許可
アマゾン SageMaker ユーザーに代わって他ののサービスを呼び出すアクセス許可が必要です。IAM ロー
ルを選択するか、AmazonSageMakerFullAccess IAM ポリシーがアタッチされたロールを AWS に作成
させます。
オプションのセキュリティ設定
ネットワークの隔離の設定により、コンテナがアウトバウンドネットワーク呼び出しを行うことができな
くなります。これは、AWS Marketplace の機械学習サービスでは必須です。
プライベート VPC を使用することもできます。

Note
コンテナ間の暗号化は、API からジョブ定義を作成する場合にのみ使用できます。
アルゴリズムオプション
組み込みアルゴリズム、独自のアルゴリズム、アルゴリズムを含む独自のコンテナのいずれかを選択する
か、AWS Marketplace からアルゴリズムをサブスクライブします。
• 組み込みアルゴリズムを選択すると、ECR イメージ情報が事前に入力されます。
• 独自のコンテナを選択した場合は、ECR イメージの情報を指定する必要があります。アルゴリズムの入
力モードにはファイルまたはパイプを選択できます。
• Amazon S3 の .CSV ファイルを使用してデータを提供する場合は、ファイルを選択する必要がありま
す。
メトリクス
組み込みアルゴリズムを選択すると、メトリクスが提供されます。独自のアルゴリズムを選択する場合
は、メトリクスを定義する必要があります。チューニングジョブには最大 20 個のメトリクスを定義して
モニタリングできます。そのうちの 1 つを目標メトリクスとして選択する必要があります。チューニング
ジョブのメトリクスを定義する方法の詳細については、「メトリクスを定義します (p. 2305)」を参照して
ください。
目標メトリクス
最善なトレーニングジョブを見つけるには、目標メトリクスと、その値を最大化するか最小化するかを設
定します。トレーニングジョブの完了後、調整ジョブの詳細ページを表示して、この目標メトリクスを使
用して検出された最適なトレーニングジョブの要約を表示できます。
ハイパーパラメータの設定
組み込みアルゴリズムを選択した場合、チューニングするアルゴリズムに合わせて最適化された範囲を
使って、ハイパーパラメータのデフォルト値が設定されます。これらの値は、必要に応じて変更できま
す。例えば、範囲の代わりに、パラメータタイプを static (静的) に設定することで、ハイパーパラメータ
に固定値を設定できます。各アルゴリズムには、異なる必須およびオプションのパラメータがあります。
詳細については、「ハイパーパラメータ調整のベストプラクティス」と「ハイパーパラメータの範囲を定
義する」を参照してください。

データの入力および出力を定義する
チューニングジョブの各トレーニングジョブ定義にはデータ入力、データ出力の場所、また、任意で
チェックポイントの保存場所のチャネルを設定する必要があります。
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入力データ設定
入力データはチャネルによって定義され、それぞれ独自のソースの場所 (Amazon S3 または Amazon
Elastic File System)、圧縮、形式オプションがあります。入力ソースは最大20チャネルまで定義できま
す。選択したアルゴリズムが複数の入力チャネルをサポートしている場合は、それらも指定できます。た
とえば、「XGBoost churn prediction notebook」を使用する場合、トレーニングと検証の 2 つのチャネル
を追加できます。
チェックポイントの設定
チェックポイントは、トレーニング中に定期的に生成されます。チェックポイントを保存する Amazon S3
の場所を選択する必要があります。チェックポイントは、メトリクスレポートで使用され、マネージドス
ポットトレーニングジョブを再開するためにも使用されます。詳細については、「Amazon でチェックポ
イントを使用する SageMaker (p. 2522)」を参照してください。
出力データ設定
トレーニングジョブのアーティファクトを保存する Amazon S3 の場所を定義する必要があります。AWS
Key Management Service (AWS KMS) キーを使って、出力に暗号化を追加することもできます。

トレーニングジョブのリソースを設定する
チューニングジョブの各トレーニングジョブ定義には、インスタンスタイプとカウント、マネージドス
ポットトレーニング、停止条件など、デプロイするリソースを設定する必要があります。
リソース設定
各トレーニング定義には、異なるリソース構成を設定できます。インスタンスタイプとノード数を選択し
ます。
マネージドスポットトレーニング
許可することで開始時間と終了時間に柔軟性を持たせている場合、ジョブのコンピューターコストを節約
できます。 SageMaker 空き容量を使ってジョブを実行する。詳細については、「Amazon でのマネージ
ドスポットトレーニング SageMaker (p. 2521)」を参照してください。
停止条件
停止条件には、各トレーニングジョブに許容される最大の期間を指定します。

トレーニングジョブを追加または複製する
チューニングジョブのトレーニングジョブ定義を作成した後、ユーザーは [Training Job Definition(s)] (ト
レーニングジョブ定義) パネルに戻されます。ここで、追加のトレーニングジョブ定義を作成して、追加
のアルゴリズムをトレーニングできます。[Add training job definition] (トレーニングジョブ定義を追加) を
選択して、トレーニングジョブを定義するステップをもう一度実行できます。または、[Action] (アクショ
ン) メニューの [Clone] (クローン) を使って既存のトレーニングジョブ定義を複製し、新しいアルゴリズム
用に編集します。複製オプションを使うと、データのチャネル、S3 における保存場所など、ジョブのす
べての設定がコピーされるため、時間を節約できます。複製の詳細については、「ハイパーパラメータの
チューニングジョブとトレーニングジョブを管理する (p. 2313)」を参照してください。

チューニングジョブのリソースを設定する
リソースの制限
ハイパーパラメータチューニングジョブが同時に実行できる同時トレーニングジョブの最大数 (最大 10 個)
と、ハイパーパラメータチューニングジョブが実行できるトレーニングジョブの最大数 (最大 500 個) を指
定できます。同時ジョブの数は、すべてのトレーニング定義で要求したノード数を超えないようにする必
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要があります。ジョブの総数は、定義によって実行されると予想されるジョブの数を超えることはできま
せん。

HPO チューニングジョブを確認して作成する
ジョブ設定、トレーニングジョブの定義、およびリソースの制限を確認します。次に、[Create
hyperparameter tuning job] (ハイパーパラメータチューニングジョブを作成) を選択します。

ハイパーパラメータのチューニングジョブとトレーニングジョブ
を管理する
チューニングジョブには多数のトレーニングジョブを含めることができ、これらのジョブとその定義の
作成と管理は複雑で面倒な作業になる可能性があります。 SageMaker には、これらのジョブの管理を容
易にするツールが用意されています。実行したチューニングジョブは、Amazon からアクセスできます
SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。[Training] (トレーニング) メニュー
の [Hyperparameter tuning job] (ハイパーパラメータチューニングジョブ) を選択してリストを表示しま
す。このページでは、[Create hyperparameter tuning job] (ハイパーパラメータチューニングジョブを作成)
を選択して、新しいチューニングジョブを作成する手順も開始できます。
チューニングジョブの一部のトレーニングジョブによる実行を確認するには、リストからハイパーパラ
メータチューニングジョブを 1 つ選択します。チューニングジョブのページにあるタブでは、トレーニン
グジョブ、その定義、チューニングジョブに使われるタグと設定、チューニング中に見つかった最善のト
レーニングジョブを検査できます。最善のトレーニングジョブを選択するか、チューニングジョブに属す
る他のトレーニングジョブを選択して、そのすべての設定を表示できます。ここから、トレーニングジョ
ブで見つかったハイパーパラメータ値を使うモデルを作成できます。[Create Model] (モデルの作成) を選
択するか、[Clone] (クローン) を選択してトレーニングジョブを複製できます。
クローン作成
ハイパーパラメータチューニングジョブに属するトレーニングジョブを複製することで、時間を節約で
きます。ジョブを複製すると、データチャネル、S3 における出力アーティファクトの保存場所など、
ジョブのすべての設定がコピーされます。これは、前述のとおり、チューニングジョブのページから既に
実行しているトレーニングジョブに対して、またはその手順の トレーニングジョブを追加または複製す
る (p. 2312) ステップで説明されているとおり、ハイパーパラメータチューニングジョブの作成中に追加
のトレーニングジョブ定義を作成するときに行えます。
タグ付け
自動モデルチューニングでは、1 つの親チューニングジョブ内で複数のトレーニングジョブを開始して、
モデルのハイパーパラメータの最適な重みを検出します。タグは、ジョブ設定を定義する (p. 2309)セク
ションで説明されているとおり、親チューニングジョブに追加できます。タグが追加されると、そのタ
グはその下にある個々のトレーニングジョブに反映されます。このようなタグは、コスト配分やアクセス
コントロールなどの目的で使うことができます。を使用してタグを追加するには SageMaker SDK、使っ
てAddTagsAPI。AWS リソースのタグ付けの詳細については、「AWS リソースのタグ付け」を参照して
ください。

例: ハイパーパラメータチューニングJob
この例では、ハイパーパラメータ調整ジョブを設定して開始するための新しいノートブックを作成する方
法を示します。調整ジョブは、XGBoost アルゴリズム (p. 1914) を使用してモデルをトレーニングし、顧
客が電話で連絡を受けた後に銀行で定期預金を申し込むかどうかを予測します。
ハイパーパラメータチューニングジョブを設定して開始するには、低レベルの AWS SDK for Python
(Boto) を使います。また、ハイパーパラメータチューニングジョブのステータスをモニタリングするに
は、AWS Management Console を使います。Amazonを使うこともできます SageMaker 高レベルアマゾ
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ン SageMaker Python SDKハイパーパラメータチューニングジョブの設定、実行、監視、分析を行いま
す。詳細については、次を参照してください。https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk。

前提条件
この例のコードを実行するには、以下が必要です。
• AWS アカウントと管理者ユーザー (p. 34)
• トレーニングデータセットとトレーニング中に作成されたモデルアーティファクトを保存するための
Amazon S3 バケット
• A running SageMaker ノートブックインスタンス (p. 74)
トピック
• ノートブックを作成する。 (p. 2314)
• Amazonをゲット SageMaker Bothon (p. 2315)
• Get... SageMaker 実行ロール (p. 2315)
• S3 バケットを指定して、トレーニングデータセットをアップロードし、出力データを保存す
る (p. 2315)
• トレーニングデータをダウンロード、準備、アップロードする (p. 2316)
• ハイパーパラメータ調整ジョブを設定して開始する (p. 2317)
• ハイパーパラメータ調整ジョブの進行状況を監視する (p. 2321)
• クリーンアップ (p. 2324)

ノートブックを作成する。
デフォルトの Anaconda インストールと Python 3 を使ってプリインストールされた環境を含む Jupyter
ノートブックを作成します。

Juypter ノートブックを作成するには
1.

Amazon SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

名前の横にある [Open (開く)] を選択して、実行中のノートブックインスタンスを開きます。Jupyter
ノートブックサーバーページが表示されます。

3.

ノートブックを作成するには、[ファイル]、[新規]、[conda_python3] の順に選択します。

4.

ノートブックに名前を付けます。

次のステップ
Amazonをゲット SageMaker Bothon (p. 2315)
2314

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
例: ハイパーパラメータチューニングJob

Amazonをゲット SageMaker Bothon
アマゾンをインポート SageMaker SDKAWS SDK for Python (Boto3)、その他の Python ライブラリ。新し
い Jupyter ノートブックの最初のセルに次のコードを貼り付けます。
import sagemaker
import boto3
import numpy as np
numerical processing
import pandas as pd
from time import gmtime, strftime
import os

# For performing matrix operations and
# For manipulating tabular data

region = boto3.Session().region_name
smclient = boto3.Session().client('sagemaker')

前述のコードセルでは、regionそしてsmclient組み込みの XGBoost アルゴリズムを呼び出し、
SageMaker ハイパーパラメータチューニングジョブ。

次のステップ
Get... SageMaker 実行ロール (p. 2315)

Get... SageMaker 実行ロール
ノートブックインスタンスの実行ロールを取得します。これは、ノートブックインスタンス用に作成した
IAM ロールです。ロールを調整ジョブに渡します。
from sagemaker import get_execution_role
role = get_execution_role()
print(role)

次のステップ
S3 バケットを指定して、トレーニングデータセットをアップロードし、出力データを保存する (p. 2315)

S3 バケットを指定して、トレーニングデータセットをアップ
ロードし、出力データを保存する
S3 バケットを設定して、トレーニングデータセットをアップロードし、トレーニングの出力データを保存
します。
デフォルトの S3 バケットを使うには
次のコードを使用して、に割り当てられるデフォルトの S3 バケットを指定します。 SageMaker
sessionprefixバケット内のパスはどこですか SageMaker 現在のトレーニングジョブのデータを保存し
ます。
sess = sagemaker.Session()
bucket = sess.default_bucket()
# Set a default S3 bucket
prefix = 'DEMO-automatic-model-tuning-xgboost-dm'

(オプション) 特定の S3 バケットを使うには
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特定の S3 バケットを使う場合は、次のコードの文字列を S3 バケットの正確な名前に置き換えて、使いま
す。バケットの名前は sagemaker を含み、グローバルに一意でなければなりません。バケットは、この
例で使うノートブックインスタンスと同じ AWS リージョンにある必要があります。
bucket = "sagemaker-your-preferred-s3-bucket"

Note
ハイパーパラメータチューニングジョブの実行に使う IAM ロールに S3FullAccess 許可を付与
するポリシーがある場合は、バケットの名前に sagemaker を含める必要はありません。

次のステップ
トレーニングデータをダウンロード、準備、アップロードする (p. 2316)

トレーニングデータをダウンロード、準備、アップロードする
この例では、銀行の顧客に関する情報のトレーニングデータセットを使用します。これには、顧客の仕
事、配偶者の有無、および銀行のダイレクトマーケティングキャンペーン中の連絡方法が含まれます。ハ
イパーパラメータチューニングジョブにデータセットを使うには、データセットをダウンロードし、デー
タを変換してから、Amazon S3 バケットにアップロードします。
データセットと、この例で実行されるデータ変換の詳細について
は、hpo_xgboost_direct_Marketing_SageMaker_APISのノートブックハイパーパラメータ調整のセクショ
ンSageMaker例ノートブックインスタンスのタブをクリックします。

トレーニングデータセットをダウンロードして調べる
データセットをダウンロードして調べるには、ノートブックで次のコードを実行します。
!wget -N https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/bankadditional.zip
!unzip -o bank-additional.zip
data = pd.read_csv('./bank-additional/bank-additional-full.csv', sep=';')
pd.set_option('display.max_columns', 500)
# Make sure we can see all of the columns
pd.set_option('display.max_rows', 5)
# Keep the output on one page
data

データを準備してアップロードする
ハイパーパラメータ調整ジョブを作成する前に、データを準備して、ハイパーパラメータ調整ジョブから
アクセスできる S3 バケットにアップロードしてください。
ノートブックで次のコードを実行します。
data['no_previous_contact'] = np.where(data['pdays'] == 999, 1, 0)
# Indicator variable to capture when pdays takes a value of 999
data['not_working'] = np.where(np.in1d(data['job'], ['student', 'retired', 'unemployed']),
1, 0)
# Indicator for individuals not actively employed
model_data = pd.get_dummies(data)
# Convert categorical variables to sets of indicators
model_data
model_data = model_data.drop(['duration', 'emp.var.rate', 'cons.price.idx',
'cons.conf.idx', 'euribor3m', 'nr.employed'], axis=1)
train_data, validation_data, test_data = np.split(model_data.sample(frac=1,
random_state=1729), [int(0.7 * len(model_data)), int(0.9*len(model_data))])
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pd.concat([train_data['y_yes'], train_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)],
axis=1).to_csv('train.csv', index=False, header=False)
pd.concat([validation_data['y_yes'], validation_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)],
axis=1).to_csv('validation.csv', index=False, header=False)
pd.concat([test_data['y_yes'], test_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)],
axis=1).to_csv('test.csv', index=False, header=False)
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(os.path.join(prefix, 'train/
train.csv')).upload_file('train.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(os.path.join(prefix, 'validation/
validation.csv')).upload_file('validation.csv')

次のステップ
ハイパーパラメータ調整ジョブを設定して開始する (p. 2317)

ハイパーパラメータ調整ジョブを設定して開始する
ハイパーパラメータ調整ジョブを設定して開始するには、以下の手順を実行します。
トピック
• ハイパーパラメータ調整ジョブ設定を指定する (p. 2317)
• トレーニングジョブを設定する (p. 2318)
• ハイパーパラメータ調整ジョブに名前を付けて開始する (p. 2320)
• 次のステップ (p. 2321)

ハイパーパラメータ調整ジョブ設定を指定する
ハイパーパラメータ調整ジョブの設定を指定するには、JSON オブジェクトを定義します。調整ジョ
ブを作成するときに、オブジェクトを HyperParameterTuningJobConfig パラメータの値として
CreateHyperParameterTuningJob に渡します。
この JSON オブジェクトで、次のように指定します。
• 調整するハイパーパラメータの範囲。詳細については、「ハイパーパラメータの範囲を定義す
る (p. 2307)」を参照してください。
• ハイパーパラメータ調整ジョブが消費できるリソースの制限。
• ハイパーパラメータ調整ジョブの目標メトリクス。目標メトリクスは、ハイパーパラメータ調整ジョブ
が開始したトレーニングジョブを評価するために使用するメトリクスです。

Note
ハイパーパラメータチューニングに独自のアルゴリズムを使用するには、アルゴリズムのメト
リクスを定義する必要があります。詳細については、「メトリクスを定義します (p. 2305)」を
参照してください。
ハイパーパラメータ調整ジョブは、XGBoost アルゴリズム (p. 1914) 組み込みアルゴリズムの
eta、alpha、min_child_weight、max_depth ハイパーパラメータの範囲を定義します。ハイパー
パラメータ調整ジョブの客観的な測定基準により、validation:aucアルゴリズムが送信する指標
CloudWatch ログ。
tuning_job_config = {
"ParameterRanges": {
"CategoricalParameterRanges": [],
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}

"ContinuousParameterRanges": [
{
"MaxValue": "1",
"MinValue": "0",
"Name": "eta"
},
{
"MaxValue": "2",
"MinValue": "0",
"Name": "alpha"
},
{
"MaxValue": "10",
"MinValue": "1",
"Name": "min_child_weight"
}
],
"IntegerParameterRanges": [
{
"MaxValue": "10",
"MinValue": "1",
"Name": "max_depth"
}
]
},
"ResourceLimits": {
"MaxNumberOfTrainingJobs": 20,
"MaxParallelTrainingJobs": 3
},
"Strategy": "Bayesian",
"HyperParameterTuningJobObjective": {
"MetricName": "validation:auc",
"Type": "Maximize"
}

トレーニングジョブを設定する
調整ジョブが開始するトレーニングジョブを設定するには、CreateHyperParameterTuningJob コー
ルの TrainingJobDefinition パラメータの値として渡す JSON オブジェクトを定義します。
この JSON オブジェクトで、次のように指定します。
• 任意 - トレーニングジョブが出力するメトリクス。

Note
カスタムトレーニングアルゴリズムを使用する場合にのみメトリクスを定義します。この例で
は組み込みアルゴリズムを使用しているため、メトリクスを指定しません。メトリクスの定義
については、「メトリクスを定義します (p. 2305)」を参照してください。
• トレーニングアルゴリズムを指定するコンテナイメージ。
• トレーニングデータとテストデータの入力設定。
• アルゴリズムの出力の保存場所。トレーニングジョブの出力を保存する S3 バケットを指定します。
• 調整ジョブで調整されていないアルゴリズムハイパーパラメータの値。
• トレーニングジョブに使用するインスタンスのタイプ。
• トレーニングジョブの停止条件。これは各トレーニングジョブの最大期間です。
この例では、XGBoost アルゴリズム (p. 1914) 組み込みアルゴリズムの
eval_metricnum_round、objective、rate_drop、tweedie_variance_power の各パラメータに
静的な値を設定します。
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SageMaker Python SDK v1
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri
training_image = get_image_uri(region, 'xgboost', repo_version='1.0-1')
s3_input_train = 's3://{}/{}/train'.format(bucket, prefix)
s3_input_validation ='s3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)
training_job_definition = {
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": training_image,
"TrainingInputMode": "File"
},
"InputDataConfig": [
{
"ChannelName": "train",
"CompressionType": "None",
"ContentType": "csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": s3_input_train
}
}
},
{
"ChannelName": "validation",
"CompressionType": "None",
"ContentType": "csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": s3_input_validation
}
}
}
],
"OutputDataConfig": {
"S3OutputPath": "s3://{}/{}/output".format(bucket,prefix)
},
"ResourceConfig": {
"InstanceCount": 2,
"InstanceType": "ml.c4.2xlarge",
"VolumeSizeInGB": 10
},
"RoleArn": role,
"StaticHyperParameters": {
"eval_metric": "auc",
"num_round": "100",
"objective": "binary:logistic",
"rate_drop": "0.3",
"tweedie_variance_power": "1.4"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 43200
}
}

SageMaker Python SDK v2
training_image = sagemaker.image_uris.retrieve('xgboost', region, '1.0-1')
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s3_input_train = 's3://{}/{}/train'.format(bucket, prefix)
s3_input_validation ='s3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)
training_job_definition = {
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": training_image,
"TrainingInputMode": "File"
},
"InputDataConfig": [
{
"ChannelName": "train",
"CompressionType": "None",
"ContentType": "csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": s3_input_train
}
}
},
{
"ChannelName": "validation",
"CompressionType": "None",
"ContentType": "csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": s3_input_validation
}
}
}
],
"OutputDataConfig": {
"S3OutputPath": "s3://{}/{}/output".format(bucket,prefix)
},
"ResourceConfig": {
"InstanceCount": 2,
"InstanceType": "ml.c4.2xlarge",
"VolumeSizeInGB": 10
},
"RoleArn": role,
"StaticHyperParameters": {
"eval_metric": "auc",
"num_round": "100",
"objective": "binary:logistic",
"rate_drop": "0.3",
"tweedie_variance_power": "1.4"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 43200
}
}

ハイパーパラメータ調整ジョブに名前を付けて開始する
これで、ハイパーパラメータ調整ジョブの名前を指定すれば、CreateHyperParameterTuningJob
API を呼び出して開始できます。前の手順で作成した tuning_job_config および
training_job_definition をパラメータの値として渡します。
tuning_job_name = "MyTuningJob"
smclient.create_hyper_parameter_tuning_job(HyperParameterTuningJobName = tuning_job_name,
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HyperParameterTuningJobConfig =

tuning_job_config,

TrainingJobDefinition = training_job_definition)

次のステップ
ハイパーパラメータ調整ジョブの進行状況を監視する (p. 2321)

ハイパーパラメータ調整ジョブの進行状況を監視する
ハイパーパラメータチューニングジョブとそれが開始するトレーニングジョブの進行状況を監視するに
は、Amazon を使います SageMaker コンソール。
トピック
• ハイパーパラメータ調整ジョブのステータスを確認する (p. 2321)
• トレーニングジョブのステータスを確認する (p. 2323)
• 最善のトレーニングジョブを確認する (p. 2324)

ハイパーパラメータ調整ジョブのステータスを確認する
ハイパーパラメータ調整ジョブのステータスを確認するには
1.

Amazon SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

[ハイパーパラメータの調整ジョブ] を選択します。
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3.

ハイパーパラメータ調整ジョブのリストで、開始したハイパーパラメータ調整ジョブのステータスを
確認します。調整ジョブのステータスは以下のとおりです。
• Completed - ハイパーパラメータチューニングジョブは正常に完了しました。
• InProgress - ハイパーパラメータチューニングジョブは進行中です。1 つ以上のトレーニング
ジョブがまだ実行中です。
• Failed - ハイパーパラメータチューニングジョブが失敗しました。
• Stopped - ハイパーパラメータチューニングジョブは、完了する前に手動で停止されました。ハイ
パーパラメータ調整ジョブが開始したすべてのトレーニングジョブが停止されています。
• Stopping - ハイパーパラメータチューニングジョブは停止中です。

トレーニングジョブのステータスを確認する
ハイパーパラメータ調整ジョブが開始したトレーニングジョブのステータスを確認するには
1.

ハイパーパラメータ調整ジョブのリストで、開始したジョブを選択します。

2.

[トレーニングジョブ] を選択します。

3.

各トレーニングジョブのステータスを確認します。ジョブの詳細を確認するには、トレーニングジョ
ブのリストでそれを選択します。ハイパーパラメータ調整ジョブが開始したすべてのトレーニング
ジョブのステータスの要約を確認するには、[トレーニングジョブのステータスカウンター] を確認し
ます。
トレーニングジョブのステータスは以下のとおりです。
• Completed - トレーニングジョブは正常に完了しました。
• InProgress - トレーニングジョブは進行中です。
• Stopped - トレーニングジョブは完了する前に手動で停止されました。
• Failed (Retryable) - トレーニングジョブは失敗しましたが、再試行できます。失敗したト
レーニングジョブは、内部サービスエラーが発生したことが原因で失敗した場合にのみ再試行でき
ます。
• Failed (Non-retryable) - トレーニングジョブは失敗し、再試行できません。クライアントエ
ラーの発生時に失敗したトレーニングジョブは、再試行できません。
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Note
ハイパーパラメータのチューニングジョブを停止でき、基礎となるリソースを削除できま
す。ただし、ジョブ自体は削除できません。

最善のトレーニングジョブを確認する
ハイパーパラメータ調整ジョブは、各トレーニングジョブが返す目標メトリクスを使用してトレーニング
ジョブを評価します。ハイパーパラメータ調整ジョブの進行中、最善であると見なされるトレーニング
ジョブは、その時点で最善の目標メトリクスを返したジョブです。ハイパーパラメータ調整ジョブの完了
後、最善であると見なされるトレーニングジョブは、最善の目標メトリクスを返したジョブです。
最善のトレーニングジョブを確認するには、[最善のトレーニングジョブ] を選択します。

最高のトレーニングジョブを展開するには SageMaker エンドポイント、選択モデルを作成する。

次のステップ
クリーンアップ (p. 2324)

クリーンアップ
不要な料金が発生しないようにするには、この例を完了した後で、AWS Management Consoleを使用し
て、それに対して作成したリソースを削除します。

Note
他の例を検討する予定がある場合は、ノートブックインスタンス、S3 バケット、IAM ロールな
ど、これらのリソースの一部を保持しておくことをお勧めします。
1. を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/ノートブックインスタ
ンスを削除します。削除する前にインスタンスを停止します。
2. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開き、モデルアーティファクトとト
レーニングデータセットを保存するために作成したバケットを削除します。

2324

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
トレーニングジョブを早期停止する

3. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開き、IAM ロールを削除します。アクセス許
可ポリシーを作成した場合は、それも削除することができます。
4. Amazon CloudWatch コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/で始まる名前のロググ
ループをすべて削除します/aws/sagemaker/。

トレーニングジョブを早期停止する
目標メトリクスで測定して、ハイパーパラメータ調整ジョブが大幅に改善されていない場合は、ハイパー
パラメータ調整ジョブが開始したトレーニングジョブを早期に停止します。トレーニングジョブを早期停
止すると、計算時間が短縮され、モデルの過剰な作成を防ぐことができます。トレーニングパラメータを
早期に停止するようにハイパーパラメータ調整ジョブを構成するには、次のいずれかを実行します。
• AWS SDK for Python (Boto 3) を使用している場合は、調整ジョブの構成に使用する
TrainingJobEarlyStoppingType オブジェクトの HyperParameterTuningJobConfig フィール
ドを AUTO に設定します。
• 使用しているバージョンアマゾン SageMaker SDK.early_stopping_typeのパラメー
タHyperParameterTunerオブジェクトAuto。
• アマゾンで SageMaker コンソールハイパーパラメータ調整ジョブの作成ワークフローアーリーストッ
プ、選択してくださいオート。
早期停止の使用方法を説明するサンプルノートブックについては、https://github.com/
awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/hyperparameter_tuning/
image_classification_early_stopping/hpo_image_classification_early_stopping.ipynbまたは開
くhpo_image_classification_early_stopping.ipynbのノートブックハイパーパラメータ調整の
セクションSageMaker 例ノートブックインスタンスで。ノートブックインスタンスでのサンプルノート
ブックの使用方法については、「サンプルノートブック (p. 208)」を参照してください。

早期停止の仕組み
ハイパーパラメータのチューニングジョブの早期停止を有効にすると、 SageMaker ハイパーパラメータ
チューニングジョブが開始した各トレーニングジョブを次のように評価します。
• トレーニングの各エポックの後で、目標メトリクスの値を取得します。
• 同じエポックまでの過去のすべてのトレーニングジョブについて目標メトリクスの移動平均を計算して
から、すべての移動平均の中央値を計算します。
• 現在のトレーニングジョブにおける目標メトリクスの値が、同じエポックまでの過去のトレーニング
ジョブにおける目標メトリクスの移動平均の中央値よりも悪い (目標メトリクスが最小化されると低く
なる) 場合、 SageMaker 現在のトレーニングジョブを停止します。

早期停止をサポートするアルゴリズム
早期停止をサポートするために、アルゴリズムは各エポックについて目標メトリクスを発行する必要があ
ります。以下の組み込み SageMaker アルゴリズムは早期停止をサポートします。
• LightGBM (p. 1881)
• CatBoost (p. 1854)
• AutoGluon-表形式分類 (p. 1847)
• TabTransformer (p. 1907)
• 線形学習アルゴリズム (p. 1890) - 目標メトリクスとして objective_loss を使っている場合にのみサ
ポートされます。
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• XGBoost アルゴリズム (p. 1914)
• イメージ分類-MXNet (p. 2039)
• オブジェクトの検出 (p. 2064)
• Sequence to Sequence アルゴリズム (p. 1980)
• IP Insights (p. 2009)

Note
早期停止をサポートするこの組み込みアルゴリズムのリストは、2018 年 12 月 13 日現在のもの
です。他の組み込みアルゴリズムは、今後、早期停止をサポートする可能性があります。アルゴ
リズムが、ハイパーパラメータ調整ジョブの目標メトリクスとして使用できるメトリクス (可能で
あれば検証メトリクス) を発行する場合は、早期停止をサポートします。
独自のアルゴリズムで早期停止を使用するには、各エポックの後に目標メトリクスの値を発行するように
アルゴリズムを記述する必要があります。次のリストは、さまざまなフレームワークでこれを実行する方
法を示しています。
TensorFlow
tf.keras.callbacks.ProgbarLogger クラスを使用します。詳細については、を参照してくださ
い。tf.keras.callbacks。ProgbarLogger API。
MXNet
mxnet.callback.LogValidationMetricsCallback を使用します。詳細については、
「mxnet.callback API」を参照してください。
Chainer
extensions.Evaluator クラスを使用して Chainer を拡張します。詳細については、
「chainer.training.extensions.Evaluator API」を参照してください。
PyTorch とSpark
高レベルのサポートはありません。目標メトリクスを計算し、各エポックの後でそれらをログに書き
込むように、明示的にトレーニングコードを記述する必要があります。

ウォームスタートのハイパーパラメータ調整ジョブを
実行する
開始点として 1 つ以上の以前の調整ジョブを使用して、ハイパーパラメータ調整ジョブを開始するには、
ウォームスタートを使用します。以前の調整ジョブの結果は、新しい調整ジョブで検索するハイパーパラ
メータの組み合わせを通知する目的で使用されます。ハイパーパラメータの調整では、ベイズ検索または
ランダム検索を使用して、指定された範囲からハイパーパラメータ値の組み合わせを選択します。詳細に
ついては、「ハイパーパラメータ調整の仕組み (p. 2303)」を参照してください。以前のハイパーパラメー
タ調整ジョブからの情報を使用すると、ハイパーパラメータの最善の組み合わせの検索が効率化されるた
め、新しいハイパーパラメータ調整ジョブのパフォーマンスを向上させることができます。

Note
ウォームスタート調整ジョブは通常、標準のハイパーパラメータ調整ジョブより開始に時間がか
かります。これは、親ジョブからの結果をジョブの開始前にロードする必要があるためです。時
間がどの程度長くなるかは、親のジョブによって開始されたトレーニングジョブの総数に依存し
ます。
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ウォームスタートの検討に至る理由は以下のとおりです。
• 各反復の後で表示される結果に基づいて、いくつかの調整ジョブに比べてトレーニングジョブの数を
徐々に増やしていきたい。
• 新しいデータを取得し、その新しいデータを使用してモデルを調整したい。
• 以前の調整ジョブで使用したハイパーパラメータの範囲を変更するか、静的ハイパーパラメータを調整
可能に変更するか、調整可能ハイパーパラメータを静的値に変更したい。
• 以前のハイパーパラメータジョブが早期停止されたか、予期せず停止した。
トピック
• ウォームスタート調整ジョブのタイプ (p. 2327)
• ウォームスタート調整の制限事項 (p. 2327)
• ウォームスタート調整のサンプルノートブック (p. 2328)
• ウォームスタート調整ジョブを作成する (p. 2328)

ウォームスタート調整ジョブのタイプ
ウォームスタート調整ジョブには 2 つの異なるタイプがあります。
IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM
新しいハイパーパラメータ調整ジョブは、親の調整ジョブと同じ入力データおよびトレーニングイ
メージを使用します。検索するハイパーパラメータの範囲と、ハイパーパラメータ調整ジョブが開始
するトレーニングジョブの最大数を変更することができます。ハイパーパラメータを調整可能から静
的、および静的から調整可能に変更することもできますが、静的ハイパーパラメータと調整可能ハイ
パーパラメータの合計数は、すべての親ジョブの数と同じである必要があります。新しいバージョン
での変更がアルゴリズム自体に影響しない限り、新しいバージョンのトレーニングアルゴリズムを使
用することはできません。たとえば、ログ記録を改善したり、異なるデータ形式のサポートを追加し
たりする変更が可能です。
以前のハイパーパラメータ調整ジョブで使用したのと同じトレーニングデータを使用する場合は、同
一のデータとアルゴリズムを使用しますが、トレーニングジョブの総数を増やしたり、ハイパーパラ
メータの範囲や値を変更したりしなければならない可能性があります。
IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM タイプのウォームスタート調整ジョブを実行するときに
は、DescribeHyperParameterTuningJob へのレスポンスに OverallBestTrainingJob という
名前の追加のフィールドを使用できます。このフィールドの値は、この調整ジョブによって開始され
たすべてのトレーニングジョブと、ウォームスタート調整ジョブに指定されたすべての親ジョブのう
ち、目標メトリクスの値が最善であるトレーニングジョブの TrainingJobSummary です。
TRANSFER_LEARNING
新しいハイパーパラメータ調整ジョブには、入力データ、ハイパーパラメータ範囲、最大同時トレー
ニングジョブ数、およびその親ハイパーパラメータ調整ジョブとは異なる最大トレーニングジョブ数
を含めることができます。ハイパーパラメータを調整可能から静的、および静的から調整可能に変更
することもできますが、静的ハイパーパラメータと調整可能ハイパーパラメータの合計数は、すべて
の親ジョブの数と同じである必要があります。トレーニングアルゴリズムイメージは、親ハイパーパ
ラメータ調整ジョブで使用されているバージョンとは異なるバージョンにすることもできます。転移
学習を使用する場合、目標メトリクスの値に大きな影響を与えるデータセットまたはアルゴリズムの
変更は、ウォームスタート調整の使用の有用性を低下させる可能性があります。

ウォームスタート調整の制限事項
すべてのウォームスタート調整ジョブに、次の制限が適用されます。
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• 調整ジョブは最大 5 つの親ジョブを持つことができ、新しい調整ジョブを開始する前に、すべての親
ジョブが終了状態 (Completed、Stopped、または Failed) である必要があります。
• 新しい調整ジョブで使用される目標メトリクスは、親ジョブで使用される目標メトリクスと同じである
必要があります。
• 静的および調整可能ハイパーパラメータの合計数は、親ジョブと新しい調整ジョブの間で同じである必
要があります。そのため、今後のウォームスタート調整ジョブでハイパーパラメータを調整可能として
使用するには、調整ジョブを作成するときにそれを静的ハイパーパラメータとして追加する必要があり
ます。
• 各ハイパーパラメータのタイプ (連続、整数、カテゴリ別) は、親ジョブと新しい調整ジョブの間で変更
してはなりません。
• 親ジョブ内の調整可能ハイパーパラメータから新規調整ジョブ内の静的ハイパーパラメータへの合計変
更数と、静的ハイパーパラメータの値の変更数の合計は、10 を超えてはなりません。カテゴリ別ハイ
パーパラメータの各値は、この制限に対してカウントされます。たとえば、親ジョブに、red と blue
の値を持つ調整可能なカテゴリ別ハイパーパラメータがある場合、新しい調整ではそのハイパーパラ
メータを static に変更します。これは、許容合計数 10 のうち 2 の変更としてカウントされます。親
ジョブで同じハイパーパラメータの静的値が red であり、新しい調整ジョブで静的値を blue に変更し
た場合も、2 回の変更としてカウントされます。
• ウォームスタート調整は再帰的ではありません。たとえば、親ジョブが MyTuningJob2 である
ウォームスタート調整ジョブとして MyTuningJob3 を作成し、MyTuningJob2 自体が、親ジョブ
が MyTuningJob1 であるウォームスタート調整ジョブである場合、MyTuningJob1 の実行時に学
習された情報は、MyTuningJob3 には使用されません。MyTuningJob1 からの情報を使用するに
は、MyTuningJob3 の親として明示的に追加する必要があります。
• ウォームスタート調整ジョブですべての親ジョブによって開始されたトレーニングジョブは、調整ジョ
ブのトレーニングジョブの最大数である 500 に対してカウントされます。
• 2018 年 10 月 1 日より前に作成されたハイパーパラメータ調整ジョブは、ウォームスタート調整ジョブ
の親ジョブとして使用できません。

ウォームスタート調整のサンプルノートブック
ウォームスタートチューニングの使用方法を説明するサンプルノートブックについては、https://
github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/hyperparameter_tuning/
image_classification_warmstart/hpo_image_classification_warmstart.ipynb。でサンプルを実行するた
めに使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法の詳細については、
SageMaker... を参照してくださいサンプルノートブック (p. 208)。ノートブックインスタンスを作成して
開いたら、SageMaker 例タブをクリックすると、すべてのリストが表示されます SageMaker サンプル。
ウォームスタート調整のサンプルノートブックは、[Hyperparameter tuning (ハイパーパラメータの調整)]
セクションにあり、hpo_image_classification_warmstart.ipynb という名前です。ノートブック
を開くには、その [Use (使用)] タブをクリックして [Create copy (コピーを作成)] を選択します。

ウォームスタート調整ジョブを作成する
ウォームスタート調整ジョブを作成するには、低レベルの AWS SDK for Python (Boto 3) または高レベル
の SageMaker Python SDK を使用できます。
トピック
• ウォームスタートチューニングJob 作成 SageMaker API for Python (Boto 3) (p. 2328)
• ウォームスタート調整ジョブを作成する (SageMaker Python SDK) (p. 2329)

ウォームスタートチューニングJob 作成 SageMaker API for Python (Boto 3)
ウォームスタート調整を使用するには、HyperParameterTuningJobWarmStartConfig オブジェクト
の値を指定し、それを CreateHyperParameterTuningJob のコールの WarmStartConfig フィールド
として渡します。
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次のコードは、HyperParameterTuningJobWarmStartConfigオブジェクトを渡
すCreateHyperParameterTuningJob低レベルを使ってジョブする SageMaker API for Python (Boto 3)
HyperParameterTuningJobWarmStartConfig オブジェクトは次のように作成します。
warm_start_config = {
"ParentHyperParameterTuningJobs" : [
{"HyperParameterTuningJobName" : 'MyParentTuningJob'}
],
"WarmStartType" : "IdenticalDataAndAlgorithm"
}

ウォームスタート調整ジョブは次のように作成します。
smclient = boto3.Session().client('sagemaker')
smclient.create_hyper_parameter_tuning_job(HyperParameterTuningJobName =
'MyWarmStartTuningJob',
HyperParameterTuningJobConfig = tuning_job_config, # See notebook for tuning
configuration
TrainingJobDefinition = training_job_definition, # See notebook for job definition
WarmStartConfig = warm_start_config)

ウォームスタート調整ジョブを作成する (SageMaker Python SDK)
を使用するにはアマゾン SageMaker SDKウォームスタートチューニングジョブを実行するには、次の手
順に従います。
• WarmStartConfig オブジェクトを使用して、親ジョブとウォームスタートのタイプを指定します。
• 合格するWarmStartConfigオブジェクトの値としてwarm_start_config引
数HyperparameterTunerオブジェクト。
• HyperparameterTuner オブジェクトの fit メソッドを呼び出します。
の使用の詳細についてはアマゾン SageMaker SDKハイパーパラメータのチューニングについては、を参
照してください。https://github.com/aws/sagemaker-python-sdk#sagemaker-automatic-model-tuning。
この例では、トレーニングに イメージ分類-MXNet (p. 2039) アルゴリズムを使用する推定器を使用してい
ます。次のコードは、ウォームスタート調整ジョブが検索するハイパーパラメータの範囲を設定して、値
の最適な組み合わせを見つけます。ハイパーパラメータ範囲の設定については、ハイパーパラメータの範
囲を定義する (p. 2307)を参照してください。
hyperparameter_ranges = {'learning_rate': ContinuousParameter(0.0, 0.1),
'momentum': ContinuousParameter(0.0, 0.99)}

次のコードは、WarmStartConfig オブジェクトを作成することによってウォームスタート調整ジョブを
設定します。
from sagemaker.tuner import WarmStartConfig,WarmStartTypes
parent_tuning_job_name = "MyParentTuningJob"
warm_start_config =
WarmStartConfig(warm_start_type=WarmStartTypes.IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM,
parents={parent_tuning_job_name})

ここで、静的ハイパーパラメータの値を設定します。静的ハイパーパラメータは、ウォームスター
ト調整ジョブが開始するすべてのトレーニングジョブに対して同じ値を保持します。次のコードで
は、imageclassification は以前に作成された推定器です。
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imageclassification.set_hyperparameters(num_layers=18,
image_shape='3,224,224',
num_classes=257,
num_training_samples=15420,
mini_batch_size=128,
epochs=30,
optimizer='sgd',
top_k='2',
precision_dtype='float32',
augmentation_type='crop')

HyperparameterTuner オブジェクトを作成し、以前に作成した WarmStartConfig オブジェクトを
warm_start_config 引数として渡します。
tuner_warm_start = HyperparameterTuner(imageclassification,
'validation:accuracy',
hyperparameter_ranges,
objective_type='Maximize',
max_jobs=10,
max_parallel_jobs=2,
base_tuning_job_name='warmstart',
warm_start_config=warm_start_config)

最後に、HyperparameterTuner オブジェクトの fit メソッドを呼び出して、ウォームスタート調整
ジョブを開始します。
tuner_warm_start.fit(
{'train': s3_input_train, 'validation': s3_input_validation},
include_cls_metadata=False)

自動モデルチューニングリソースの制限
SageMaker 自動モデルチューニングで使うリソースに次の制限がデフォルトで設定されます。
リソース

リージョン

デフォルトの制限

引き上げ可能

ハイパーパラメータ
チューニングジョブの
parallel (同時) 実行数

すべて

100

該当なし

検索できるハイパーパ
ラメータの数

すべて

30

該当なし

ハイパーパラメータ
チューニングジョブご
とに定義されたメトリ
クスの数

すべて

20

該当なし

ハイパーパラメータ
チューニングジョブご
との平行トレーニング
ジョブの数

すべて

10

100

(ベイズ最適化) 各ハイ
パーパラメータチュー
ニングジョブのトレー
ニングジョブ数

すべて

750

該当なし
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リソース

リージョン

デフォルトの制限

引き上げ可能

(ランダムサーチ) 各ハイ すべて
パーパラメータチュー
ニングジョブのトレー
ニングジョブの数

500

10000

(Hyperband) 各ハイパー
パラメータチューニン
グジョブのトレーニン
グジョブの数

すべて

750

該当なし

ハイパーパラメータ
チューニングジョブの
最大実行時間

すべて

30 日間

該当なし

* カテゴリ化されたハイパーパラメータで使用できるすべての値はこの制限に対してカウントされます。

リソースの制限の例
ハイパーパラメータチューニングジョブを計画するときは、トレーニングリソースの制限も考慮す
る必要があります。のデフォルトのリソース制限については SageMaker トレーニングジョブの合計
数SageMaker制限。すべてのハイパーパラメータチューニングジョブが実行されるすべての同時トレーニ
ングインスタンスは、許可されているトレーニングインスタンスの合計数に対してカウントされます。例
えば、10 件の同時ハイパーパラメータチューニングジョブを実行すると、各ハイパーパラメータチュー
ニングジョブで合計 100 件のトレーニングジョブと 20 件の同時トレーニングジョブが実行されるとしま
す。これらのトレーニングジョブはそれぞれ、1 つの ml.m4.xlarge インスタンスで実行されます。以下の
制限が適用されます。
• ハイパーパラメータのチューニングジョブの同時実行数: チューニングジョブは 10 件で、制限の 100 件
を下回っているため、制限を引き上げる必要はありません。
• ハイパーパラメータチューニングジョブのトレーニングジョブの数: トレーニングジョブは 100 件で、
制限の 750 件を下回っているため、制限を引き上げる必要はありません。
• ハイパーパラメータチューニングジョブの同時トレーニングジョブの数: デフォルト制限は 10 のため、
制限を 20 に引き上げるようリクエストする必要があります。
• SageMaker トレーニングml.m4.xlargeインスタンス: 10 件のハイパーパラメータチューニングジョブが
あり、それぞれ 20 件の同時実行トレーニングジョブが実行されているため、上限を 200 に引き上げる
ようリクエストする必要があります。デフォルトの制限は 20 インスタンスです。
• SageMaker トレーニング総インスタンス数: 10 件のハイパーパラメータチューニングジョブがあり、そ
れぞれ 20 件の同時実行トレーニングジョブが実行されているため、上限を 200 に引き上げるようリク
エストする必要があります。デフォルトの制限は 20 インスタンスです。

クォータの引き上げをリクエストするには:
1.

AWS Support センターのページを開き、必要に応じてサインインし、[Create case] (ケースの作成)を
選択します。

2.

[Create case (ケースの作成)] ページで [Service limit increase (サービスの制限緩和)] を選択します。

3.

上にケースの詳細パネルSageMaker 自動モデル調整 [ハイパーパラメータ最適化]のためのリミットタ
イプ

4.

[Request 1] (リクエスト 1) の [Requests] (リクエスト) パネルで、[Region] (リージョン)、引き上げ
るリソースの [Limit] (制限)、リクエストする [New Limit value] (新しい制限値) を選択します。クォー
タの引き上げの追加リクエストがある場合は、[Add another request] (リクエストを追加) を選択しま
す。
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5.

[Case description] (ケースの説明) パネルで、ユースケースの説明を入力します。

6.

[Contact options] (連絡先オプション) パネルで希望する [Contact methods] (連絡方法)、[Web] (ウェ
ブ)、[Chat] (チャット) または[Phone] (電話) を選択し、[Submit] (送信) を選択します。

ハイパーパラメータ調整のベストプラクティス
ハイパーパラメータの最適化は、完全に自動化されたプロセスではありません。最適化を向上させるため
に、ハイパーパラメータを作成するときには以下のガイドラインを使用してください。
トピック
• 戦略の選択 (p. 2332)
• ハイパーパラメータの数の選択 (p. 2333)
• ハイパーパラメータ範囲の選択 (p. 2333)
• ハイパーパラメータへの対数スケールの使用 (p. 2333)
• 同時トレーニングジョブの最適数の選択 (p. 2333)
• 複数のインスタンスでのトレーニングジョブの実行 (p. 2333)

戦略の選択
大規模なジョブの場合、ハイパーバンドを使用すると、内部の早期停止メカニズム、リソースの再割り当
て、parallel ジョブの実行機能を利用できるため、計算時間を短縮できます。ランタイムとリソースが限ら
れている場合は、代わりにランダム検索またはベイズ最適化を使用してください。ベイズ最適化では、前
回の実行で収集した情報を使用して、次回の実行でハイパーパラメータ構成の改善についてより多くの情
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報に基づいた決定を下します。ベイズ最適化は逐次的な性質があるため、大規模なスケーリングはできま
せん。ランダム検索では、多数のparallel ジョブを実行できます。

ハイパーパラメータの数の選択
ハイパーパラメータチューニングジョブの計算の複雑さは、主にハイパーパラメータの数によって変わり
ます。値の範囲は Amazon です。 SageMaker 最適化中に検索する必要があります。チューニングジョブ
を最適化するためにハイパーパラメータ同時に最大 20 個まで指定できますが、検索数を非常に小さい数
に制限すると、より良い結果が得られる可能性があります。

ハイパーパラメータ範囲の選択
検索するハイパーパラメータの値の範囲は、ハイパーパラメータ最適化の成功に大きく影響する可能性が
あります。ハイパーパラメータのすべての可能な値をカバーする非常に大きな範囲を指定したくなります
が、検索範囲を狭い範囲の値に限定したほうが、より適切な結果を得られます。考え得る範囲のサブセッ
トで最善のメトリクス値が得られることを把握している場合は、範囲をそのサブセットに限定することを
検討してください。

ハイパーパラメータへの対数スケールの使用
ハイパーパラメータのチューニング中、 SageMaker ハイパーパラメータが対数スケールと線形スケール
のどちらであるかを判別しようとします。最初は、ハイパーパラメータが線形スケールであると想定しま
す。実際は対数スケールである場合は、 SageMaker その事実を発見するために。ハイパーパラメータが
対数スケールであり、自分で変換できる場合は、そうすることによってハイパーパラメータの最適化が向
上する可能性があります。

同時トレーニングジョブの最適数の選択
ハイパーパラメータチューニングジョブが開始できる同時トレーニングジョブの最大数にリソース制限
MaxParallelTrainingJobs を設定する場合、次のトレードオフを考慮します。ハイパーパラメータの
調整ジョブの並行実行数を増やすと、作業が迅速化されますが、調整ジョブは実験の成功を積み重ねるこ
とでのみ改善されます。通常、一度に 1 つのトレーニングジョブを実行すると、最小限の計算時間で最善
の結果が得られます。

複数のインスタンスでのトレーニングジョブの実行
トレーニングジョブを複数のインスタンスで実行すると、このトレーニングジョブのすべてのインスタン
スから最後に報告された目標メトリクスの値が、このトレーニングジョブの目標メトリクスの値としてハ
イパーパラメータのチューニングで使用されます。必要な目標メトリクスが報告されるように、分散され
たトレーニングジョブを設計してください。

アマゾン SageMaker 分散トレーニングライブラリ
SageMaker は、データ並列処理とモデル並列処理のための分散トレーニングライブラリを提供します。ラ
イブラリは、 SageMaker トレーニング環境では、分散トレーニングジョブを SageMaker に適応させ、ト
レーニングのスピードとスループットを向上させるのに役立ちます。
トピック
• 分散トレーニングを始める (p. 2334)
• 分散トレーニングの基本概念 (p. 2334)
• 高度な概念 (p. 2335)
• 戦略 (p. 2336)
• 分散トレーニングを最適化する (p. 2338)
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• シナリオ (p. 2339)
• SageMaker 分散トレーニング機能とライブラリ (p. 2341)
• SageMaker の分散データ並列ライブラリ (p. 2342)
• SageMakerの分散モデル並列 (p. 2375)
• アマゾン SageMaker 分散トレーニングノートブックサンプル (p. 2440)

分散トレーニングを始める
分散トレーニングに慣れている場合は、お好みの戦略やフレームワークへのリンクに進んで始めてくださ
い。そうでなければ、次のセクションに進み、分散トレーニングの概念について学習してください。
SageMaker 分散トレーニングライブラリ:
• SageMaker の分散データ並列ライブラリ (p. 2342)
• SageMakerの分散モデル並列 (p. 2375)

Note
- SageMaker 分散トレーニングライブラリは、AWSTensorFlow、PyTorch、およびのディープ
ラーニングコンテナ HuggingFace SageMaker トレーニングプラットフォーム内のフレームワー
ク。ライブラリを使用するには、 SageMaker Python SDK または SageMaker API によるSDK for
Python (Boto3) またはAWS Command Line Interface。このドキュメントの説明と例では、分散ト
レーニングライブラリを SageMaker Python SDK。

分散トレーニングの基本概念
SageMaker の分散トレーニングライブラリは、次の分散トレーニングの用語と機能を使用しています。
データセットとバッチ
• トレーニングデータセット: モデルのトレーニングに使用するすべてのデータ。
• グローバルバッチサイズ: 各反復でトレーニングデータセットから選択され、クラスター内の GPU に
送信されるレコードの数。これは、各反復での勾配の計算に使われるレコードの数です。データ並列処
理を使う場合、モデルレプリカの総数にレプリカ単位のバッチサイズを掛けた値になります。global
batch size = (the number of model replicas) * (per-replica batch size)。 グロー
バルバッチサイズの 1 つのバッチは、多くの場合、ミニバッチ機械学習の文献に記されています。
• レプリカ単位のバッチサイズ: データ並列処理を使う場合、これは各モデルレプリカに送信されるレコー
ドの数です。各モデルレプリカは、このバッチでフォワードパスとバックワードパスを実行して、重み
の更新を計算します。結果として得られた重みの更新は、次のレプリカ単位のバッチセットが処理され
る前に、すべてのレプリカ間で同期 (平均化) されます。
• マイクロバッチ: ミニバッチのサブセット。ハイブリッドモデルとデータハイブリッド並列処理を使う場
合は、レプリカ単位サイズのバッチのサブセットです。SageMaker の分散モデル並列処理ライブラリを
使う場合、各マイクロバッチはトレーニングパイプラインに送られます。 one-by-one と続く実行スケ
ジュールライブラリのランタイムで定義されます。
トレーニング
• Epoch: データセット全体を通した 1 回のトレーニングサイクル。エポックごとに複数の反復を行うのが
一般的です。トレーニングで使うエポックの数は、モデルやユースケースによって異なります。
• イテレーション: グローバルバッチサイズのバッチ (ミニバッチ) のトレーニングデータを使って実行さ
れる 1 回のフォワードパスとバックワードパス。トレーニング中に実行される反復回数は、グローバル
バッチサイズとトレーニングに使用されるエポックの数によって決まります。例えば、データセットに
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5,000 のサンプルが含まれており、500 のグローバルバッチサイズを使う場合、1 つのエポックを完了す
るには 10 回の反復が必要です。
• [学習レート]: モデルの計算誤差に応じて重みを変化させる量を動かす変数。学習レートは、モデルの収
束能力だけでなく、収束の速度と最適性にも重要な役割を果たします。
インスタンスと GPU
• インスタンス: AnAWS 機械学習コンピューティングインスタンス。ノードとも呼ばれます。
• クラスターサイズ: SageMaker の分散トレーニングライブラリを使う場合、インスタンス数に各インス
タンスの GPU の数を掛けた値になります。例えば、トレーニングジョブで 2 つの ml.p3.8xlarge インス
タンスを使用し、それぞれに 4 つの GPU がある場合、クラスターサイズは 8 になります。クラスター
サイズを大きくするとトレーニング時間が短縮されますが、インスタンス間の通信を最適化する必要が
あります。そうしないと、ノード間の通信によってオーバーヘッドが増し、トレーニング時間が遅くな
る可能性があります。- SageMaker 分散トレーニングライブラリは、間の通信を最適化するように設計
されていますAWSML コンピューティングインスタンスにより、デバイス使用率が高くなり、トレーニ
ング時間が短縮されます。
分散トレーニングソリューション
• データ並列処理: 分散トレーニングの戦略。トレーニングデータセットを複数の処理ノード (次のような
処理ノード) に分散する分散トレーニングの戦略。AWSML インスタンス）、および各処理ノードにはレ
プリカモデルの。各ノードは、異なるトレーニングデータのバッチを受け取り、フォワードおよびバッ
クワードパスを実行し、同期のために他のノードと重みの更新を共有してから、次のバッチ、最終的に
は別のエポックに移ります。
• モデルの並列処理: モデルを複数の処理ノード (など) に分散する分散トレーニングの戦略。AWSML イ
ンスタンス)。モデルは複雑で、隠れレイヤーや重みの数が多く、1 つのノードのメモリに収まらない場
合があります。各ノードはモデルのサブセットを保持し、それを介してデータフローや変換が共有、コ
ンパイルされます。GPU の使用率とトレーニング時間の観点から見たモデル並列処理の効率は、モデル
の分割方法と、フォワードおよびバックワードパスの実行に使用される実行スケジュールに大きく依存
します。
• パイプライン実行スケジュール(パイプライン処理): パイプライン実行スケジュールは、モデルトレーニ
ング中にデバイス間で計算 (マイクロバッチ) が実行され、データが処理される順序を決定します。パイ
プライン処理は、異なるデータサンプルで GPU に同時に計算させることによって、モデル並列処理に
おける真の並列化を実現し、逐次計算によるパフォーマンスのロスを克服する手法です。詳細について
は、「パイプライン実行スケジュール」を参照してください。
例
次の例では、これらの用語を使って、モデルとデータのハイブリッド並列処理を使うトレーニングジョブ
を説明します。
2 本のデータ並列処理と 4 本のモデル並列処理のトレーニングジョブが、64 イメージのグローバルバッチ
サイズで起動されます。このトレーニングジョブには、合計 8 GPU が必要です。2 つのモデルレプリカは
それぞれ、サイズ 32 のレプリカ単位のバッチを処理します。フォワードおよびバックパスの間に、レプ
リカ単位のバッチがさらにマイクロバッチに分割されます。これらのマイクロバッチは、パイプライン化
された実行スケジュールを使ってインターリーブ方式で処理されます。
トレーニングデータセットには 640 のイメージが含まれているため、1 回のエポックには 10 回の反復が
必要です。

高度な概念
機械学習 (ML) を実践する人は、モデルをトレーニングする際に、一般的にモデルサイズのスケーリング
とトレーニングデータのスケーリングという 2 つのスケーリングの課題に直面します。モデルのサイズと
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複雑さは精度の向上につながりますが、1 つの CPU または GPU に収まるモデルサイズには制限がありま
す。さらに、モデルサイズをスケーリングすると、計算量が増え、トレーニング時間が長くなる可能性が
あります。
すべてのトレーニングデータを取り込む必要があるため、すべてのモデルがトレーニングデータのスケー
リングを同じようにうまく処理できるわけではありません。メモリ内トレーニングの場合。このような
モデルは、垂直方向にのみ、ますます大きなインスタンスタイプにスケールします。ほとんどの場合、ト
レーニングデータをスケールすると、トレーニング時間が長くなります。
深層学習 (DL) は、複数レイヤーの人工ニューラルネットワークからなる 機械学習アルゴリズムの特有の
ファミリーです。最も一般的なトレーニング方法は、ミニバッチの確率的勾配降下法 (SGD) です。ミニ
バッチ SGD では、モデルの係数を誤差を減らす方向に小さな反復で変化させることで、モデルをトレー
ニングします。これらの反復は、ミニバッチと呼ばれるトレーニングデータセットの同じサイズのサブ
サンプルで実行されます。ミニバッチごとに、モデルはミニバッチの各レコードで実行され、その誤差が
測定され、誤差の勾配が推定されます。次に、ミニバッチのすべてのレコードにわたる平均勾配が測定さ
れ、各モデル係数の更新方向が示されます。トレーニングデータセットの 1 つのフルパスは、エポック
と呼ばれます。モデルトレーニングは通常、数十から数百のエポックで構成されます。ミニバッチ SGD
には、いくつかの利点があります。まず、反復設計により、トレーニング時間がデータセットサイズに対
して理論的に線形になります。次に、特定のミニバッチでは、各レコードはモデルによって個別に処理さ
れ、最終的な勾配平均以外には、レコード間通信を必要としません。そのため、ミニバッチの処理は、並
列化と分散に特に適しています。
異なるコンピューティングデバイスにミニバッチのレコードを分散することで SGD トレーニングを並
列化することは、データ並列分散トレーニングと呼ばれ、最もよく使用される DL 分散パラダイムで
す。データ並列トレーニングは、ミニバッチサイズをスケールし、各ミニバッチをより速く処理するため
の関連する分散戦略です。ただし、データ並列トレーニングには、すべてのワーカーから来る勾配を使っ
てミニバッチ勾配の平均を計算し、それをすべてのワーカーに伝達しなければならない余分な複雑さが
伴います。これは allreduce と呼ばれるステップで、トレーニングクラスターがスケールされるほどオー
バーヘッドが増え、不適切な実装や不適切なハードウェアの減少で、トレーニング時間に大きな悪影響を
与える可能性があります。
データparallel SGD では、1 つの CPU または GPU などのコンピューティングデバイスに、少なくともモ
デルと 1 つのレコードを収めることがデベロッパーに求められています。自然言語処理 (NLP) における大
規模なトランスフォーマーや、高解像度のイメージに対するセグメンテーションモデルなど、非常に大き
なモデルをトレーニングする場合、これを実行できない状況もあります。このような場合、モデルを複数
のコンピューティングデバイスに分割することで、ワークロードを分散させる方法があります。この方法
は、モデル並列分散トレーニングと呼ばれます。

戦略
分散トレーニングは通常、データ並列とモデル並列という 2 つのアプローチに分割されます。データ
parallel分散トレーニングには、最も一般的なアプローチがあります。大量のデータがある場合、バッチに
まとめ、データのブロックを複数の CPU または GPU (ノード) に送信してニューラルネットワークや機
械学習アルゴリズムで処理し、結果を結合します。ニューラルネットワークは各ノード同じものになりま
す。モデル並列アプローチは、ノードのメモリにひとかたまりで収まらないような大きなモデルで使用さ
れます。モデルを分割し、異なるノードに異なるパーツを配置します。この場合、モデルのすべての部分
でデータが処理されるように、データのバッチを各ノードに送る必要があります。
の条件通信網そして型よく同じ意味で使われる: 大規模なモデルとは、実際には多くのレイヤーとパラメー
タを持つ大規模なネットワークです。大規模なネットワークでトレーニングすると大規模なモデルが生成
され、トレーニング済みのすべてのパラメータとその重みと共にモデルをネットワークにロードし直す
と、大規模なモデルがメモリにロードされます。モデルを分解してノード間に分割する場合は、基礎とな
るネットワークも分解されます。ネットワークはレイヤーで構成されており、ネットワークを分割するに
は、異なるコンピューティングデバイスにレイヤーを配置します。
デバイス間に複数のレイヤーを単純に分割する際の一般的な落とし穴は、GPU の使用率の著しい低下で
す。トレーニングは、本質的にフォワードおよびバックワードパスの両方で順次に行われ、ある一時点で
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は 1 つの GPU のみがアクティブに計算でき、他の GPU はアクティベーションが送信されるまで待機しま
す。最新のモデル並列ライブラリは、パイプライン実行スケジュールを使ってデバイスの使用率を向上さ
せることで、この問題を解決しています。ただし、自動モデル分割があるのは、Amazon SageMaker の分
散モデル並列ライブラリのみです。ライブラリの 2 つのコア機能である、自動モデル分割とパイプライン
実行スケジューリングは、効率的なデバイス利用につながる自動決定を行うことで、モデル並列の実装プ
ロセスを簡素化します。

データ並列とモデル並列でトレーニングする
大規模なデータセットを使ってトレーニングする場合は、データ並列アプローチから始めます。トレーニ
ング中にメモリが不足した場合、モデル並列のアプローチに切り替えるか、モデルとデータのハイブリッ
ド並列を試すこともできます。データ並列でのパフォーマンスを改善するには、以下を試すこともできま
す。
• モデルのハイパーパラメータを変更する。
• バッチサイズを減らす。
• 収まるまでバッチサイズを減らし続ける。バッチサイズを 1 に減らしてもメモリが不足する場合は、モ
デル並列トレーニングを試してください。
勾配圧縮を試す (FP16、INT8):
• NVIDIA TensorCore 搭載ハードウェアでは、混合精度トレーニングを用いることで高速化とメモリ消費
削減の両方を実現できます。
• SageMaker の分散データ並列処理ライブラリは、標準で自動混合精度 (AMP) をサポートしていま
す。AMP を有効にするには、トレーニングスクリプトにフレームワークレベルの変更を加える以外、
特別なアクションは必要ありません。グラデーションがFP16にある場合は、 SageMaker データ並列化
ライブラリは、AllReduceFP16での運用。トレーニングスクリプトへの AMP API の実装に関する詳細
は、次のリソースを参照してください。
• フレームワーク-PyTorchのNVIDIA ディープラーニングパフォーマンスに関するドキュメント
• フレームワーク-TensorFlowのNVIDIA ディープラーニングパフォーマンスに関するドキュメント
• 深層学習の自動混合精度 (NVIDIA デベロッパードキュメント)
• ネイティブのご紹介 PyTorch 自動混合精度により、NVIDIA GPU でのトレーニングの高速
化のPyTorch ブログ
• TensorFlow 混合精度 API (TensorFlow ドキュメント)
入力サイズを減らしてみる:
• シーケンスリンクを増やす場合、バッチサイズを減らすよう調整する必要がある場合、バッチを広げる
ために GPU を大きくするよう調整する場合は、NLP シーケンスの長さを短くします。
• イメージの解像度を下げます。
バッチ正規化を使うかどうかをチェックします。これは収束に影響する可能性があるためです。分散ト
レーニングを使うと、バッチが GPU 間に分割され、バッチサイズが小さいほどエラー率が高くなり、モ
デルの収束が妨げられる可能性があります。例えば、バッチサイズが 64 の単一の GPU でネットワーク
のプロトタイプを作成し、4 つの p3dn.24xlarge を使うようスケールアップした場合、GPU は 32 にな
り、GPU あたりのバッチサイズは 64 から 2 に低下します。これでは、単一ノードの場合に見られた収束
が崩れる可能性が高くなります。
次の場合にモデル並列トレーニングを開始します。
• モデルが 1 つのデバイスに収まらない。
• モデルサイズが原因で、より大きなバッチサイズを選択する際の制限に直面している (モデルの重み
が GPU メモリの大半を占有し、より小さな、最適ではないバッチサイズを選択せざるを得ない場合な
ど)。
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詳細を確認する手順 SageMaker 分散ライブラリ。以下を参照してください。
• SageMaker の分散データ並列ライブラリ (p. 2342)
• SageMakerの分散モデル並列 (p. 2375)

分散トレーニングを最適化する
ユースケースとデータに合わせてハイパーパラメータをカスタマイズすることで、最高のスケーリング
効率を実現できます。次の説明では、最も影響力のあるトレーニング変数にハイライトを当て、 state-ofthe-art 実装により、オプションの詳細を確認できます。また、選好するフレームワークの分散トレーニン
グのドキュメントを参照することをお勧めします。
• Apache MXNet 分散トレーニング
• PyTorch 分散トレーニング
• TensorFlow 分散トレーニング

バッチサイズ
SageMaker の分散ツールキットでは、通常、より大きなバッチでトレーニングできます。例えば、モデ
ルが 1 つのデバイス内に収まるが、小さなバッチサイズでしかトレーニングできない場合、モデル並列
トレーニングまたはデータ並列トレーニングを使うことで、より大きなバッチサイズを試すことができま
す。
バッチサイズは、各反復でのモデル更新のノイズの量をコントロールすることにより、モデルの精度に直
接影響することに注意してください。バッチサイズを大きくすると、勾配推定のノイズの量が減少しま
す。これは、非常に小さなバッチサイズから大きくする場合には有効ですが、バッチサイズが大きな値に
なるにしたがい、モデルの精度が低下する可能性があります。

Tip
ハイパーパラメータを調整して、バッチサイズを大きくしても、必ずモデルが満足のいく収束に
トレーニングされるようにします。
バッチを大きくする際にモデルの収束を良好に保つために、多くの手法が開発されています。

ミニバッチサイズ
SGD では、ミニバッチサイズは勾配推定に存在するノイズの量を定量化します。ミニバッチが小さいと、
非常にノイズの多いミニバッチ勾配となり、データセット全体の正しい勾配を表すものではありません。
ミニバッチが大きいと、ミニバッチ勾配はデータセット全体の正しい勾配に近くなり、十分なノイズがな
い可能性があり、無関係な最小値でロックされたままになる場合があります。
これらの手法の詳細については、次のドキュメントを参照してください。
• 正確、大型ミニバッチ SGD: トレーニング ImageNet 1 時間の、Goyaら。
• PowerAI DDL、Cho ら。
• 大規模ミニバッチ SGD のスケールアウト: 精度の向上とトレーニング時間短縮のある ImageNet-1K の
残差ネットワークトレーニング、Codreanu et al.
• 数分間の ImageNet トレーニング、You ら。
• 畳み込みネットワークの大規模バッチトレーニング、You ら。
• ディープラーニングのための大規模なBatch 最適化: 76分でBERTをトレーニング、You ら。
• BERT トレーニング前の大量バッチ最適化を 54 分で高速化、Zheng ら。
• 深層勾配圧縮、Linet ら。
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シナリオ
以降のセクションでは、トレーニングをスケールアップするシナリオと、AWS リソースを使ってそれを行
う方法について説明します。

1 つの GPU から多数の GPU へのスケーリング
機械学習で使用するデータの量やモデルのサイズによって、モデルのトレーニング時間が待てないほど長
くなる状況が生じることがあります。また、モデルやトレーニングデータが大きすぎるため、トレーニン
グがまったく機能しないことがあります。解決策の 1 つは、トレーニングに使う GPU の数を増やすこと
です。複数の GPU を持つインスタンスでは、8 つの GPU を持つ p3.16xlarge のように、データと処理
が 8 つの GPU に分割されます。分散トレーニングライブラリを使うと、モデルのトレーニングにかかる
時間内がほぼ直線的に高速化されます。1 つの GPU で p3.2xlarge を使用した場合の 1/8 を少し上回る
時間しかかかりません。
インスタンスタイプ

GPU

p3.2xlarge

1

p3.8xlarge

4

p3.16xlarge

8

p3dn.24xlarge

8

Note
で使用される ml インスタンスタイプ SageMaker トレーニングには、対応する p3 インスタンス
タイプと同じ数の GPU があります。例えば、ml.p3.8xlarge には p3.8xlarge - 4 と同じ数
の GPU があります。

単一インスタンスから複数インスタンスへのスケーリング
トレーニングをさらにスケールする場合は、より多くのインスタンスを使用できます。ただし、インスタ
ンスを追加する前に、より大きなインスタンスタイプを選択してください。前の表を見て、各 p3 インス
タンスタイプに含まれる GPU の数を確認してください。
p3.2xlarge の 1 つの GPU から p3.8xlarge の 4 つの GPU に増やした後、さらに処理能力が必要だと
判断した場合、インスタンス数を増やす前に p3.16xlarge を選択すると、パフォーマンスが向上し、コ
ストが低くなる可能性があります。使うライブラリによっては、トレーニングを 1 つのインスタンスで維
持すると、複数のインスタンスを使うシナリオよりもパフォーマンスが向上し、コストが低くなります。
インスタンス数をスケールする準備ができたら、これを行うことができます。 SageMaker Python
SDKestimatorあなたの設定によって機能するinstance_count。例えば、instance_type =
p3.16xlarge と instance_count = 2 を設定すると、1 つの p3.16xlarge 上の 8 つの GPU の代わ
りに、2 つの同じインスタンスにまたがって 16 の GPU を持つことができます。次のグラフは、1 つのイ
ンスタンスに 8 つの GPU がある状態から、64 のインスタンスに増やして合計 256 の GPU にするまで
の、スケーリングとスループットを示しています。
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アベイラビリティーゾーンとネットワークバックプレーン
複数のインスタンスでは、インスタンスを接続するネットワーク、トレーニングデータの読み取り方法、
インスタンス間の情報共有方法 (例えば、AllReduce オペレーションを実行するときのクラスター内の
ノード間の通信) を理解することが重要です。
まず、インスタンスは同じリージョンの同じアベイラビリティーゾーンに存在している必要があります。
たとえば、のインスタンスus-west-2全員が入っている必要がありますus-west-2a。使用するバージョ
ン SageMaker Python SDK、これは自動的に対応されます。Amazon EC2 を使って独自のトレーニングク
ラスターをオーケストレートする場合、この点に注意する必要があります。そうしないと、トレーニング
速度が低下します。
トレーニングデータも、同じアベイラビリティーゾーンにあるようにしてください。SageMaker 推定器を
使う場合はリージョンと S3 バケットを渡し、設定したリージョンにデータがない場合はエラーが発生し
ます。

GPU、ネットワーク、ストレージの最適化
-p3dn.24xlargeインスタンスタイプは、高速ローカルストレージと最大 100 ギガビットの高速ネット
ワークバックプレーン用に設計されており、分散トレーニングのための最もパフォーマンスの高いオプ
ションとして強くお勧めします。 SageMaker は、S3 からのストリーミングデータモードをサポートして
います。pipeモード。分散トレーニングなどの HPC ロードの場合、Amazon FSxファイルストレージの
場合。

カスタムトレーニングスクリプト
while SageMaker インスタンスと GPU の数を簡単にデプロイしてスケールできますが、選択したフレー
ムワークによっては、データと結果の管理が非常に困難なことがあるため、外部のサポートライブラリが
よく使用されます。 この最も基本的な分散型トレーニングでは、データ分散を管理するためにトレーニン
グスクリプトを変更する必要があります。
SageMaker は、Horovod や、各主要な深層学習フレームワークのネイティブな分散トレーニングの実装
もサポートしています。これらのフレームワークのサンプルを使う場合は、SageMaker の Deep Learning
Containers のコンテナガイドや、実装をデモするさまざまなサンプルノートブックを利用できます。

SageMaker 分散トレーニング機能とライブラリ
-SageMaker 組み込みアルゴリズム18 の一般的な機械学習アルゴリズムで構成されています。17 ML アル
ゴリズムと強化学習アルゴリズム それらの多くは、ゼロから書き直されたもので、すぐにスケーラブルで
分散されます。
分散トレーニング戦略を以下に使用する場合ディープラーニングコンピュータービジョンや自然言語処
理などのタスクでは、Amazon SageMaker の分散トレーニングライブラリを使用することをお勧めしま
す。SageMaker の分散トレーニングライブラリを使うと、非常にスケーラブルでコスト効果の高い、カス
タムのデータ並列とモデル並列の深層学習トレーニングジョブを簡単に記述できます。
SageMaker 分散トレーニングライブラリは、データ並列とモデル並列の両方のトレーニング戦略を提供し
ます。ソフトウェアとハードウェアのテクノロジーを組み合わせて、GPU 間およびノード間の通信を改善
します。SageMaker のトレーニング機能は、トレーニングスクリプトにわずかなコード変更を加えるだけ
で済む組み込みオプションによって拡張されます。
• SageMaker の分散データ並列ライブラリ (p. 2342)
• SageMakerの分散モデル並列 (p. 2375)
Horovod や MPI などのオープンソースの分散トレーニングフレームワークを使用する場合は、次のページ
の手順に従ってください。SageMaker Python SDK のドキュメント:
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• PyTorch 分散トレーニングそしてSageMaker PyTorch 見積りのdistribution引数
• TensorFlow 分散トレーニングそしてSageMaker TensorFlow 見積りのdistribution引数
• MXNet 分散トレーニングそしてSageMaker MXNet 見積りのdistribution引数

SageMaker の分散データ並列ライブラリ
- SageMaker 分散データparallel ライブラリ拡張 SageMaker 深層学習モデルに関するトレーニング機能を
ほぼ線形のスケーリング効率でトレーニングし、高速化 time-to-train 最小限のコード変更で。
大量のデータでモデルをトレーニングする場合、機械学習を実践する人は、トレーニング時間を短縮する
ために分散トレーニングを利用することがよくあります。ときには、時間が重要な場合、できるだけ早
く、または少なくとも限られた時間内にトレーニングを完了させることがビジネス要件となる場合があり
ます。この場合、分散トレーニングは、1 つのコンピューティングインスタンス内の複数の GPU にとどま
らず、複数の GPU を持つ複数のインスタンスで、複数のノードのクラスターを使うようにスケールされ
ます。クラスターサイズが大きくなると、パフォーマンスも大きく低下します。このパフォーマンス低下
は、主にクラスター内のノード間の通信オーバーヘッドによって引き起こされます。
このようなオーバーヘッド問題を解決するには、 SageMaker には、次の 2 つの分散トレーニングオプ
ションが用意されています。 SageMaker parallel モデルと SageMaker 並列データ並列。このガイドで
は、「」を使用してモデルをトレーニングする方法に焦点を当てます。 SageMaker データparallel ライブ
ラリ。
• このライブラリは、AWS ネットワークインフラストラクチャと Amazon EC2 インスタンストポロジー
向けにトレーニングジョブを最適化します。
• ライブラリは、勾配の更新を利用して、カスタムの AllReduce アルゴリズムに従ってノード間の通信
を行います。
ライブラリの最新の更新を追跡するには、SageMaker 分散データ並列リリースノートのSageMaker
Python SDK のドキュメント。
モデル並列戦略を使ったトレーニングの詳細については、「」を参照してください。SageMakerの分散モ
デル並列 (p. 2375)。
トピック
• SageMaker の分散データ並列ライブラリの概要 (p. 2342)
• サポートされるフレームワークAWS リージョン、およびインスタンスタイプ (p. 2345)
• を実行します SageMaker データ並列処理による分散型トレーニングJob (p. 2349)
• SageMaker 分散データ並列設定のヒントと落とし穴 (p. 2368)
• アマゾンSageMakerデータ並列ライブラリに関するよくある質問 (p. 2370)
• データ並列のトラブルシューティング (p. 2373)

SageMaker の分散データ並列ライブラリの概要
SageMaker 分散データ並列ライブラリを使う理由
SageMaker の分散データ並列ライブラリは、次の 2 つの点で通信オーバーヘッドに対処します。
1. このライブラリは AllReduce を実行します。これは分散トレーニング中の重要なオペレーションであ
り、通信オーバーヘッドの大部分を占めます。
2. このライブラリは、AWS のネットワークインフラストラクチャと Amazon EC2 インスタンストポロ
ジーをフルに活用することで、最適化されたノード間通信を実行します。
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このデータ並列ライブラリを使って、BERT などのトレーニングモデルで速度を最大 25% 向上させま
す。Horovod のような実装は大きな規模ではおおよそリニアのパフォーマンスを提供しますが、このラ
イブラリは大きな規模でほぼリニアのパフォーマンスを提供します。つまり、トレーニング時間が短縮さ
れ、モデルをトレーニングするコストが削減されます。

Note
SageMaker 分散トレーニングライブラリは、SageMaker トレーニングプラットフォーム内の
TensorFlow、PyTorch、HuggingFace フレームワーク用の AWS 深層学習コンテナからのみ利用
可能です。ライブラリを使うには、SageMaker Python SDK を使うか、SDK for Python (boto3)
または AWS Command Line Interface から SageMaker API を使う必要があります。このドキュメ
ントの説明と例では、SageMaker Python SDK を使った分散トレーニングライブラリの使用方法
に焦点を当てています。

トレーニングベンチマーク
SageMaker のデータ並列ライブラリを使った PyTorch

インスタンスタイプ p3dn.24xl を使った 2、4、8 ノードのクラスター:
• バート: PyTorch と併用すると、SageMaker ライブラリは Pytorch-DDP より 41%、52%、13% 高速で
ある。
• maskrCNN: PyTorch と併用すると、SageMaker ライブラリは Pytorch-DDP より 4%、19%、15% 高速
である。
これらのベンチマークは、ml.p3dn.24xlarge インスタンスを使って PyTorch v1.6 で実行されました。
トレーニングコードは、SageMaker サンプルウェブサイトにあります。このサンプルウェブサイトに
は、TensorFlow 2.3 を使ったこれらのモデルのベンチマークトレーニングコードもあります。

バランス型フュージョンバッファによる最適な帯域幅の使用
SageMaker の分散データ並列ライブラリは、パラメータサーバーと同様の通信パターンを使って、複数の
GPU からの勾配を平均する際のデータの転送量とステップ数を削減しています。また、バランス型フュー
ジョンバッファと呼ばれる新しい手法を使って、クラスター内のすべてのノード間で使用可能な帯域幅を
最適に活用します。
従来のパラメータサーバーの主な欠点は、使用可能なネットワーク帯域幅の使用が最適化されていないこ
とです。パラメータサーバーは変数をアトミック単位として扱い、各変数を 1 台のサーバーに配置しま
す。勾配はバックワードパスの間に順次使用可能になるため、ある瞬間においては、異なるサーバーから
送受信されるデータのボリュームに不均衡が生じます。あるサーバーはより多くのデータを送受信し、あ
るサーバーはより少ないデータを送受信し、またあるサーバーはまったく送受信しません。この問題は、
パラメータサーバーの数が増えるにつれて悪化します。
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ライブラリは、バランス型フュージョンバッファを導入することで、これらの問題に対処しています。バ
ランス型フュージョンバッファは、GPU 内のバッファで、そのサイズがしきい値を超えるまで勾配を保持
します。N 個のパラメータサーバーがある場合、バッファがしきい値を超えると、バランス型フュージョ
ンバッファが CPU メモリにコピーされ、N 個のパートにシャーディングされ、i 番目のパートは i 番目の
パラメータサーバーに送られます。各サーバーは、バランス型フュージョンバッファからまったく同じバ
イト数を受け取ります。i 番目のサーバーは、すべてのワーカーからバランス型フュージョンバッファの i
番目のパーティションを受け取り、それらを合計して、結果をすべてのワーカーに送り返します。すべて
のサーバーが各バランス型フュージョンバッファの平均化に均等に参加するため、サーバー帯域幅は効率
的に利用されます。

バックワードパスとの効率的な AllReduce の重なり合いによる最適な GPU 使
用率
SageMaker の分散データ並列ライブラリは、AllReduce オペレーションのバックワードパスとの最適な
重なり合いを実現し、GPU 使用率を大幅に向上させ、CPU と GPU 間のタスクを最適化することで、ほぼ
線形のスケーリング効率とトレーニング時間の短縮を実現します。このライブラリは、GPU が勾配を計算
している間に、追加の GPU サイクルを奪うことなく並列で AllReduce を実行するため、より高速にな
ります。
• CPU の活用: ライブラリは CPU を使って勾配の AllReduce を実行し、このタスクを GPU からオフロー
ドします。
• GPU の使用率の向上: クラスターの GPU は、勾配の計算に重点を置き、トレーニングを通じてその使
用率を向上させます。

SageMaker 分散データ並列アーキテクチャ
このライブラリは、ノードあたり 8 つの GPU を持つ大きなコンピューティングインスタンス
(ml.p3.16xlarge、ml.p3dn.24xlarge、ml.p4d.24xlarge) に対応しています。SageMaker 分散
データ並列ライブラリの高レベルのワークフローは次のとおりです。
1. ライブラリは GPU (ワーカー) にランクを与えます。
2. ライブラリは各反復で、各グローバルバッチをワーカーの総数 (ワールドサイズ) で割り、小さなバッチ
(バッチシャード) をワーカーに割り当てます。
• グローバルバッチのサイズは (number of nodes in a cluster) * (number of GPUs per
node) * (per batch shard) です。
• バッチシャード (小さなバッチ) とは、反復ごとに各 GPU (ワーカー) に割り当てられるデータセット
のサブセットです。
3. ライブラリは、各ワーカーでトレーニングスクリプトを起動します。
4. ライブラリは、ワーカーからのモデルの重みと勾配のコピーを、各反復の終了時に管理します。
5. ライブラリは、ワーカー間でモデルの重みと勾配を同期させて、1 つのトレーニング済みモデルに集約
します。
次のアーキテクチャ図は、ライブラリが 3 ノードからなるクラスターに対してどのようにデータ並列処理
を設定するかの例を示しています。
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SageMaker 分散データ並列ライブラリの使用を始めるには、Amazon SageMaker Python SDK を介して
SageMaker 推定器を設定するための「ステップ 2: を起動する SageMaker を使用した分散型トレーニング
Job SageMaker SDK をPython (p. 2357)」と、SageMaker 分散データ並列ライブラリを使ってトレーニ
ングスクリプトを適応させるための「を実行します SageMaker データ並列処理による分散型トレーニン
グJob (p. 2349)」を参照してください。

サポートされるフレームワークAWS リージョン、およびインス
タンスタイプ
を使用する前に SageMaker データparallel ライブラリ、サポートされている ML フレームワークとイン
スタンスタイプは何か、また十分なクォータがあるかどうかを確認してくださいAWSアカウントとAWS
リージョン。

サポートされるフレームワーク
次の表は、以下のようなディープラーニングフレームワークとそのバージョンを示しています。
SageMaker そして SageMaker 分散データparallel ライブラリのサポート。- SageMaker データparallel ラ
イブラリは次の場所で利用できますAWSDeep Learning Containers (DLC) またはバイナリファイルとして
ダウンロードできます。
トピック
• PyTorch (p. 2346)
• PyTorch ライトニング (p. 2347)
• TensorFlow (p. 2348)
• Hugging Face Transformer (p. 2348)
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PyTorch
PyTorch バージョン

SageMaker 分散データ
parallel ライブラリバー
ジョン

v1.12.0

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws.com/
dataparallel==v1.5.0*pytorch-training: 1.12.0-- smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.12.0/
c113-ubuntu20.04cu113/2022-07-01/
sa-training: 1.12.0smdistributed_dataparallel-1.5.0gpu-py38-cu113ubuntu20.04-sagemaker cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.11.0

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws.com/
dataparallel==v1.4.1*pytorch-training: 1.11.0-- smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.11.0/
gpu-py38-cu113ubuntu20.04-sagemaker cu113/2022-04-14/
smdistributed_dataparallel-1.4.1cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.10.2

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws.com/
dataparallel==v1.4.0*pytorch-training: 1.10.2- smdataparallel.s3.amazonaws.com/
binary/pytorch/1.10.2/
gpu-py38-cu113ubuntu20.04-sagemaker cu113/2022-02-18/
smdistributed_dataparallel-1.4.0cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.9.1

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonsmdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.2.0pytorch-training: 1.9.1binary/pytorch/1.9.0/
gpu-py38-cu111cu111/2021-08-13/
ubuntu20.04
smdistributed_dataparallel-1.2.0cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.8.1

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonsmdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.2.3pytorch-training: 1.8.1binary/pytorch/1.8.1/
gpu-py36-cu111cu111/2021-12-13/
ubuntu18.04
smdistributed_dataparallel-1.2.3cp36-cp36mlinux_x86_64.whl

v1.7.1

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonsmdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.0.0pytorch-training: 1.7.1binary/pytorch/1.7.1/
gpu-py36-cu110cu110/2021-01-26/
ubuntu18.04
smdistributed_dataparallel-1.0.0cp36-cp36mlinux_x86_64.whl

v1.6.0

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonsmdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.0.0pytorch-training: 1.6.0binary/pytorch/1.6.0/
gpu-py36-cu110cu110/2021-01-14/
ubuntu18.04
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PyTorch バージョン

SageMaker 分散データ
parallel ライブラリバー
ジョン

smdistributeddataparallel 統合イ
メージ URI

バイナリファイルの
URL **
smdistributed_dataparallel-1.0.0cp36-cp36mlinux_x86_64.whl

* SageMaker 分散データ並列処理ライブラリ v1.4.0 以降は、のバックエンドとして機能します PyTorch 分
散した。この変更に伴い、以下を実施しました。smdistributed APIのための PyTorch 配布パッケージは廃
止されました。
• smdistributed.dataparallel.torch.distributed は廃止されました。を使用す
るtorch.distributed代わりにパッケージ。
• smdistributed.dataparallel.torch.parallel.DistributedDataParallel は廃止されまし
た。を使用するtorch.nn.parallel。DistributedDataParallel代わりに API。
以前のバージョンのライブラリ (v1.3.0 以前) を使用する必要がある場合は、アーカイブ済み SageMaker
分散データparallel ライブラリドキュメント()SageMaker Python SDK のドキュメント。
** バイナリファイルの URL はインストール用です SageMaker カスタムコンテナ内の分散データ並列処理
ライブラリ。詳細については、「で独自の Docker コンテナを作成する SageMaker 分散データ並列ライブ
ラリ (p. 2360)」を参照してください。

PyTorch ライトニング
PyTorch Lightning
バージョン

PyTorch バージョ
ン

SageMaker 分散
データparallel ライ
ブラリバージョン

1.7.2

1.12.0

https://
smdistributed- 763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws.com/
smdataparallel.s3.amazonaws.com
pytorch-training:
dataparallel==v1.5.0
binary/
1.12.0--c113pytorch/1.12.0/
ubuntu20.04-sacu113/2022-07-01/
training: 1.12.0smdistributed_dataparallel-1.5.0gpu-py38-cu113cp38-cp38ubuntu20.04linux_x86_64.whl
sagemaker

1.7.0
1.6.4
1.6.3
1.5.10

smdistributeddataparallel 統
合イメージ URI

バイナリファイル
の URL **

Note
PyTorch Lightning と Lightning Bolts などのユーティリティライブラリは、 PyTorch DLC。構築
すると SageMaker PyTorch 見積もりを行い、トレーニングジョブのリクエストを送信してくだ
さいステップ 2、提供する必要がありますrequirements.txtをインストールするpytorchlightningそしてlightning-bolts() SageMaker PyTorchトレーニングコンテナ。
# requirements.txt
pytorch-lightning
lightning-bolts

配置するソースディレクトリの指定については、requirements.txtトレーニングスクリプトと
ジョブの提出物と一緒にファイルしてください。サードパーティライブラリを使用する()アマゾン
SageMakerPython SDK のドキュメント。
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TensorFlow
TensorFlow バージョン

SageMaker 分散データparallel ラ smdistributedイブラリバージョン
dataparallel 統合イメージ
URI

2.9.1

smdistributeddataparallel==v1.4.1

763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws
tensorflow-training: 2.9.1-gpupy39-cu112-ubuntu20.04sagemaker

2.8.0

smdistributeddataparallel==v1.3.0

763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws
tensorflow-training: 2.8.0-gpupy39-cu112-ubuntu20.04sagemaker

2.7.1

smdistributeddataparallel==v1.3.0

763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws
tensorflow-training: 2.7.1-gpupy38-cu112-ubuntu20.04sagemaker

2.6.2

smdistributeddataparallel==v1.2.1

763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws
tensorflow-training: 2.6.2-gpupy38-cu112-ubuntu20.04

2.5.1

smdistributeddataparallel==v1.2.1

763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws
tensorflow-推論:2.5.1-gpu-py37cu112-ubuntu18.04

2.4.1

smdistributeddataparallel==v1.2.0

763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws
tensorflow-training: 2.4.1-gpupy37-cu110-ubuntu18.04

2.3.2

smdistributeddataparallel==v1.0.0

763104351884.dkr.ecr。<region>.amazonaws
tensorflow-training: 2.3.2-gpupy37-cu110-ubuntu18.04

Hugging Face Transformer
-AWS顔を抱き締めるためのDeep Learning Containers は SageMaker 用トレーニングコンテナ PyTorch そ
して TensorFlow ベースイメージとして。Hugging Face Transformersライブラリのバージョンとペアリン
グされているものを調べるには PyTorch そして TensorFlow バージョン、最新を見るHugging Face コンテ
ナそして以前のハグフェイスコンテナのバージョン。

AWS リージョン
- SageMaker データparallel ライブラリはすべてで利用できますAWS リージョンどこAWSDeep Learning
Containers SageMaker稼働中です。詳細については、次を参照してください。使用可能なDeep Learning
Containers イメージ。

サポートされる インスタンスタイプ
- SageMaker データparallel ライブラリには、次の ML インスタンスタイプのいずれかが必要です。
インスタンスタイプ
ml.p3.16xlarge
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インスタンスタイプ
ml.p3dn.24xlarge
ml.p4d.24xlarge
インスタンスタイプの仕様については、「Amazon EC2 インスタンスタイプ」ページの「高速コンピュー
ティング」のセクションを参照してください。インスタンスの料金については、アマゾン SageMaker 料
金。
次のようなエラーメッセージが表示された場合は、次の説明に従います。サービスクォータ引き上げをリ
クエストする SageMaker リソース。
ResourceLimitExceeded: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling
the CreateTrainingJob operation: The account-level service limit 'ml.p3dn.24xlarge
for training job usage' is 0 Instances, with current utilization of 0 Instances
and a request delta of 1 Instances.
Please contact AWS support to request an increase for this limit.

を実行します SageMaker データ並列処理による分散型トレーニ
ングJob
SageMakerの分散データparallel ライブラリ API は、使いやすく、既存の分散トレーニングツールキット
とのシームレスな統合を提供するように設計されています。
• SageMaker Python SDK とライブラリ API— ほとんどの場合、トレーニングスクリプトで変更する必
要があるのは、データparallel ライブラリのインポートステートメントだけです。これらを SageMaker
データparallel ライブラリ。
• インフラ管理なしでモデルトレーニングに集中できる— ライブラリをオンにしてディープラーニングモ
デルをトレーニングする場合 SageMakerでは、トレーニングスクリプトとモデルトレーニングの作成に
集中できます。が提供する見積もりクラスを使用してトレーニングジョブを実行できます SageMaker
SDK のメソッド。Estimator クラスは、ML インスタンスの準備、指定されたデータリソースからのデー
タセットの読み込み、トレーニングスクリプトを使用したトレーニングジョブの送信、トレーニング
ジョブの完了後のインスタンスの停止に役立ちます。
開始するには、適応する必要があります。 TensorFlow または PyTorch ライブラリを使用するためのト
レーニングスクリプト。以下のトピックでは、トレーニングスクリプトを変更する方法について説明しま
す。
トピック
• ステップ 1: 独自のトレーニングスクリプトを修正 (p. 2349)
• ステップ 2: を起動する SageMaker を使用した分散型トレーニングJob SageMaker SDK を
Python (p. 2357)

ステップ 1: 独自のトレーニングスクリプトを修正
このセクションでは、Amazon のコア機能を使用するようにトレーニングスクリプトをカスタマイズする
方法について説明します。 SageMaker 分散データparallel ライブラリ。ライブラリ固有の API 関数とパラ
メータを使用するには、このドキュメントをSageMaker データparallel ライブラリ API()SageMaker SDK
のドキュメント。
これらのセクションで提供されるトレーニングスクリプトの例は簡略化されており、ライブラリを使うた
めに必要な変更を強調するように考えられています。にとって end-to-end、の使用方法を説明した実行
可能なノートブックの例 TensorFlow または PyTorch トレーニングスクリプトと SageMaker 分散データ
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parallel ライブラリ、「」を参照してくださいアマゾン SageMaker 分散トレーニングノートブックサンプ
ル (p. 2440)。
トピック
• の変更 TensorFlow トレーニングスクリプト (p. 2350)
• の変更 PyTorch トレーニングスクリプト (p. 2352)
• の変更 PyTorch Placing L (p. 2355)

の変更 TensorFlow トレーニングスクリプト
以下のステップで、を変更する方法を示します TensorFlow 活用すべきトレーニングスクリプト
SageMakerの分散データparallel ライブラリ。
ライブラリの API は Horovod の API と同様になるように設計されています。ライブラリが提供してい
る各 API の詳細については TensorFlow、を参照してください。SageMaker parallel データ分散データ
TensorFlow API ドキュメント。

Note
SageMaker 分散データparallel は TensorFlow トレーニングスクリプトの構成tfコアモジュー
ルtf.kerasモジュール。 SageMaker 分散データparallel はサポートしていません TensorFlow
Kerasの実装で。

Note
SageMakerの分散データ並列処理ライブラリは、標準で自動混合精度 (AMP) をサポートしていま
す。AMP を有効にするには、トレーニングスクリプトにフレームワークレベルの変更を加える以
外、特別なアクションは必要ありません。グラデーションが FP16 の場合、 SageMaker データ並
列処理ライブラリはそれを実行しますAllReduceFP16での動作。トレーニングスクリプトへの
AMP API の実装に関する詳細は、次のリソースを参照してください。
• フレームワーク- TensorFlow()NVIDIA ディープラーニングパフォーマンスドキュメント
• 深層学習の自動混合精度 (NVIDIA デベロッパードキュメント)
• TensorFlow 混合精度 API()TensorFlowドキュメンテーション
1.

ライブラリをインポートする TensorFlow クライアントを起動して初期化します。
import smdistributed.dataparallel.tensorflow as sdp
sdp.init()

2.

各 GPU を 1 つの smdistributed.dataparallel プロセスに local_rank を付けて固定します。
これは、特定のノード内のプロセスの相対ランクを参照します。sdp.tensorflow.local_rank()
API により、デバイスのローカルランクを取得できます。リーダーノードはランク 0 で、ワーカー
ノードはランク 1、2、3 などとなります。これは次のコードブロックで次のように呼び出されま
す。sdp.local_rank()。set_memory_growthとは直接関係ありません SageMaker 分散型です
が、分散型トレーニング用に設定する必要があります TensorFlow。
gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
for gpu in gpus:
tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)
if gpus:
tf.config.experimental.set_visible_devices(gpus[sdp.local_rank()], 'GPU')

3.

学習レートをワーカー数でスケールします。sdp.tensorflow.size() API により、クラス
ター内のワーカー数を取得できます。これは次のコードブロックで次のように呼び出されま
す。sdp.size()。
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learning_rate = learning_rate * sdp.size()

4.

ライブラリの DistributedGradientTape を使用して、トレーニング中の AllReduce オペレー
ションを最適化します。これは tf.GradientTape をラップします。
with tf.GradientTape() as tape:
output = model(input)
loss_value = loss(label, output)
# SageMaker data parallel: Wrap tf.GradientTape with the library's
DistributedGradientTape
tape = sdp.DistributedGradientTape(tape)

5.

初期モデル変数をリーダーノード (ランク 0) からすべてのワーカーノード (ランク 1～n) にブ
ロードキャストします。これは、すべてのワーカーランクにわたる一貫した初期化を保証するた
めに必要です。を使用するsdp.tensorflow.broadcast_variablesモデル変数とオプティ
マイザー変数が初期化された後の API。 これは次のコードブロックで次のように呼び出されま
す。sdp.broadcast_variables()。
sdp.broadcast_variables(model.variables, root_rank=0)
sdp.broadcast_variables(opt.variables(), root_rank=0)

6.

最後に、チェックポイントをリーダーノードのみに保存するようにスクリプトを変更します。リー
ダーノードには同期されたモデルがあります。これにより、ワーカーノードがチェックポイントを上
書きしてチェックポイントを破損する可能性を回避できます。
if sdp.rank() == 0:
checkpoint.save(checkpoint_dir)

次に例を示します。 TensorFlow ライブラリを使用した分散トレーニング用スクリプト。
import tensorflow as tf
# SageMaker data parallel: Import the library TF API
import smdistributed.dataparallel.tensorflow as sdp
# SageMaker data parallel: Initialize the library
sdp.init()
gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
for gpu in gpus:
tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)
if gpus:
# SageMaker data parallel: Pin GPUs to a single library process
tf.config.experimental.set_visible_devices(gpus[sdp.local_rank()], 'GPU')
# Prepare Dataset
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(...)
# Define Model
mnist_model = tf.keras.Sequential(...)
loss = tf.losses.SparseCategoricalCrossentropy()
# SageMaker data parallel: Scale Learning Rate
# LR for 8 node run : 0.000125
# LR for single node run : 0.001
opt = tf.optimizers.Adam(0.000125 * sdp.size())
@tf.function
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def training_step(images, labels, first_batch):
with tf.GradientTape() as tape:
probs = mnist_model(images, training=True)
loss_value = loss(labels, probs)
# SageMaker data parallel: Wrap tf.GradientTape with the library's
DistributedGradientTape
tape = sdp.DistributedGradientTape(tape)
grads = tape.gradient(loss_value, mnist_model.trainable_variables)
opt.apply_gradients(zip(grads, mnist_model.trainable_variables))
if first_batch:
# SageMaker data parallel: Broadcast model and optimizer variables
sdp.broadcast_variables(mnist_model.variables, root_rank=0)
sdp.broadcast_variables(opt.variables(), root_rank=0)
return loss_value
...
# SageMaker data parallel: Save checkpoints only from master node.
if sdp.rank() == 0:
checkpoint.save(checkpoint_dir)

トレーニングスクリプトの適応が完了したら、次に進んでくださいステップ 2: を起動する SageMaker を
使用した分散型トレーニングJob SageMaker SDK をPython (p. 2357)。

の変更 PyTorch トレーニングスクリプト
の中に SageMaker データparallel ライブラリ v1.4.0 以降では、ライブラリはのバックエンドオプションと
して使用できますPyTorch 配布パッケージ。トレーニングスクリプトの上部にあるライブラリを一度イン
ポートして、次のように設定するだけで済みます PyTorch 初期化中にバックエンドを分散しました。バッ
クエンド仕様の単一行で、 PyTorch トレーニングスクリプトは変更せず、直接使用してください PyTorch
分散モジュール。ライブラリの最新の API ドキュメントを見つけるには、SageMaker の分散データ
parallel API PyTorch()SageMaker SDK のドキュメント。詳細を確認するトピック PyTorch 配布パッケー
ジとバックエンドオプションについては、を参照してください分散型通信パッケージ-torch.distributed。

Important
なぜなら SageMaker 分散データ並列処理ライブラリ v1.4.0 以降は、のバックエンドとして機能
します PyTorch 配布、以下smdistributed APIのための PyTorch 配布パッケージは廃止されまし
た。
• smdistributed.dataparallel.torch.distributed は廃止されました。を使用す
るtorch.distributed代わりにパッケージします。
• smdistributed.dataparallel.torch.parallel.DistributedDataParallel は廃止
されました。を使用するtorch.nn.parallel。DistributedDataParallel代わりに API を使用します。
以前のバージョンのライブラリ (v1.3.0 以前) を使用する必要がある場合は、アーカイブ済み
SageMaker 分散データparallel ライブラリのドキュメント()SageMaker SDK のドキュメント。

を使用する SageMaker のバックエンドとしての分散データ並列ライブラ
リtorch.distributed
を使用するには SageMaker 分散データparallel ライブラリ、必要なことは、インポー
トすることだけです SageMaker 分散データparallel ライブラリ PyTorch クライアント
(smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp). クライアントの登録smddpの
バックエンドとして PyTorch。初期化すると PyTorch を使用する分散プロセスグルー
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プtorch.distributed.init_process_groupAPI、必ず指定してください'smddp'にbackend引
数。
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp
import torch.distributed as dist
dist.init_process_group(backend='smddp')

Note
-smddpバックエンドは現在、以下のサブプロセスグループの作成をサポートしていませ
んtorch.distributed.new_group()API。を使用することはできませんsmddpNCCL や Gloo
などの他のプロセスグループのバックエンドと同時にバックエンドします。
すでに作業している場合 PyTorch スクリプトを作成し、バックエンド仕様を追加するだけで済みます。の
使用 SageMaker の使用 PyTorch そして TensorFlow (p. 2358)()ステップ 2: を起動する SageMaker を使
用した分散型トレーニングJob SageMaker SDK をPython (p. 2357)トピック。
それでもトレーニングスクリプトを適切に使用するように変更する必要がある場合 PyTorch配布パッケー
ジについては、このページの残りの手順に従ってください。

の準備 PyTorch 分散トレーニング用トレーニングスクリプト
次の手順では、を使用して分散型トレーニングジョブを正常に実行するためのトレーニングスクリプトの
準備方法に関する追加のヒントを示します。 PyTorch。

Note
v1.4.0 では、 SageMaker 分散データparallel ライブラリは、次の集合
プリミティブデータ型をサポートしますtorch.distributedインターフェイ
ス:all_reduce,broadcast,reduce,all_gather、およびbarrier。
1.

をインポートする PyTorch 分散モジュール。
import torch
import torch.distributed as dist
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel as DDP

2.

引数を解析してバッチサイズパラメータを定義した後 (例:batch_size=args.batch_size) に 2 行
のコードを追加して、ワーカー (GPU) ごとのバッチサイズを変更します。 PyTorchの DataLoader オ
ペレーションは、分散トレーニングのためのバッチサイズ変更を自動的に処理しません。
batch_size //= dist.get_world_size()
batch_size = max(batch_size, 1)

3.

各 GPU を 1 つのGPUに固定 SageMaker データparallel ライブラリ処理local_rank—これは、特定
のノード内のプロセスの相対ランクを参照します。
プロセスのランクは以下から取得できますLOCAL_RANK環境変数。
import os
local_rank = os.environ["LOCAL_RANK"]
torch.cuda.set_device(local_rank)

4.

モデルを定義したら、 PyTorch DistributedDataParallelAPI。
model = ...
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# Wrap the model with the PyTorch DistributedDataParallel API
model = DDP(model)

5.

あなたが電話するときtorch.utils.data.distributed.DistributedSamplerAPI
では、クラスター内の全ノードにわたり、トレーニングに参加するプロセス
(GPU) の総数を指定します。これは呼ばれていますworld_size、そして番号
はtorch.distributed.get_world_size()API。また、全プロセスの中での各プロセスのランク
を指定するには、torch.distributed.get_rank()API。
from torch.utils.data.distributed import DistributedSampler
train_sampler = DistributedSampler(
train_dataset,
num_replicas = dist.get_world_size(),
rank = dist.get_rank()
)

6.

チェックポイントをリーダープロセス (ランク0) のみに保存するようにスクリプトを変更します。
リーダープロセスには同期されたモデルがあります。これにより、他のプロセスがチェックポイント
を上書きしてチェックポイントを破損する可能性を回避できます。
if dist.get_rank() == 0:
torch.save(...)

次のサンプルコードは、a の構造を示しています PyTorch トレーニングスクリプトsmddpバックエンドと
して。
import os
import torch
# SageMaker data parallel: Import the library PyTorch API
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp
# SageMaker data parallel: Import PyTorch's distributed API
import torch.distributed as dist
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel as DDP
# SageMaker data parallel: Initialize the process group
dist.init_process_group(backend='smddp')
class Net(nn.Module):
...
# Define model
def train(...):
...
# Model training
def test(...):
...
# Model evaluation
def main():
# SageMaker data parallel: Scale batch size by world size
batch_size //= dist.get_world_size()
batch_size = max(batch_size, 1)
# Prepare dataset
train_dataset = torchvision.datasets.MNIST(...)
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# SageMaker data parallel: Set num_replicas and rank in DistributedSampler
train_sampler = torch.utils.data.distributed.DistributedSampler(
train_dataset,
num_replicas=dist.get_world_size(),
rank=dist.get_rank())
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(..)
# SageMaker data parallel: Wrap the PyTorch model with the library's DDP
model = DDP(Net().to(device))
# SageMaker data parallel: Pin each GPU to a single library process.
local_rank = os.environ["LOCAL_RANK"]
torch.cuda.set_device(local_rank)
model.cuda(local_rank)
# Train
optimizer = optim.Adadelta(...)
scheduler = StepLR(...)
for epoch in range(1, args.epochs + 1):
train(...)
if rank == 0:
test(...)
scheduler.step()
# SageMaker data parallel: Save model on master node.
if dist.get_rank() == 0:
torch.save(...)
if __name__ == '__main__':
main()

トレーニングスクリプトの適応が完了したら、に進んでくださいステップ 2: を起動する SageMaker を使
用した分散型トレーニングJob SageMaker SDK をPython (p. 2357)。

の変更 PyTorch Placing L
持って行きたいならPyTorchライトニングトレーニングスクリプトを作成し、分散データ
parallel トレーニングジョブを実行する SageMakerでは、トレーニングスクリプトの変更を最
小限に抑えてトレーニングジョブを実行できます。必要な変更点には次のようなものがありま
す。importsmdistributed.dataparallelライブラリ PyTorch モジュール、の環境変数を設定する
PyTorch 受け入れる稲妻 SageMaker によってあらかじめ設定されている環境変数 SageMaker トレーニン
グツールキットを起動してSageMaker データparallel ライブラリプロセスグループのバックエンドをに設
定することで"smddp"。詳細については、コード例とともに手順を詳しく説明した以下の説明をご覧くだ
さい。

Note
- PyTorch ライトニングサポートは SageMaker データparallel ライブラリ v1.5.0 以降
1. をインポートするpytorch_lightningライブラリとsmdistributed.dataparallel.torchモ
ジュール。
import pytorch_lightning as pl
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp

2. ワールドサイズと、ワールドのランクを設定しますLightningEnvironmentクラスオブジェクト。で
トレーニングジョブを開始する時 SageMaker、 SageMaker トレーニングツールキットは環境変数を設
定します"RANK","LOCAL_RANK"、および"WORLD_SIZE"。これらの環境変数は、プロセスのグローバ
ルランク、ローカルランク、およびワールドサイズをそれぞれ表します。これらを使用する SageMaker
を設定する環境変数LightningEnvironment。
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import os
from pytorch_lightning.plugins.environments.lightning_environment \
import LightningEnvironment
env = LightningEnvironment()
env.world_size = lambda: int(os.environ["WORLD_SIZE"])
env.global_rank = lambda: int(os.environ["RANK"])

3. を使用して分散型トレーニング戦略を設定しますPyTorch ライトニングDDPStrategyモジュール、作
成PyTorch ライトニングTrainer反対し、それらを適応させてSageMakerデータparallel ライブラリ。
(推奨) PyTorch Placing Lightning v1.6.0 以降
オブジェクトを作成する (ddp次のサンプルでは、DDPStrategyクラス、および指
定"smddp"にprocess_group_backendパラメータ。を設定する場合 PyTorch ライトニン
グTrainerオブジェクト、使って SageMaker GPU クラスターのスケールを指定する環境変数とddp分
散トレーニング戦略を設定するオブジェクト。

Note
のバージョンを確認することをお勧めします PyTorch との互換性についてライトニングテスト
済み SageMaker 内のデータparallel ライブラリthe section called “サポートされているフレー
ムワークとAWS リージョン” (p. 2383)ページ。
from pytorch_lightning.strategies import DDPStrategy
ddp = DDPStrategy(
cluster_environment=env,
process_group_backend="smddp",
accelerator="gpu"
)
world_size = int(os.environ["WORLD_SIZE"])
num_gpus = int(os.environ["SM_NUM_GPUS"])
num_nodes = int(world_size/num_gpus)
trainer = pl.Trainer(
devices=num_gpus,
num_nodes=num_nodes,
max_epochs=10,
strategy=ddp
)

(オプション) 用 PyTorch ライトニング v1.5.10
を使用している場合DDPPluginは廃止された機能ですが、次のサンプルコードに示すように分散ストラ
テジーを設定します。
from pytorch_lightning.plugins.training_type.ddp import DDPPlugin
os.environ["PL_TORCH_DISTRIBUTED_BACKEND"] = "smddp"
ddp = DDPPlugin(
parallel_devices=[torch.device("cuda", d) for d in range(num_gpus)],
cluster_environment=env
)
world_size = int(os.environ["WORLD_SIZE"])
num_gpus = int(os.environ["SM_NUM_GPUS"])
num_nodes = int(world_size/num_gpus)
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trainer = pl.Trainer(
gpus=num_gpus,
num_nodes=num_nodes,
max_epochs=10,
strategy=ddp
)

4. 実行trainer.fitAの訓練の仕事を始めるには PyTorch MODEL。次のサンプルは、 PyTorch でラッ
プされたモデルオブジェクトPyTorch ライトニングトレーナーのフィット法とPyTorchライトニング
MNIST データモジュール。
from pl_bolts.datamodules import MNISTDataModule
trainer.fit(model, datamodule=MNISTDataModule(batch_size=32))

トレーニングスクリプトの適応が完了したら、に進んでくださいステップ 2: を起動する SageMaker を使
用した分散型トレーニングJob SageMaker SDK をPython (p. 2357)。

Note
を構築する時 SageMaker PyTorch 見積もりを行い、トレーニングジョブのリクエストを送
信してくださいステップ 2、提供する必要がありますrequirements.txtをインストールす
るpytorch-lightningそしてlightning-bolts() SageMaker PyTorchトレーニングコンテ
ナ。
# requirements.txt
pytorch-lightning
lightning-bolts

を配置するソースディレクトリの指定については、requirements.txtトレーニングスクリプト
とジョブの提出物と一緒にファイルしてください。サードパーティーライブラリを使用する()アマ
ゾン SageMakerSDK のドキュメント。

ステップ 2: を起動する SageMaker を使用した分散型トレーニングJob
SageMaker SDK をPython
適応させたスクリプトをで実行するにはステップ 1: 独自のトレーニングスクリプトを修正 (p. 2349)、作
成から始める SageMaker準備されたトレーニングスクリプトと分散トレーニング構成パラメータを含むフ
レームワークまたはジェネリック推定オブジェクト。図書館はどんな種類でも使えます SageMaker 環境
とウェブ IDE、などSageMaker ノートブックインスタンスそしてSageMakerスタジオ。
高レベルを使用するSageMaker SDK をPythonを使用するには、次のいずれかを行ってください。
• 分散型トレーニングの仕事を迅速に採用したい場合 SageMaker、を設定する SageMaker PyTorchまた
はTensorFlowフレームワーク見積もりクラス。フレームワーク見積もり担当者がトレーニングスクリプ
トを取得し、自動的に正しい画像URIを照合します事前構築済み PyTorch または TensorFlow 深層学習
コンテナ DLC コンテナ、に指定された値を与えてframework_versionパラメータ。
• 事前に構築されたコンテナの1つを拡張したり、カスタムコンテナを構築して独自のML環境を作成した
い場合 SageMakerを使用する SageMaker ジェネリックEstimatorクラスを作成し、Amazon Elastic
Registry (Amazon ECR) でホストされているカスタム Docker (イメージ) を指定します。
トレーニングデータセットは Amazon S3 またはAmazon FSx for Lustre()AWS リージョントレーニング
ジョブを起動する場所です。Jupyterのノートブックを使っているなら、 SageMaker ノートブックインス
タンスまたは SageMaker 同じ場所で実行されているスタジオアプリAWS リージョン。トレーニングデー
タの保存の詳細については、SageMaker Python SDK データ入力ドキュメント内) を参照してください。
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Tip
トレーニングのパフォーマンスを向上させるには、Amazon S3 の代わりに Amazon FSx を使う
ことを強くお勧めします。Amazon FSx は Amazon S3 よりもスループットが高く、レイテン
シーが低くなります。
の実行方法については、以下のいずれかのトピックを選択してください TensorFlow または PyTorchト
レーニングスクリプト。トレーニングジョブを起動すると、次の方法でシステム使用率とモデルパフォー
マンスを監視できます。Amazon を使ったトレーニングジョブのデバッグとプロバッグ SageMaker デ
バッガー (p. 2118)またはアマゾン CloudWatch。
次のトピックの説明に従って技術的な詳細を確認する一方で、アマゾン SageMaker 分散トレーニング
ノートブックサンプル (p. 2440)すぐにすぐにご利用をスタートされますか
トピック
• の使用 SageMaker の使用 PyTorch そして TensorFlow (p. 2358)
• の使用 SageMaker 構築済みコンテナを拡張する汎用エスティメーター (p. 2360)
• で独自の Docker コンテナを作成する SageMaker 分散データ並列ライブラリ (p. 2360)

の使用 SageMaker の使用 PyTorch そして TensorFlow
アクティブ化できます SageMaker 分散データparallel ライブラリとして指定することでdistributionの
使用SageMaker フレームワーク見積もりクラス。
SageMaker PyTorch
from sagemaker.pytorch import PyTorch
pt_estimator = PyTorch(
base_job_name="training_job_name_prefix",
source_dir="sub-folder-for-your-code",
entry_point="adapted-training-script.py",
role="SageMakerRole",
py_version="py38",
framework_version="1.12.0",
# For running a multi-node distributed training job, specify a value greater than 1
# Example: 2,3,4,..8
instance_count=2,
# Instance types supported by the SageMaker data parallel library:
# ml.p4d.24xlarge, ml.p3dn.24xlarge, and ml.p3.16xlarge
instance_type="ml.p3.16xlarge",

)

# Training using the SageMaker data parallel distributed training strategy
distribution={ "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }

pt_estimator.fit("s3://bucket/path/to/training/data")

Note
PyTorch Lightning と Lightning Bolts などのユーティリティライブラリは、 SageMaker
PyTorch DLC。以下を作成するrequirements.txtファイルを保存し、トレーニングスクリ
プトを保存するソースディレクトリに保存します。
# requirements.txt
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pytorch-lightning
lightning-bolts

ツリー構造のディレクトリは以下の例のようになります。
### pytorch_training_launcher_jupyter_notebook.ipynb
### sub-folder-for-your-code
### adapted-training-script.py
### requirements.txt

配置するソースディレクトリを指定する方法については、requirements.txtトレーニング
スクリプトとジョブの提出物と一緒にファイルしてください。サードパーティライブラリを
使用する()アマゾン SageMakerPython SDK ドキュメント。
SageMaker TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
tf_estimator = TensorFlow(
base_job_name = "training_job_name_prefix",
entry_point="adapted-training-script.py",
role="SageMakerRole",
framework_version="2.9.1",
py_version="py38",
# For running a multi-node distributed training job, specify a value greater than 1
# Example: 2,3,4,..8
instance_count=2,
# Instance types supported by the SageMaker data parallel library:
# ml.p4d.24xlarge, ml.p3dn.24xlarge, and ml.p3.16xlarge
instance_type="ml.p3.16xlarge",

)

# Training using the SageMaker data parallel distributed training strategy
distribution={ "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }

tf_estimator.fit("s3://bucket/path/to/training/data")

の使用 SageMaker フレームワーク見積もり担当者がアクティブ化する必要があります SageMaker データ
の並列処理
distribution(dict): 分散トレーニングの実行方法に関する情報を含むディクショナリ (デフォル
ト:None).
• を使用するにはsmdistributed.dataparallel配布戦略として、次のコードに示すように辞書を設定
します。
distribution = { "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }

• custom_mpi_options(str) (オプション): カスタム MPI オプション。distribution の定義時にこの
パラメータを使う方法の例を次に示します。詳細については、カスタム MPI オプション (p. 2369) を参
照してください。
distribution = {
"smdistributed": {
"dataparallel": {
"enabled": True,
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}

}

}

"custom_mpi_options": "-verbose -x NCCL_DEBUG=VERSION"

instance_type(str): を使用するを使用する Amazon EC2 インスタンスのタイプ。
• を使用するを使用するsmdistributedとdataparallel分散戦略では、以下のインスタンスタイ
プであるのいずれかを使用する必要があります。ml.p4d.24xlarge,ml.p3dn.24xlarge、およ
びml.p3.16xlarge。最適なパフォーマンスを得るために、EFA 対応のインスタンスを使うことをお
勧めします。ml.p3dn.24xlargeそしてml.p4d.24xlarge。

の使用 SageMaker 構築済みコンテナを拡張する汎用エスティメーター
カスタマイズできます SageMaker 構築済みのコンテナまたはそれらを拡張して、構築済みのアルゴリズ
ムやモデルに対する追加の機能要件に対応することができます。 SageMaker Docker イメージはサポート
していません。構築済みコンテナを拡張する方法の例については、「構築済みコンテナを拡張する」を参
照してください。
構築済みコンテナを拡張したり、このライブラリを使うように独自のコンテナを適応させたりするには、
次のイメージのいずれかを使う必要があります。サポートされるフレームワーク (p. 2345)。

Important
From TensorFlow 2.4.1 と PyTorch 1.8.1、フレームワーク DLC は EFA 対応のインスタンスタイ
プをサポートしています (ml.p3dn.24xlarge,ml.p4d.24xlarge). 以下を含むDLCイメージを
使用することをお勧めします TensorFlow 2.4.1 以降および PyTorch 1.8.1 以降。
たとえば、次のものを使用すると PyTorch、Dockerfile にはFROM次のようなステートメントです。
# SageMaker PyTorch image
FROM 763104351884.dkr.ecr.<aws-region>.amazonaws.com/pytorch-training:<image-tag>
ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"
# this environment variable is used by the SageMaker PyTorch container to determine our
user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code
# /opt/ml and all subdirectories are utilized by SageMaker, use the /code subdirectory to
store your user code.
COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py
# Defines cifar10.py as script entrypoint
ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py

独自の Docker コンテナを、連携するようにさらにカスタマイズすることもできます。 SageMaker を使用
するSageMaker トレーニングツールキットそしてのバイナリファイル SageMaker 分散データparallel ライ
ブラリ 詳細については、次のセクションの説明を参照してください。

で独自の Docker コンテナを作成する SageMaker 分散データ並列ライブラリ
トレーニング用の独自の Docker コンテナを構築して使用するには SageMaker データparallel ライブラ
リ、正しい依存関係とバイナリファイルを含める必要があります SageMaker Dockerfile にparallel ライブ
ラリを配布しました。このセクションでは、で分散トレーニングを行うための依存関係を最小限に抑え
た完全な Dockerfile を作成する方法について説明します。 SageMakerデータparallel ライブラリを使用す
る。
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Note
このカスタム Docker オプションには SageMaker バイナリとしてのデータparallel ライブラリは
PyTorch。

を使って Dockerfile を作成するには SageMaker トレーニングツールキットとデータparallel ライ
ブラリ
1. Docker イメージから始めるNVIDA CUDA。CUDA ランタイムおよび開発ツール (ヘッダーとライブラ
リ) を含む cuDNN 開発者バージョンを使用して、PyTorch ソースコード。
FROM nvidia/cuda:11.3.1-cudnn8-devel-ubuntu20.04

Tip
公式のAWSディープラーニングコンテナ (DLC) イメージはNVIDIA CUDA ベースイメージ。
残りの手順に従いながら、ビルド済みのDLCイメージを参考にしたい場合は、AWSDeep
Learning Containers PyTorch Dockerファイル。
2. 次の引数を追加して、のバージョンを指定します。 PyTorch その他のパッケージ。また、Amazon S3
バケットへのパスを指定してください SageMaker データparallel ライブラリとその他の使用するソフト
ウェアAWSリソース (Amazon S3 プラグインなど)。
次のコード例で提供されているもの以外のバージョンのサードパーティライブラリを使用するには、の
公式 DockerfilesAWS用の深層学習コンテナ PyTorchテスト済みで、互換性があり、アプリケーション
に適したバージョンを見つけます。
の URL を検索するにはSMDATAPARALLEL_BINARY引数、次のルックアップテーブルを参照してくださ
いサポートされるフレームワーク (p. 2345)。
ARG PYTORCH_VERSION=1.10.2
ARG PYTHON_SHORT_VERSION=3.8
ARG EFA_VERSION=1.14.1
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/
${PYTORCH_VERSION}/cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38linux_x86_64.whl
ARG PT_S3_WHL_GPU=https://aws-s3-plugin.s3.us-west-2.amazonaws.com/
binaries/0.0.1/1c3e69e/awsio-0.0.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
ARG CONDA_PREFIX="/opt/conda"
ARG BRANCH_OFI=1.1.3-aws

3. 次の環境変数を設定して、適切に構築してください。 SageMaker コンポーネントをトレーニングし、
データparallel ライブラリを実行します。これらの変数は、以降のステップでコンポーネントに使用し
ます。
# Set ENV variables required to build PyTorch
ENV TORCH_CUDA_ARCH_LIST="7.0+PTX 8.0"
ENV TORCH_NVCC_FLAGS="-Xfatbin -compress-all"
ENV NCCL_VERSION=2.10.3
# Add OpenMPI to the path.
ENV PATH /opt/amazon/openmpi/bin:$PATH
# Add Conda to path
ENV PATH $CONDA_PREFIX/bin:$PATH
# Set this enviroment variable for SageMaker to launch SMDDP correctly.
ENV SAGEMAKER_TRAINING_MODULE=sagemaker_pytorch_container.training:main
# Add enviroment variable for processes to be able to call fork()
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ENV RDMAV_FORK_SAFE=1
# Indicate the container type
ENV DLC_CONTAINER_TYPE=training
# Add EFA and SMDDP to LD library path
ENV LD_LIBRARY_PATH="/opt/conda/lib/python${PYTHON_SHORT_VERSION}/site-packages/
smdistributed/dataparallel/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib/:$LD_LIBRARY_PATH

4. をインストールまたは更新するcurl,wget、およびgit以降のステップでパッケージをダウンロードし
てビルドします。
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
curl \
wget \
git \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

5. のインストールElastic Fabric Adapter (EFA)Amazon EC2 ネットワーク通信用のソフトウェア。
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update
RUN mkdir /tmp/efa \
&& cd /tmp/efa \
&& curl --silent -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& cd aws-efa-installer \
&& ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \
&& rm -rf /tmp/efa

6. のインストールCondaパッケージ管理を処理します。
RUN curl -fsSL -v -o ~/miniconda.sh -O https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3latest-Linux-x86_64.sh && \
chmod +x ~/miniconda.sh && \
~/miniconda.sh -b -p $CONDA_PREFIX && \
rm ~/miniconda.sh && \
$CONDA_PREFIX/bin/conda install -y python=${PYTHON_SHORT_VERSION} conda-build pyyaml
numpy ipython && \
$CONDA_PREFIX/bin/conda clean -ya

7. 入手、構築、インストール PyTorch とその依存関係。私たちはビルドするPyTorch ソースコードか
らNCCLとの互換性を保証するには、NCCLのバージョンを制御する必要があるからですAWSOFI NCCL
プラグイン。
a. の手順に従うPyTorch 公式Dockerファイル、ビルド依存関係のインストールとセットアッ
プccache再コンパイルをスピードアップします。
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive \
apt-get install -y --no-install-recommends \
build-essential \
ca-certificates \
ccache \
cmake \
git \
libjpeg-dev \
libpng-dev \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Setup ccache
RUN /usr/sbin/update-ccache-symlinks
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RUN mkdir /opt/ccache && ccache --set-config=cache_dir=/opt/ccache

b. のインストールPyTorchの一般的な依存関係と Linux の依存関係。
# Common dependencies for PyTorch
RUN conda install astunparse numpy ninja pyyaml mkl mkl-include setuptools cmake cffi
typing_extensions future six requests dataclasses
# Linux specific dependency for PyTorch
RUN conda install -c pytorch magma-cuda113

c. クローン作成するPyTorch GitHub倉庫。
RUN --mount=type=cache,target=/opt/ccache \
cd / \
&& git clone --recursive https://github.com/pytorch/pytorch -b v${PYTORCH_VERSION}

d. 特定のものをインストールしてビルドするNCCLバージョン。そのためには、内のコンテンツを置き
換えます PyTorchのデフォルト NCCL フォルダ (/pytorch/third_party/nccl）を NVIDIA リポ
ジトリの特定の NCCL バージョンで入手してください。NCCL バージョンは、このガイドのステッ
プ 3 で設定されています。
RUN cd /pytorch/third_party/nccl \
&& rm -rf nccl \
&& git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \
&& cd nccl \
&& make -j64 src.build CUDA_HOME=/usr/local/cuda NVCC_GENCODE="gencode=arch=compute_70,code=sm_70 -gencode=arch=compute_80,code=sm_80" \
&& make pkg.txz.build \
&& tar -xvf build/pkg/txz/nccl_*.txz -C $CONDA_PREFIX --strip-components=1

e. ビルドとインストール PyTorch。通常、このプロセスが完了するまでに 1 時間強かかります。前のス
テップでダウンロードした NCCL バージョンを使用して構築されています。
RUN cd /pytorch \
&& CMAKE_PREFIX_PATH="$(dirname $(which conda))/../" \
python setup.py install \
&& rm -rf /pytorch

8. ビルドとインストールAWSOFI NCCL プラグイン。これによりLibfabricのサポート SageMaker データ
parallel ライブラリ。
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update \
&& apt-get install -y --no-install-recommends \
autoconf \
automake \
libtool
RUN mkdir /tmp/efa-ofi-nccl \
&& cd /tmp/efa-ofi-nccl \
&& git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \
&& cd aws-ofi-nccl \
&& ./autogen.sh \
&& ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \
--with-mpi=/opt/amazon/openmpi \
--with-cuda=/usr/local/cuda \
--with-nccl=$CONDA_PREFIX \
&& make \
&& make install \
&& rm -rf /tmp/efa-ofi-nccl

9. ビルドとインストールTorchVision。
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RUN pip install --no-cache-dir -U \
packaging \
mpi4py==3.0.3
RUN cd /tmp \
&& git clone https://github.com/pytorch/vision.git -b v0.9.1 \
&& cd vision \
&& BUILD_VERSION="0.9.1+cu111" python setup.py install \
&& cd /tmp \
&& rm -rf vision

10.OpenSSH をインストールして設定します。MPI がコンテナ間で通信するには OpenSSH が必要で
す。OpenSSH が確認メッセージを表示せずにコンテナと通信できるようにします。
RUN apt-get update \
&& apt-get install -y --allow-downgrades --allow-change-held-packages --no-installrecommends \
&& apt-get install -y --no-install-recommends openssh-client openssh-server \
&& mkdir -p /var/run/sshd \
&& cat /etc/ssh/ssh_config | grep -v StrictHostKeyChecking > /etc/ssh/ssh_config.new
\
&& echo "
StrictHostKeyChecking no" >> /etc/ssh/ssh_config.new \
&& mv /etc/ssh/ssh_config.new /etc/ssh/ssh_config \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Configure OpenSSH so that nodes can communicate with each other
RUN mkdir -p /var/run/sshd && \
sed 's@session\s*required\s*pam_loginuid.so@session optional pam_loginuid.so@g' -i /
etc/pam.d/sshd
RUN rm -rf /root/.ssh/ && \
mkdir -p /root/.ssh/ && \
ssh-keygen -q -t rsa -N '' -f /root/.ssh/id_rsa && \
cp /root/.ssh/id_rsa.pub /root/.ssh/authorized_keys \
&& printf "Host *\n StrictHostKeyChecking no\n" >> /root/.ssh/config

11.PT S3 プラグインをインストールして、Amazon S3 のデータセットに効率的にアクセスします。
RUN pip install --no-cache-dir -U ${PT_S3_WHL_GPU}
RUN mkdir -p /etc/pki/tls/certs && cp /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/pki/tls/
certs/ca-bundle.crt

12.をインストールするlibboostライブラリ。このパッケージは、の非同期 IO 機能をネットワーク化するた
めに必要です SageMaker データparallel ライブラリ。
WORKDIR /
RUN wget https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.73.0/boost_1_73_0.tar.gz/
download -O boost_1_73_0.tar.gz \
&& tar -xzf boost_1_73_0.tar.gz \
&& cd boost_1_73_0 \
&& ./bootstrap.sh \
&& ./b2 threading=multi --prefix=${CONDA_PREFIX} -j 64 cxxflags=-fPIC cflags=-fPIC
install || true \
&& cd .. \
&& rm -rf boost_1_73_0.tar.gz \
&& rm -rf boost_1_73_0 \
&& cd ${CONDA_PREFIX}/include/boost

13.次のをインストールします SageMaker の使用 PyTorch トレーニング。
WORKDIR /root
RUN pip install --no-cache-dir -U \
smclarify \
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"sagemaker>=2,<3" \
sagemaker-experiments==0.* \
sagemaker-pytorch-training

14.最後に、インストールします SageMaker データparallel バイナリと残りの依存関係
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
jq \
libhwloc-dev \
libnuma1 \
libnuma-dev \
libssl1.1 \
libtool \
hwloc \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}

15.Dockerfile の作成が完了したら、以下を参照してください。独自のトレーニングコンテナを適応させ
るDocker コンテナを構築し、Amazon ECR でホストし、 SageMaker SDK は。
次のコード例は、前述のコードブロックをすべて組み合わせた後の完全な Dockerfile を示しています。
# This file creates a docker image with minimum dependencies to run SageMaker data parallel
training
FROM nvidia/cuda:11.3.1-cudnn8-devel-ubuntu20.04
# Set appropiate versions and location for components
ARG PYTORCH_VERSION=1.10.2
ARG PYTHON_SHORT_VERSION=3.8
ARG EFA_VERSION=1.14.1
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/
${PYTORCH_VERSION}/cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38linux_x86_64.whl
ARG PT_S3_WHL_GPU=https://aws-s3-plugin.s3.us-west-2.amazonaws.com/binaries/0.0.1/1c3e69e/
awsio-0.0.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
ARG CONDA_PREFIX="/opt/conda"
ARG BRANCH_OFI=1.1.3-aws
# Set ENV variables required to build PyTorch
ENV TORCH_CUDA_ARCH_LIST="3.7 5.0 7.0+PTX 8.0"
ENV TORCH_NVCC_FLAGS="-Xfatbin -compress-all"
ENV NCCL_VERSION=2.10.3
# Add OpenMPI to the path.
ENV PATH /opt/amazon/openmpi/bin:$PATH
# Add Conda to path
ENV PATH $CONDA_PREFIX/bin:$PATH
# Set this enviroment variable for SageMaker to launch SMDDP correctly.
ENV SAGEMAKER_TRAINING_MODULE=sagemaker_pytorch_container.training:main
# Add enviroment variable for processes to be able to call fork()
ENV RDMAV_FORK_SAFE=1
# Indicate the container type
ENV DLC_CONTAINER_TYPE=training
# Add EFA and SMDDP to LD library path
ENV LD_LIBRARY_PATH="/opt/conda/lib/python${PYTHON_SHORT_VERSION}/site-packages/
smdistributed/dataparallel/lib:$LD_LIBRARY_PATH"

2365

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
データ並列トレーニング
ENV LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
# Install basic dependencies to download and build other dependencies
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
curl \
wget \
git \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Install EFA.
# This is required for SMDDP backend communication
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update
RUN mkdir /tmp/efa \
&& cd /tmp/efa \
&& curl --silent -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& cd aws-efa-installer \
&& ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \
&& rm -rf /tmp/efa
# Install Conda
RUN curl -fsSL -v -o ~/miniconda.sh -O https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3latest-Linux-x86_64.sh && \
chmod +x ~/miniconda.sh && \
~/miniconda.sh -b -p $CONDA_PREFIX && \
rm ~/miniconda.sh && \
$CONDA_PREFIX/bin/conda install -y python=${PYTHON_SHORT_VERSION} conda-build pyyaml
numpy ipython && \
$CONDA_PREFIX/bin/conda clean -ya
# Install PyTorch.
# Start with dependencies listed in official PyTorch dockerfile
# https://github.com/pytorch/pytorch/blob/master/Dockerfile
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive \
apt-get install -y --no-install-recommends \
build-essential \
ca-certificates \
ccache \
cmake \
git \
libjpeg-dev \
libpng-dev && \
rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Setup ccache
RUN /usr/sbin/update-ccache-symlinks
RUN mkdir /opt/ccache && ccache --set-config=cache_dir=/opt/ccache
# Common dependencies for PyTorch
RUN conda install astunparse numpy ninja pyyaml mkl mkl-include setuptools cmake cffi
typing_extensions future six requests dataclasses
# Linux specific dependency for PyTorch
RUN conda install -c pytorch magma-cuda113
# Clone PyTorch
RUN --mount=type=cache,target=/opt/ccache \
cd / \
&& git clone --recursive https://github.com/pytorch/pytorch -b v${PYTORCH_VERSION}
# Note that we need to use the same NCCL version for PyTorch and OFI plugin.
# To enforce that, install NCCL from source before building PT and OFI plugin.
# Install NCCL.
# Required for building OFI plugin (OFI requires NCCL's header files and library)
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RUN cd /pytorch/third_party/nccl \
&& rm -rf nccl \
&& git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \
&& cd nccl \
&& make -j64 src.build CUDA_HOME=/usr/local/cuda NVCC_GENCODE="gencode=arch=compute_70,code=sm_70 -gencode=arch=compute_80,code=sm_80" \
&& make pkg.txz.build \
&& tar -xvf build/pkg/txz/nccl_*.txz -C $CONDA_PREFIX --strip-components=1
# Build and install PyTorch.
RUN cd /pytorch \
&& CMAKE_PREFIX_PATH="$(dirname $(which conda))/../" \
python setup.py install \
&& rm -rf /pytorch
RUN ccache -C
# Build and install OFI plugin. \
# It is required to use libfabric.
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update \
&& apt-get install -y --no-install-recommends \
autoconf \
automake \
libtool
RUN mkdir /tmp/efa-ofi-nccl \
&& cd /tmp/efa-ofi-nccl \
&& git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \
&& cd aws-ofi-nccl \
&& ./autogen.sh \
&& ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \
--with-mpi=/opt/amazon/openmpi \
--with-cuda=/usr/local/cuda \
--with-nccl=$CONDA_PREFIX \
&& make \
&& make install \
&& rm -rf /tmp/efa-ofi-nccl
# Build and install Torchvision
RUN pip install --no-cache-dir -U \
packaging \
mpi4py==3.0.3
RUN cd /tmp \
&& git clone https://github.com/pytorch/vision.git -b v0.9.1 \
&& cd vision \
&& BUILD_VERSION="0.9.1+cu111" python setup.py install \
&& cd /tmp \
&& rm -rf vision
# Install OpenSSH.
# Required for MPI to communicate between containers, allow OpenSSH to talk to containers
without asking for confirmation
RUN apt-get update \
&& apt-get install -y --allow-downgrades --allow-change-held-packages --no-installrecommends \
&& apt-get install -y --no-install-recommends openssh-client openssh-server \
&& mkdir -p /var/run/sshd \
&& cat /etc/ssh/ssh_config | grep -v StrictHostKeyChecking > /etc/ssh/ssh_config.new \
&& echo "
StrictHostKeyChecking no" >> /etc/ssh/ssh_config.new \
&& mv /etc/ssh/ssh_config.new /etc/ssh/ssh_config \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Configure OpenSSH so that nodes can communicate with each other
RUN mkdir -p /var/run/sshd && \
sed 's@session\s*required\s*pam_loginuid.so@session optional pam_loginuid.so@g' -i /
etc/pam.d/sshd
RUN rm -rf /root/.ssh/ && \
mkdir -p /root/.ssh/ && \
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ssh-keygen -q -t rsa -N '' -f /root/.ssh/id_rsa && \
cp /root/.ssh/id_rsa.pub /root/.ssh/authorized_keys \
&& printf "Host *\n StrictHostKeyChecking no\n" >> /root/.ssh/config
# Install PT S3 plugin.
# Required to efficiently access datasets in Amazon S3
RUN pip install --no-cache-dir -U ${PT_S3_WHL_GPU}
RUN mkdir -p /etc/pki/tls/certs && cp /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/pki/tls/
certs/ca-bundle.crt
# Install libboost from source.
# This package is needed for smdataparallel functionality (for networking asynchronous IO).
WORKDIR /
RUN wget https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.73.0/boost_1_73_0.tar.gz/
download -O boost_1_73_0.tar.gz \
&& tar -xzf boost_1_73_0.tar.gz \
&& cd boost_1_73_0 \
&& ./bootstrap.sh \
&& ./b2 threading=multi --prefix=${CONDA_PREFIX} -j 64 cxxflags=-fPIC cflags=-fPIC
install || true \
&& cd .. \
&& rm -rf boost_1_73_0.tar.gz \
&& rm -rf boost_1_73_0 \
&& cd ${CONDA_PREFIX}/include/boost
# Install SageMaker PyTorch training.
WORKDIR /root
RUN pip install --no-cache-dir -U \
smclarify \
"sagemaker>=2,<3" \
sagemaker-experiments==0.* \
sagemaker-pytorch-training
# Install SageMaker data parallel binary (SMDDP)
# Start with dependencies
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
jq \
libhwloc-dev \
libnuma1 \
libnuma-dev \
libssl1.1 \
libtool \
hwloc \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Install SMDDP
RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}

Tip
トレーニング用のカスタム Docfile の作成に関する全般情報については、 SageMaker、を参照し
てください独自のトレーニングアルゴリズムを使用する。

Tip
カスタム Dockerfile を拡張して組み込みたい場合 SageMaker モデルparallel ライブラリ、を
参照してくださいで独自の Docker コンテナを作成する SageMaker 分散モデル並列ライブラ
リ (p. 2406)。

SageMaker 分散データ並列設定のヒントと落とし穴
SageMaker の分散データ並列ライブラリを使う前に、次のヒントと落とし穴を確認してください。このリ
ストには、すべてのフレームワークに通じるヒントが含まれています。
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トピック
•
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データの前処理 (p. 2369)
単一ノードと複数ノード (p. 2369)
デバッガーでスケーリング効率をデバッグする (p. 2369)
バッチサイズ (p. 2369)
カスタム MPI オプション (p. 2369)

• Amazon FSx を使って最適なストレージとスループット容量を設定する (p. 2370)

データの前処理
CPU を利用する外部ライブラリを使ってトレーニング中にデータを前処理すると、SageMaker 分散デー
タ並列は AllReduce オペレーションに CPU を使用するため、CPU のボトルネックが発生する可能性が
あります。前処理ステップを GPU を使うライブラリに移動するか、トレーニングの前にすべての前処理
を完了することで、トレーニング時間を短縮できる場合があります。

単一ノードと複数ノード
このライブラリは、複数のノードを使用して使うことをお勧めします。ライブラリは、シングルホスト、
マルチデバイスの設定 (例えば、複数の GPU を持つ 1 つの機械学習コンピューティングインスタンス) で
使用できますが、2 つ以上のノードを使う場合、ライブラリの AllReduce オペレーションにより、パ
フォーマンスが大幅に向上します。また、単一ホストでは、NVLink が既にノード内の AllReduce の効率
に影響しています。

デバッガーでスケーリング効率をデバッグする
Amazon SageMaker デバッガーを使って、トレーニング中に CPU と GPU の使用率およびその他の
関心のあるメトリクスをモニタリングおよび視覚化できます。デバッガーの組み込みルールを使用し
て、CPUBottleneck、LoadBalancing、LowGPUUtilization などのコンピューティング性能の問
題をモニタリングできます。これらのルールは、Amazon SageMaker Python SDK 推定器を定義するとき
に、デバッガー設定で指定できます。SageMaker でのトレーニングに AWS CLI と AWS Boto3 を使用す
る場合は、「Amazon SageMaker API を使ってデバッガーを設定する」に示すように、デバッガーを有効
にできます。
SageMaker トレーニングジョブでデバッガーを使用した例を見るには、SageMaker ノートブックサン
プル GitHub リポジトリにあるノートブックサンプルの 1 つを参照できます。デバッガーの詳細について
は、「Amazon SageMaker デバッガー」を参照してください。

バッチサイズ
分散トレーニングでは、ノードを追加するにつれて、バッチサイズも比例して増加します。トレーニング
ジョブにノードを追加し、グローバルバッチサイズを増やすなかで、収束速度を向上させるには、学習
レートを上げます。
これを達成する 1 つの方法は、トレーニングジョブの進行に応じて、学習レートを小さな値から大きな値
へと一定比率で上げていく、段階的学習レートウォームアップを使うことです。これにより、学習レート
の急激な上昇が回避でき、トレーニング開始時の正常な収束が可能になります。例えば、ミニバッチサイ
ズが k 倍されるたびに、学習レートも k 倍される線形スケーリングルールを使用できます。このテクニッ
クの詳細については、リサーチペーパーを参照してください。正確、大型ミニバッチ SGD: ImageNet を1
時間でトレーニングする、セクション 2 および 3

カスタム MPI オプション
SageMaker 分散データ並列ライブラリは、高性能クラスター内のノード間の通信を管理する一般的な標準
である Message Passing Interface (MPI) を採用し、GPU レベルの通信に NVIDIA の NCCL ライブラリを
使っています。TensorFlow または Pytorch Estimator でデータ並列ライブラリを使う場合、それぞれの
コンテナは MPI 環境を設定し、mpirun コマンドを実行して、クラスターノードでジョブを開始します。
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カスタム MPI オペレーションは、Estimator の custom_mpi_options パラメータを使って設定できま
す。このフィールドに渡された mpirun フラグは、どれも mpirun コマンドに追加され、トレーニングの
ために SageMaker によって実行されます。例えば次を使って、Estimator の distribution パラメー
タを以下のように定義すると、NCCL_DEBUG 変数を使って、プログラムの開始時に NCCL バージョンを出
力できます。
distribution = {'smdistributed':{'dataparallel':{'enabled': True, "custom_mpi_options": "verbose -x NCCL_DEBUG=VERSION"}}}

Amazon FSx を使って最適なストレージとスループット容量を設定する
分散データ並列処理を使って複数のノードでモデルをトレーニングする場合は、FSx for Lustre を使用する
ことを強くお勧めします。Amazon FSx は、より高速なスループットで共有ファイルストレージをサポー
トするスケーラブルで高性能のストレージサービスです。Amazon FSx ストレージを大規模に使うと、す
べてのコンピューティングノードでデータロード速度を向上させることができます。
通常、分散データ並列処理では、トレーニングの合計スループットが GPU の数に応じてほぼ直線的にス
ケールすると期待されます。ただし、最適ではない Amazon FSx ストレージを使うと、Amazon FSx ス
ループットが低いため、トレーニングのパフォーマンスが低下する可能性があります。
例えば、最小 1.2 TiB のストレージ容量を持つ Amazon FSx ファイルシステムの SCRATCH_2 デプロイタ
イプを使う場合、I/O スループット容量は 240 MB/秒です。Amazon FSx ストレージは、物理ストレージ
デバイスを割り当てできるように機能し、割り当てられるデバイスが多いほど、スループットが向上しま
す。SRATCH_2 タイプの最小ストレージ増分は 1.2 TiB で、対応するスループットゲインは 240 MB/秒で
す。
100 GB のデータセットを扱う 4 ノードクラスターでトレーニングするモデルがあると仮定します。この
クラスターに最適化された特定のバッチサイズで、モデルが約 30 秒で 1 つのエポックを完了できると仮
定します。この場合、必要な最小 I/O 速度は約 3 GB/秒 (100 GB/30 秒) です。これは明らかに、240 MB/
秒よりもはるかに高いスループット要件です。そのような限られた Amazon FSx の能力では、分散トレー
ニングジョブをより大きなクラスターにスケールすると、I/O のボトルネックの問題が悪化する可能性が
あります。モデルトレーニングのスループットは、キャッシュの蓄積につれて後の方のエポックでは向上
する可能性がありますが、Amazon FSx のスループットは依然としてボトルネックになる可能性がありま
す。
このような I/O のボトルネックの問題を軽減するには、Amazon FSx ストレージのサイズを大きくして、
スループット容量を高めてください。通常、最適な I/O スループットを見つけるには、I/O のボトルネッ
クの問題を解決するのに十分であることがわかるまで、さまざまな Amazon FSx スループット能力を試し
て、推定値と同等またはわずかに低いスループットを与えます。前述の例の場合、2.4 GB/秒のスループッ
トと 67 GB の RAM キャッシュを持つ Amazon FSx ストレージで十分です。ファイルシステムのスルー
プットが最適になった場合、モデルトレーニングのスループットは、即座に、あるいはキャッシュの蓄積
に応じて最初のエポックの後に、最大値に達するはずです。
Amazon FSx ストレージを増やす方法およびデプロイタイプの詳細については、Amazon FSx for Lustre ド
キュメントの次のページを参照してください。
• ストレージ容量を増やす方法
• ファイルシステムのパフォーマンスの集計

アマゾンSageMakerデータ並列ライブラリに関するよくある質問
次の項目を使用すると、に関するよくある質問とそれに対する回答を見つけることができま
す。SageMakerのデータ並列化ライブラリ。
Q: ライブラリを使用する場合、allreduce-管理される CPU インスタンスをサポートしていますか 異種
の CPU-GPU クラスターを作成する必要がありますか、またはSageMakerサービスライブラリを使うジョ
ブに追加の C5 を作成しますか。
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ライブラリは GPU インスタンスと一緒に使用できる CPU を使用します。追加の C5 または CPU イン
スタンスは起動されません。SageMakerトレーニングジョブは 8 ノードですml.p3dn.24xlargeクラス
タ、8 のみml.p3dn.24xlargeインスタンスが使用されます。追加のインスタンスはプロビジョンされま
せん。
Q: シングルで5日かかってるトレーニングの仕事があるml.p3.24xlargeハイパーパラメータ H1 (学
習レート、バッチサイズ、オプティマイザなど) のセットを持つインスタンス。を使用していますか
SageMakerのデータ並列化ライブラリと、おおよそ 5 時間のスピードアップを達成するのに十分な 5 倍大
きいクラスターですか？ それとも、ライブラリをアクティブ化した後に、トレーニングハイパーパラメー
タを再検討する必要がありますか。
ライブラリは、全体的なバッチサイズを変更します。新しい全体的なバッチサイズは、使用されるトレー
ニングインスタンスの数に応じて直線的にスケールされます。その結果、収束を確実にするために、学習
レートなどのハイパーパラメータを変更する必要があります。
Q: ライブラリはスポットをサポートしていますか。
はい。マネージドスポットトレーニングを利用できます。チェックポイントファイルへのパス
は、SageMakerトレーニングジョブ。の最後のステップで説明したように、トレーニングスクリプトの中
でチェックポイントの保存と復元を行います。the section called “TensorFlow” (p. 2350)そしてthe section
called “PyTorch” (p. 2352)。
Q: このライブラリは、シングルホスト、マルチデバイスの設定に関連していますか。
このライブラリはシングルホストマルチデバイストレーニングで使用できますが、このライブラリではマ
ルチホストトレーニングでのみパフォーマンスが向上します。
Q: ライブラリを一緒に使用できますかPyTorch稲妻？
いいえ。 ただし、ライブラリのDDPを使えばPyTorchでは、カスタム DDP を記述して機能を実現できま
す。
Q: トレーニングデータセットはどこに保存すべきですか。
トレーニングデータセットは、Amazon S3 バケットまたは Amazon FSx ドライブに保存できます。これ
を参照してください。トレーニングジョブでサポートされているさまざまな入力ファイルシステムに関す
るドキュメント。
Q: ライブラリを使う場合、FSx for Lustreにトレーニングデータを用意することが必須ですか。Amazon
EFS と Amazon S3 は使えますか。
レイテンシーが低く、スループットが高いため、一般的に Amazon FSx を使用することをお勧めします。
必要に応じて、Amazon EFS または Amazon S3 を使用できます。
Q: ライブラリは CPU ノードで使用できますか。
いいえ。現時点で、ライブラリは ml.p3.16xlarge、ml.p3dn.24xlarge、ml.p4d.24xlarge のイン
スタンスをサポートしています。
Q: 現在、このライブラリが起動時にサポートしているフレームワークとフレームワークのバージョンは何
ですか。
このライブラリは、現在PyTorchv1.6.0 以降およびTensorFlowv2.3.0 以降。サポートされていません
TensorFlow1.x。AWS Deep Learning Containers にパッケージされているライブラリのバージョンについ
ては、「Deep Learning Containers のリリースノート」を参照してください。
Q: ライブラリは AMP をサポートしていますか。
はい、SageMakerの分散データ並列処理ライブラリは、自動混合精度 (AMP) をサポートしていま
す。AMP を使用するには、トレーニングスクリプトにフレームワークレベルの変更を加える以外、特別な
アクションは必要ありません。グラデーションがFP16にある場合は、SageMakerデータ並列化ライブラ
リは、AllReduceFP16での運用。トレーニングスクリプトへの AMP API の実装に関する詳細は、次のリ
ソースを参照してください。
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•
•
•
•
•

フレームワーク-PyTorchのNVIDIA ディープラーニングパフォーマンスに関するドキュメント
フレームワーク-TensorFlowのNVIDIA ディープラーニングパフォーマンスに関するドキュメント
深層学習の自動混合精度 (NVIDIA デベロッパードキュメント)
ネイティブの導入PyTorch自動混合精度のため、NVIDIA GPU での高速トレーニングのPyTorchブログ
TensorFlow混合精度のAPIのTensorFlowドキュメンテーション

Q: 自分の分散トレーニングジョブが I/O ボトルネックが原因で速度低下しているかどうかを確認するには
どうすればよいですか。
クラスターが大きくなると、トレーニングジョブにはより多くの I/O スループットが必要になるため、ト
レーニングスループットが最大パフォーマンスに達するまでに時間がかかる (エポック数が増える) 可能性
があります。これは、I/O がボトルネックになっていて、ノードのスケールアップに従いキャッシュの蓄積
が難しくなることを示しています (スループット要件がより高くなり、ネットワークトポロジがより複雑
になります)。での Amazon FSx スループットのモニタリングの詳細については、CloudWatch「」を参照
してください。FSx for Lustre モニタリングのFSx for Lustreユーザーガイド。
Q: データ並列処理で分散トレーニングジョブを実行している場合、I/O ボトルネックを解決するにはどう
すればよいですか。
Amazon S3 を使っている場合、データチャネルとして Amazon FSx を使うことを強くお勧めします。既
に Amazon FSx を使っているにもかかわらず I/O ボトルネックの問題がある場合は、Amazon FSx ファイ
ルシステムを低い I/O スループットと小さなストレージ容量で設定している可能性があります。I/O スルー
プット容量の適切なサイズを見積もり、選択する方法の詳細については、「Amazon FSx を使って最適な
ストレージとスループット容量を設定する (p. 2370)」を参照してください。
Q: (ライブラリ v1.4.0 以降の場合) どう解決しますかInvalid backendプロセスグループの初期化中にエ
ラーが発生しました。
エラーメッセージが表示された場合は、ValueError: Invalid backend: 'smddp'電
話をかけるときinit_process_groupのとき、これはライブラリ v1.4.0 以降の速やかな
変更によるものである。インポートする必要がありますPyTorchライブラリのクライアン
ト、smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddpが登録する。smddpのバックエンドとし
てPyTorch。詳細については、「を使用する SageMaker のバックエンドとしての分散データ並列ライブラ
リtorch.distributed (p. 2352)」を参照してください。
Q: （ライブラリv1.4.0以降の場合）の集合プリミティブを呼びたいと思いますtorch.distributインターフェ
イスからリクエスト. どのプリミティブが行うのですかsmddpバックエンドサポート
v1.4.0 では、このライブラリはall_reduce,broadcast,reduce,all_gather, およびbarrier。
Q: (ライブラリ v1.4.0 以降の場合) この新しいAPIは、Apex DDP のような他のカスタム DDP クラスまた
はライブラリで動作しますか？
-SageMakerデータ並列ライブラリは、他のサードパーティ分散データ並列ライブラリおよびフレームワー
ク実装を使用して、torch.distribtuedモジュール。の使用SageMakerカスタム DDP クラスを使用し
たデータ並列ライブラリは、カスタム DDP クラスで使用されるコレクションがライブラリでサポートさ
れている限り機能します。サポートされているコレクションのリストについては、前の質問を参照してく
ださい。これらのユースケースがあり、さらにサポートが必要な場合は、SageMakerチームのAWSサポー
トセンターまたはAWSAmazon 開発者フォーラムSageMaker。
Q: ライブラリはbring-your-own-container (BYOC) オプション もしそうなら、カスタム Dockerfile を作成
してライブラリをインストールして分散トレーニングジョブを実行する方法を教えてください。
統合する場合は、SageMakerデータ並列ライブラリと独自の Docker コンテナ内の最小の依存関
係、BYOC が適切なアプローチです。ライブラリのバイナリファイルを使用して、独自のコンテナを
構築できます。推奨されるプロセスは、ライブラリとその依存関係を含むカスタム Dockerfile を作成
し、Docker コンテナを構築し、Amazon ECR でホストし、ECR イメージ URI を使用してトレーニング
ジョブを起動することです。SageMaker汎用推定器クラス。分散トレーニング用のカスタム Dockerfile を
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準備する方法については、を参照してください。SageMakerとSageMakerデータ並列ライブラリ。で独自
の Docker コンテナを作成する SageMaker 分散データ並列ライブラリ (p. 2360)。

データ並列のトラブルシューティング
ライブラリを使用するときにトレーニングジョブの実行に問題がある場合は、次のリストを使用してトラ
ブルシュートを試みてください。さらにサポートが必要な場合は、SageMakerチームスルーAWSサポート
センターまたはAWSAmazon Amazon の開発者フォーラムSageMaker。
トピック
• を使用するSageMakerAmazon との分散データ並列SageMakerデバッガーとチェックポイン
ト (p. 2373)
• モデルパラメータキーに予期しないプレフィックスが添付される (p. 2374)
• SageMaker分散トレーニングJob が初期化中に停止する (p. 2374)
• SageMaker分散トレーニングJob がトレーニング終了時に停止する (p. 2375)
• Amazon FSx スループットボトルネックによるスケーリング効率の低下を観察する (p. 2375)
• SageMaker分散トレーニングJobPyTorch非推奨警告を返す (p. 2375)

を使用するSageMakerAmazon との分散データ並列SageMakerデバッガーと
チェックポイント
システムボトルネックのモニタリング、フレームワークオペレーションのプロファイリング、モデル出力
テンソルのデバッグには、を使用したトレーニングジョブに関わっています。SageMaker分散データ並
列、Amazon を使うSageMakerデバッガー。
ただし、SageMakerデバッガー、SageMaker分散データ並列、およびSageMakerチェックポイントの場合
は、次の例のようになります。
SMDebug Does Not Currently Support Distributed Training Jobs With Checkpointing Enabled

これは、を有効にした場合に発生する、デバッガーとチェックポイントの間の内部エラーが原因で
す。SageMaker分散データ並列。
• 3 つの機能すべてを有効にした場合、SageMakerPython SDK は渡すことでデバッガを自動的に
オフにしますdebugger_hook_config=Falseである。これは、次のフレームワークと同等で
すestimator例から始めることができます。
bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"
# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name, checkpoint_in_bucket)
estimator = TensorFlow(
...

)

distribution={"smdistributed": {"dataparallel": { "enabled": True }}},
checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket,
checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints",
debugger_hook_config=False

• 両方を使い続けたいならSageMaker分散データ並列とSageMakerデバッガ、回避策として、トレーニン
グスクリプトにチェックポイント関数を指定するのではなく、手動でチェックポイント関数を追加する
ことです。checkpoint_s3_uriそしてcheckpoint_local_path推定器のパラメーター。トレーニ
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ングスクリプトにチェックポイントを手動で設定する方法の詳細については、「チェックポイントを保
存する (p. 2437)」を参照してください。

モデルパラメータキーに予期しないプレフィックスが添付される
を使用する場合PyTorch分散トレーニングジョブ、予期しないプレフィックス (modelたとえば) を添付し
ている可能性がありますstate_dictキー (モデルパラメータ)。-SageMakerデータ並列ライブラリは、モ
デルパラメータ名を直接変更したり先頭に追加したりすることはありません。PyTorchトレーニングジョ
ブでは、モデルのアーティファクトが保存されます。-PyTorchの分散トレーニングでは、state_dictプ
レフィックスの前にプレフィックスを付加して、ネットワークを通過します。使用中に、パラメータ名
が異なるためにモデル障害の問題が発生した場合SageMakerデータ並列ライブラリとチェックポイント
PyTorchトレーニングの場合は、次のサンプルコードを適応させて、トレーニングスクリプトでチェック
ポイントをロードするステップでプレフィックスを削除します。
state_dict = {k.partition('model.')[2]:state_dict[k] for k in state_dict.keys()}

これは、各 state_dict キーを文字列値として受け取り、最初に 'model.' が現れた時点で文字列を分
割し、分割された文字列の 3 番目のリスト項目 (インデックス 2) を取り出します。
プレフィックスの問題の詳細については、次のディスカッションスレッドを参照してください。Multi-GPU
でトレーニングした場合、保存されたモデルのパラメータ名に接頭辞を付けますかのPyTorchディスカッ
ションフォーラム。
の詳細については、「」を参照してください。PyTorchモデルの保存とロードのメソッドについては、を
参照してください。デバイス間でのモデルの保存と読み込みのPyTorchドキュメンテーション。

SageMaker分散トレーニングJob が初期化中に停止する
もしあなたがSageMakerEFA 対応インスタンスを使用すると、分散データパラレルトレーニングジョブ
が初期化中に停止する (ml.p3dn.24xlargeそしてml.p4d.24xlarge) の場合、トレーニングジョブに
使用される VPC サブネットのセキュリティグループの設定ミスが原因である可能性があります。EFA で
は、ノード間のトラフィックを有効にするために、適切なセキュリティグループ設定が必要です。

セキュリティグループのインバウンドルールとアウトバウンドルールを設定するには
1. AWS Management Console にサインインして、Amazon VPC コンソール (https://
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで [Security Groups] (セキュリティグループ) を選択します。
3. トレーニングに使う VPC サブネットに紐付けられているセキュリティグループを選択します。
4. [Details] (詳細) セクションで、[Security group ID] (セキュリティグループ ID) をコピーします。
5. [インバウンドルール] タブで、[インバウンドルールの編集] を選択します。
6. [インバウンドルールの編集] ページで、次の操作を行います。
a. [Add rule] を選択します。
b. [Type] で、[All traffic] を選択します。
c. [Source] (ソース) で、[Custom] (カスタム) を選択し、セキュリティグループ ID を検索ボックスに貼
り付けて、ポップアップ表示されるセキュリティグループを選択します。
7. [Save rules] (ルールの保存) を選択して、セキュリティグループのインバウンドルールの設定を完了し
ます。
8. [Outbound rules] (アウトバウンドルール) タブで [Edit outbound rules] (アウトバウンドルールの編集) を
選択します。
9. ステップ 6 と 7 を繰り返して、アウトバウンドルールと同じルールを追加します。
インバウンドとアウトバウンドのルールでセキュリティグループを設定する上記ステップが完了したら、
トレーニングジョブを再実行し、停止の問題が解決したかどうかを確認します。
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VPC および EFA のためのセキュリティグループの設定の詳細については、「VPC のセキュリティグルー
プ」と「Elastic Fabric Adapter」を参照してください。

SageMaker分散トレーニングJob がトレーニング終了時に停止する
トレーニング終了時の停止問題の根本原因の 1 つは、異なるランク間での、エポックごとに処理される
バッチ数の不一致です。すべてのワーカー (GPU) はバックワードパスの中でローカル勾配を同期させ、
バッチ反復の終了時点ですべてのワーカーがモデルの同じコピーを持つようにします。トレーニングの
最終エポック中に、異なるワーカーグループにバッチサイズが不均等に割り当てられると、トレーニング
ジョブが停止します。例えば、あるワーカーグループ (グループ A) がすべてのバッチ処理を終了し、ト
レーニングループを出る間、別のワーカーグループ (グループ B) が別のバッチ処理を開始し、グループ A
からの勾配を同期させる通信を期待している場合です。これにより、グループ B はグループ A を待機しま
すが、グループ A は既にトレーニングを完了しており、同期させる勾配がありません。
したがって、トレーニングデータセットを設定するときは、各ワーカーがトレーニング中に同じ数のバッ
チを処理するように、各ワーカーが同じ数のデータサンプルを取得することが重要です。この停止問題を
回避するために、各ランクが同じ数のバッチを取得するようにしてください。

Amazon FSx スループットボトルネックによるスケーリング効率の低下を観察す
る
スケーリング効率の低下が考えられる原因の 1 つは、FSx のスループット制限です。大規模なトレーニ
ングクラスタに切り替えたときにスケーリング効率が急激に低下する場合は、スループット制限の大き
いLustreファイルシステムに対してより大きなFSxを使用してみてください。詳細については、「」を参
照してください。ファイルシステムのパフォーマンスの集計そしてストレージとスループット容量の管
理のAmazon FSx for Lustreユーザーガイド。

SageMaker分散トレーニングJobPyTorch非推奨警告を返す
v1.4.0以降、SageMaker分散データ並列化ライブラリは、のバックエンドとして機能しますPyTorch分散し
た。ライブラリをで使うことの急激な変化のためにPyTorchの場合は、「」という警告メッセージが表示
されることがあります。smdistributedの APIPyTorch分散パッケージは非推奨です。警告メッセージは
次の例のようになります。
smdistributed.dataparallel.torch.dist is deprecated in the SageMaker distributed data
parallel library v1.4.0+.
Please use torch.distributed and specify 'smddp' as a backend when initializing process
group as follows:
torch.distributed.init_process_group(backend='smddp')
For more information, see the library's API documentation at
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/data-parallel-modify-sdp-pt.html

v1.4.0 以降では、ライブラリをトレーニングスクリプトの最上部に 1 回インポートし、PyTorch分散初期
化。一行のバックエンド仕様で、PyTorchトレーニングスクリプトは変更されず、直接使用するPyTorch分
散モジュール。「」を参照してください。の変更 PyTorch トレーニングスクリプト (p. 2352)壊れている
変更と、ライブラリを使用する新しい方法について学ぶためにPyTorch。

SageMakerの分散モデル並列
使用アイテムAmazon SageMakerの分散モデルparallel ライブラリは、GPU メモリの制限によりトレーニ
ングが困難な大規模な深層学習モデル (DL) モデルをトレーニングします。このライブラリは、モデルを複
数の GPU とインスタンス間に自動的かつ効率的に分割します。このライブラリを使用すると、数十億ま
たは数兆のパラメーターを使用して大規模なDLモデルを効率的にトレーニングすることで、目標予測の精
度をより早く達成できます。
このライブラリでは、自動的に独自のパーティション分割を行うことができます TensorFlow そして
PyTorch 最小限のコード変更で、複数の GPU と複数のノードにわたってモデルを作成します。ライブラ
リの API には、 SageMaker SDK
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以降のセクションでは、モデル並列処理と SageMaker モデルparallel ライブラリ。このライブラリの API
ドキュメントは次の場所にあります。分散トレーニング API()SageMaker SDK のドキュメント。
ライブラリの最新の更新を追跡するには、SageMaker 分散モデル並列リリースノート()SageMaker SDK
のドキュメント。
トピック
• モデル並列処理の概要 (p. 2376)
• サポートされているフレームワークとAWS リージョン (p. 2383)
• SageMaker モデル並列ライブラリのコア機能 (p. 2385)
• を実行します SageMaker モデル並列処理による分散型トレーニングJob (p. 2389)
• の拡張機能 SageMakerのモデル並列ライブラリ PyTorch (p. 2408)
• SageMaker 分散モデル並列ベストプラクティス (p. 2431)
• SageMaker 分散モデル並列構成のヒントと落とし穴 (p. 2434)
• モデル並列のトラブルシューティング (p. 2437)

モデル並列処理の概要
モデルの並列性は、深層学習モデルが複数のデバイス間、インスタンス内またはインスタンス間で分割さ
れる分散トレーニング手法です。この概要ページでは、モデルの並列性に関する概要と、通常非常に大き
なサイズのDLモデルをトレーニングする際に発生する問題を克服するためにどのように役立つかについて
説明し、 SageMaker モデルparallel ライブラリは、モデルのparallel 戦略とメモリ消費の管理を支援しま
す。

モデル並列処理とは
ディープラーニングモデル (レイヤーとパラメータ) のサイズを大きくすると、コンピュータビジョンや自
然言語処理などの複雑なタスクの精度が向上します。ただし、1 つの GPU のメモリに収めることができる
最大モデルサイズには制限があります。DLモデルをトレーニングする場合、GPU メモリの制限は次の点
でボトルネックになる可能性があります。
• モデルのメモリフットプリントはパラメータの数に比例してスケールされるため、トレーニングできる
モデルのサイズが制限されます。
• これにより、トレーニング中に GPU ごとのバッチサイズが制限され、GPU の使用率とトレーニングの
効率が低下します。
1 つの GPU でのモデルのトレーニングに関連する制限を克服するために、 SageMaker は、複数のコン
ピュートノードで DL モデルを効率的に配布およびトレーニングするのに役立つモデルparallel ライブラリ
を提供します。さらに、ライブラリを使用すると、EFA対応デバイスを使用して、最も最適化された分散
トレーニングを実現できます。これにより、低レイテンシ、高スループット、およびOSバイパスでノード
間通信のパフォーマンスが向上します。

モデルの並列処理を使用する前のメモリ要件の見積もり
を使用する前に SageMaker モデルparallel ライブラリでは、大規模な DL モデルのトレーニングのメモリ
要件を理解するために、次の点を考慮してください。
AMP（FP16）と Adam オプティマイザを使用するトレーニングジョブの場合、パラメータごとに必要な
GPU メモリは約 20 バイトです。これを次のように分解できます。
• FP16 パラメーター ~ 2 バイト
• FP16 グラデーション ~ 2 バイト
• Adam オプティマイザに基づく FP32 オプティマイザの状態 ～ 8 バイト
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• パラメーター 4 バイトの FP32 コピー（optimizer apply(OA) 運転)
• グラデーション ~ 4 バイトの FP32 コピー (OA 操作に必要)
100億個のパラメータを持つ比較的小型のDLモデルであっても、少なくとも200GBのメモリが必要になる
ことがある。これは、通常のGPUメモリよりもはるかに大きい（例えば、40GB/80GBのメモリを搭載した
NVIDIA A100、16/32 GBのV100など）を単一のGPUで使用できる。モデルおよびオプティマイザの状態
のメモリ要件に加えて、フォワードパスで生成されたアクティベーションなどの他のメモリコンシューマ
が存在することに注意してください。必要なメモリは 200 GB より大きくなる可能性があります。
分散トレーニングの場合は、NVIDIA A100 または V100 テンソルコア GPU を持つ Amazon EC2 P3 およ
び P4 インスタンスを使用することをお勧めします。CPU コア、RAM、接続ストレージボリューム、ネッ
トワーク帯域幅などの仕様の詳細については、高速コンピューティング「」セクションAmazon EC2 イン
スタンスタイプページで.
高速コンピューティングインスタンスであっても、MegaTron-LM や T5 など約100億のパラメータを持つ
モデルや、GPT-3など数百億のパラメータを持つ大規模なモデルでは、各GPUデバイスにモデルレプリカ
を収めることはできないことは明らかです。

ライブラリがモデルの並列性とメモリ節約技術を採用する方法
ライブラリは、パイプラインの並列性とテンソル並列性の2種類のモデル並列性機能と、オプティマイザ状
態シャーディング、起動チェックポイント、アクティベーションオフロードなどのメモリ節約機能で構成
されています。これらすべてのテクニックを組み合わせて、数百億のパラメータで構成されるGPT-2など
の大型モデルを効率的にトレーニングできます。
トピック
• パイプラインの並列処理 (p. 2377)
• テンソル並列性 (PyTorch で使用可能) (p. 2379)
• オプティマイザステートシャーディング (PyTorch で使用可能) (p. 2381)
• アクティベーションのオフロードとチェックポイント (PyTorch で利用可能) (p. 2383)
• モデルに適したテクニックを選択する (p. 2383)

パイプラインの並列処理
パイプラインの並列処理では、一連のデバイス間でレイヤーまたはオペレーションのセット
が分割され、各操作はそのまま残されます。モデルパーティション () の数に値を指定する
と、pipeline_parallel_degree)、GPU の総数 (processes_per_host) は、モデルパーティショ
ン数で割り切れなければなりません。これを適切に設定するには、正しい値を指定する必要がありま
す。pipeline_parallel_degreeそしてprocesses_per_hostパラメータ。簡単な算術は次のとおり
です。
(pipeline_parallel_degree) x (data_parallel_degree) = processes_per_host

ライブラリは、モデルレプリカ (別名) の数の計算を処理します。data_parallel_degree) 指定した 2
つの入力パラメータが与えられます。
たとえば、"pipeline_parallel_degree": 2そして"processes_per_host": 8たとえば 8 つの
GPU ワーカーで ML インスタンスを使用するにはml.p3.16xlargeでは、ライブラリは GPU 全体に分散
モデルと 4 方向データの並列処理を自動的に設定します。次の図は、4 つのデータ並列性と双方向のパイ
プラインの並列性を実現する 8 つの GPU にモデルがどのように分散されるかを示しています。各モデル
レプリカ。ここでは、パイプラインparallel グループとラベルを付けてPP_GROUPは、2 つの GPU にまた
がって分割されます。モデルの各パーティションは 4 つの GPU に割り当てられ、4 つのパーティション
レプリカがデータparallel グループとラベル付けされていますDP_GROUP。テンソル並列性がなければ、パ
イプラインparallel 群は本質的にモデルparallel 群である。
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パイプラインの並列化について詳しく調べるには、を参照してください。SageMaker モデル並列ライブラ
リのコア機能 (p. 2385)。
パイプラインの並列処理を使用してモデルの実行を開始するには、を参照してください。を実行
SageMaker での分散トレーニングJob SageMaker モデル並列ライブラリ。

テンソル並列性 (PyTorch で使用可能)
テンソル並列性は個々のレイヤーを分割する、またはnn.Modulesは、複数のデバイス間でparallel に実
行されます。次の図は、ライブラリがモデルを4つの層で分割して双方向テンソル並列性を達成する方法
の最も簡単な例を示しています ("tensor_parallel_degree": 2). 各モデルレプリカのレイヤーは二
分され、2 つの GPU に分散されます。この例では、モデルのparallel コンフィギュレーションには次の
ものも含まれます。"pipeline_parallel_degree": 1そして"ddp": True(を使用します PyTorch
DistributedDataParallel パッケージをバックグラウンドで使用する）ので、データの並列性の度合いは 8 に
なります。ライブラリは、テンソル分散モデルレプリカ間の通信を管理します。
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この機能の有用性は、テンソル並列性を適用するために特定のレイヤーまたはレイヤーのサブセットを
選択できるという事実にあります。PyTorch のテンソル並列処理やその他のメモリ節約機能について深く
掘り下げ、パイプラインとテンソルの並列性の組み合わせを設定する方法については、を参照してくださ
い。の拡張機能 SageMakerのモデル並列ライブラリ PyTorch (p. 2408)。
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オプティマイザステートシャーディング (PyTorch で使用可能)
ライブラリがオプティマイザ状態シャーディングをどのように実行するかを理解するには、4 つのレイ
ヤーを持つ単純なサンプルモデルについて考えます。ステートシャーディングを最適化する上で重要なア
イデアは、すべての GPU でオプティマイザの状態を複製する必要がないことです。代わりに、オプティ
マイザ状態の単一のレプリカがデータパラレルランク間でシャーディングされ、デバイス間の冗長性がな
くなります。たとえば、GPU 0 はレイヤー 1 のオプティマイザ状態を保持し、次の GPU 1 は L2 のオプ
ティマイザ状態を保持します。次の図は、オプティマイザステートシャーディング手法を使用した逆伝播
を示しています。後方伝播の最後には、計算時間とネットワーク時間があります。optimizer applyオ
プティマイザの状態を更新する (OA) 操作とall-gather(AG) 操作で、次の反復のモデルパラメータを更
新します。最も重要なのは、reduce演算は GPU 0 での計算とオーバーラップする可能性があり、メモリ
効率が向上し、後方伝播が高速になります。現在の実装では、AGとOA操作は重複しませんcompute。AG
操作中に計算が拡張される可能性があるため、トレードオフが発生する可能性があります。
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この機能を使用する方法の詳細については、「」を参照してください。オプティマイザステートシャー
ディング。

アクティベーションのオフロードとチェックポイント (PyTorch で利用可能)
GPU メモリを節約するために、ライブラリはアクティベーションチェックポイントをサポートし、フォ
ワードパス中にユーザーが指定したモジュールの GPU メモリに内部アクティベーションを保存しないよ
うにします。ライブラリは、後方パス中にこれらのアクティベーションを再計算します。さらに、アク
ティベーションオフロード機能は、保存されたアクティベーションを CPU メモリにオフロードし、バッ
クワードパス中に GPU にフェッチして、アクティベーションメモリのフットプリントをさらに削減しま
す。これらの機能の使用方法の詳細については、「」を参照してください。アクティベーションチェック
ポイントそしてアクティベーションオフロード。

モデルに適したテクニックを選択する
適切なテクニックと構成の選択の詳細については、「」を参照してください。SageMaker 分散モデル並列
ベストプラクティスそして設定のヒントと落とし穴。

サポートされているフレームワークとAWS リージョン
を使用する前に SageMaker parallel ライブラリをモデル化し、サポートされているフレームワークとイ
ンスタンスタイプを確認し、十分なクォータがあるかどうかを判断してくださいAWSアカウントとAWS
リージョン。

サポートされるフレームワーク
- SageMaker Model parallel Library は、次の深層学習フレームワークをサポートしています。AWSDeep
Learning Containers (DLC) またはバイナリファイルとしてダウンロードできます。

PyTorch サポートされるバージョン SageMaker そして SageMaker 分散モデルparallel ライブラ
リ
PyTorch 版

SageMaker 分散モデル
parallel ライブラリバー
ジョン

v1.12.0*

https://sagemakersmdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
distributed-modelmodelparallel==v1.11.0
pytorchparallel.s3.ustraining:1.12.0west-2.amazonaws.com/
gpu-py38-cu113pytorch-1.12.0/buildubuntu20.04artifacts/2022-08-12-16-58/
sagemaker
smdistributed_modelparallel-1.11.0cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.11.0*

https://sagemakersmdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
distributed-modelmodelparallel==v1.10.0
pytorchparallel.s3.ustraining:1.11.0west-2.amazonaws.com/
gpu-py38-cu113pytorch-1.11.0/buildubuntu20.04artifacts/2022-07-11-19-23/
sagemaker
smdistributed_modelparallel-1.10.0cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.10.2*

smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
modelparallel==v1.7.0
pytorch-
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PyTorch 版

SageMaker 分散モデル
parallel ライブラリバー
ジョン

smdistributedmodelparallel統合
DLC イメージ URI

バイナリファイルの
URL **

training:1.10.2gpu-py38-cu113ubuntu20.04sagemaker
v1.10.0

smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
modelparallel==v1.5.0
pytorchtraining:1.10.0gpu-py38-cu113ubuntu20.04sagemaker

v1.9.1

smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
modelparallel==v1.4.0
pytorchtraining:1.9.1gpu-py38-cu111ubuntu20.04

v1.8.1*

smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
modelparallel==v1.6.0
pytorchtraining:1.8.1gpu-py36-cu111ubuntu18.04

* SageMaker v1.6.0 以降の分散モデルparallel ライブラリには、 PyTorch。詳細については、「の拡張機能
SageMakerのモデル並列ライブラリ PyTorch (p. 2408)」を参照してください。
** バイナリファイルの URL はインストール用です SageMaker カスタムコンテナ内の分散モデル並列
処理ライブラリ。詳細については、「the section called “ライブラリで独自の Docker コンテナを作成す
る” (p. 2406)」を参照してください。

TensorFlow サポートされるバージョン SageMaker そして SageMaker 分散モデルparallel ライブ
ラリ
TensorFlow 版

SageMaker 分散モデルparallel ラ smdistributedイブラリバージョン
modelparallel統合DLC イ
メージ URI

v2.6.0

smdistributedmodelparallel==v1.4.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazon
tensorflowtraining:2.6.0-gpu-py38cu112-ubuntu20.04

v2.5.1

smdistributedmodelparallel==v1.4.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazon
tensorflowtraining:2.5.1-gpu-py37cu112-ubuntu18.04

Hugging Face Transformer のサポートされているバージョン SageMaker そして SageMaker分散データ
parallel ライブラリ
-AWS顔を抱き締めるためのDeep Learning Containers は SageMaker 用トレーニングコンテナ PyTorch そ
して TensorFlow ベースイメージとして。Hugging Face Transformersライブラリのバージョンとペアリン
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グされているものを調べるには PyTorch そして TensorFlow バージョン、最新を見るHugging Faceそし
て以前のハグフェイスコンテナのバージョン。

Note
ライブラリの最新のアップデートとリリース履歴を確認するには、SageMaker 分散モデル並列リ
リースノート()SageMakerPython SDK のドキュメント。

AWS リージョン
- SageMaker データparallel ライブラリはすべてで利用できますAWS リージョン各パラメータは次のとお
りです。AWSDeep Learning Containers SageMaker稼働中です。詳細については、次を参照してくださ
い。利用可能なDeep Learning Containers メージ。

SageMaker モデル並列ライブラリのコア機能
Amazon SageMaker のモデル並列ライブラリは、自動化されたモデル分割と高度なパイプライン実行スケ
ジューリングを提供することで、モデルの並列処理をよりアクセスしやすくします。モデル分割アルゴリ
ズムは、速度やメモリ消費に対して最適化できます。また、ライブラリは手動でのパーティショニングも
サポートしています。ライブラリを使うと、GPU 使用率を最大化するように、トレーニングはすべてのマ
イクロバッチにわたってパイプライン方式で実行されます。
これらの機能は、トレーニングスクリプトを作成し、SageMaker を定義するときに、数行のコードを使用
して設定できます。PyTorchまたはTensorFlow推定器。以降のセクションでは、ライブラリのこれらの
コア機能についてさらに学習します。

Note
SageMaker 分散トレーニングライブラリは、SageMaker トレーニングプラットフォーム内の
TensorFlow、PyTorch、HuggingFace フレームワーク用の AWS 深層学習コンテナからのみ利用
可能です。ライブラリを使うには、SageMaker Python SDK を使うか、SDK for Python (boto3)
または AWS Command Line Interface から SageMaker API を使う必要があります。このドキュメ
ントの説明と例では、SageMaker Python SDK を使った分散トレーニングライブラリの使用方法
に焦点を当てています。

自動モデル分割
SageMaker のモデル並列ライブラリを使うと、自動モデル分割 (自動モデルパーティショニングとも呼
ばれる) を活用できます。このライブラリは、メモリのバランスを取り、デバイス間の通信を最小限に抑
え、パフォーマンスを最適化するパーティショニングアルゴリズムを使用します。自動パーティショニン
グアルゴリズムを設定して、速度やメモリを最適化できます。
また、手動でモデルを分割することもできます。モデルアーキテクチャに精通していて、モデルを効率的
に分割する方法について十分に理解している場合を除き、自動モデル分割をお勧めします。

仕組み
自動パーティショニングは、最初のトレーニングステップで、smp.step で修飾された関数が最初に呼び
出されたときに行われます。この呼び出し中、ライブラリは最初に CPU RAM 上にモデルのバージョンを
構築し (GPU メモリの制限を回避するため)、次にモデルグラフを分析してパーティショニングを決定しま
す。この決定に基づいて、各モデルパーティションが GPU にロードされた後、最初のステップが実行さ
れます。これらの分析とパーティショニングのステップのため、最初のトレーニングステップには時間が
かかる場合があります。
どのフレームワークでも、ライブラリは、AWS インフラストラクチャ用に最適化された独自のバックエン
ドを介してデバイス間の通信を管理します。
自動パーティション設計はフレームワークの特性に適応し、ライブラリは各フレームワークでより自然な
粒度レベルでパーティショニングを行います。例えば、TensorFlow では、それぞれ固有のオペレーショ
ンを異なるデバイスに割り当てできますが、PyTorch では、割り当てはモジュールレベルで行われ、各モ
ジュールは複数のオペレーションで構成されます。次のセクションでは、各フレームワークにおける設計
の詳細を確認します。
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PyTorch における自動モデル分割
最初のトレーニングステップでは、モデル並列ライブラリは、モデルグラフを構築し、テンソルとパラ
メータの形状を決定するためのトレースステップを内部的に実行します。このトレースステップの後、ラ
イブラリは、モデル内のネストされた nn.Module オブジェクトと、保存されている nn.Parameters の
量や各 nn.Module の実行時間などのトレースから収集された追加データからなるツリーを構築します。
次に、ライブラリは、ルートからこのツリーをトラバースし、各 nn.Module をデバイスに割り当てる
パーティショニングアルゴリズムを実行し、計算負荷 (モジュール実行時間で測定) とメモリ使用量 (保存
されている nn.Parameter サイズとアクティベーションの合計で測定) のバランスを取ります。複数の
nn.Modules が同じ nn.Parameter を共有する場合、同じパラメータの複数のバージョンを維持しない
ように、これらのモジュールは同じデバイス上に配置されます。パーティショニングが決定されると、割
り当てられたモジュールと重みがデバイスにロードされます。

TensorFlow における自動モデル分割
モデル並列ライブラリは、トレーニング可能な変数のサイズとグラフ構造を分析し、内部的にグラフパー
ティショニングアルゴリズムを使用します。このアルゴリズムは、デバイス間で必要な通信量を最小化す
ることを目的に、次の 2 つの制約条件の下での、各オペレーションに対するデバイスの割り当てを導き出
します。
• 各デバイスに保存されている変数の数のバランスを取る
• 各デバイスで実行されるオペレーションの数のバランスを取る
optimize に speed を指定した場合 (Python SDK のモデル並列パラメータで)、ライブラリは各デバイス
におけるオペレーションと tf.Variable オブジェクトの数のバランスを取ろうとします。それ以外の場
合は、tf.Variables の合計サイズのバランスを取ろうとします。
パーティショニングの決定が行われると、ライブラリは各デバイスの実行に必要なサブグラフのシリア
ル化された表現を作成し、各デバイスにインポートします。パーティショニング中、ライブラリは同じ
tf.Variable を使用するオペレーションと、同じ Keras レイヤーの一部であるオペレーションを同じデ
バイス上に配置します。また、TensorFlow によって課されるコロケーション制約にも対応します。これ
は、例えば、tf.Variable を共有する 2 つの Keras レイヤーがある場合、これらのレイヤーに含まれる
すべてのオペレーションは、1 つのデバイスに配置されることを意味します。

自動モデル分割のフレームワーク間の比較
TensorFlow では、計算の基本ユニットは tf.Operation であり、TensorFlow はモデルを
tf.Operation の有向非巡回グラフ (DAG) として表すため、モデル並列ライブラリはこの DAG を分割し
て、各ノードが 1 つのデバイスに向かうようにします。非常に重要な点は、tf.Operation オブジェクト
にはカスタマイズ可能な属性が十分豊富にあり、すべてのモデルがそのようなオブジェクトのグラフで構
成されることが保証されているという意味で、それらのオブジェクトが普遍的であるということです。
一方、PyTorch には、十分に豊富で普遍的なオペレーションに相当する概念はありません。これらの特性
を持つ PyTorch で最も近い計算ユニットは nn.Module であり、これははるかに高い粒度レベルです。ラ
イブラリが PyTorch でこのレベルでパーティショニングを行うのはこのためです。

手動モデル分割
デバイス間でモデルの分割方法を手動で指定する場合は、smp.partition コンテキストマネージャーを
使うことで、手動モデル分割を使用できます。
このオプションを使うには、auto_partition を False に設定し、SageMaker Python SDK で
default_partition を定義します。smp.partition コンテキストマネージャーを介してパーティショ
ンに明示的に配置されていないオペレーションは、default_partition で実行されます。この場合、自
動分割ロジックはバイパスされ、各オペレーションはユーザーの指定に基づいて配置されます。結果のグ
ラフ構造に基づいて、モデル並列ライブラリがパイプライン化された実行スケジュールを自動的に作成し
ます。
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パイプラインの実行スケジュール
SageMaker の分散モデル並列ライブラリのコア機能は、モデルトレーニング中にデバイス間で行われる計
算やデータ処理の順序を決定するパイプライン実行です。パイプライン化は、複数の GPU にそれぞれ異
なるデータサンプルで同時に計算させることで、モデル並列処理における真の並列化を実現し、逐次計算
によるパフォーマンスの低下を克服する手法です。
パイプライン化は、ミニバッチのマイクロバッチへの分割に基づいており、マイクロバッチは、トレー
ニングパイプラインに 1 つずつ投入され、ライブラリランタイムで定義された実行スケジュールに従い
ます。マイクロバッチは、トレーニングミニバッチのより小さなサブセットです。パイプラインのスケ
ジュールは、タイムスロットごとにどのマイクロバッチがどのデバイスで実行されるかを決定します。
例えば、パイプラインのスケジュールとモデルパーティションに応じて、GPU i はマイクロバッチ b で
(フォワードまたはバックワードの) 計算を実行し、一方、GPU i+1 はマイクロバッチ b+1 で計算を実行
するため、両方の GPU が同時にアクティブのままになります。1 回のフォワードパスまたはバックワード
パスの間に、パーティショニングの決定に応じて、1 つのマイクロバッチの実行フローが同じデバイスに
複数回アクセスする場合があります。例えば、モデルの先頭にあるオペレーションは、モデルの末尾にあ
るオペレーションと同じデバイス上に配置され、一方、その間のオペレーションは異なるデバイス上に配
置されるため、このデバイスは 2 回アクセスされることになります。
ライブラリには、シンプルとインターリーブという 2 種類のパイプラインスケジュールがあ
り、SageMaker Python SDK の pipeline パラメータを使って設定できます。ほとんどの場合、インター
リーブパイプラインの方が GPU をより効率的に利用することで、より良いパフォーマンスを実現できま
す。

インターリーブパイプライン
インターリーブパイプラインでは、可能な限りマイクロバッチのバックワード実行が優先されます。これ
により、アクティベーションに使用したメモリを迅速に解放し、メモリをより効率的に使用できるように
なります。また、マイクロバッチ数をより多くスケールでき、GPU のアイドル時間を短縮できます。定常
状態では、各デバイスはフォワードパスとバックワードパスを交互に実行します。これは、あるマイクロ
バッチのバックワードパスが、別のマイクロバッチのフォワードパスが終了する前に実行される可能性が
あることを意味します。

上の図は、2 つの GPU にわたるインターリーブパイプラインの実行スケジュールの例を示しています。
図では、F0 はマイクロバッチ 0 のフォワードパス、B1 はマイクロバッチ 1 のバックワードパスを表して
います。Update は、オプティマイザによるパラメータの更新を表しています。GPU0 は、可能な限り常に
バックワードパスを優先 (例えば、F2 の前に B0 を実行)します。これにより、アクティベーションに使用
したメモリをより早くクリアできます。

単純なパイプライン
対照的に、シンプルパイプラインは、各マイクロバッチのフォワードパスの実行を終了してからバック
ワードパスを開始します。つまり、フォワードパスとバックワードパスのステージをそれぞれのステージ
内でパイプライン化します。次の図は、2 つの GPU にわたる動作の例を示しています。
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特定のフレームワークでのパイプライン実行
以降のセクションでは、SageMaker の分散モデル並列ライブラリが TensorFlow と PyTorch に対して行う
フレームワーク固有のパイプラインスケジューリングの決定について学習します。

TensorFlow におけるパイプラインの実行
次のイメージは、自動モデル分割を使い、モデル並列ライブラリによってパーティショニングされた
TensorFlow グラフの例です。グラフが分割されると、結果の各サブグラフは B 回レプリケートされます
(変数を除く)。ここで、B はマイクロバッチの数です。この図では、各サブグラフは 2 回レプリケートさ
れます (B=2)。SMPInput オペレーションがサブグラフの各入力に挿入され、SMPOutput オペレーション
が各出力に挿入されます。これらのオペレーションは、ライブラリのバックエンドと通信し、互いにテン
ソルを転送します。

次のイメージは、B=2 で分割された 2 つのサブグラフに勾配演算を追加した例です。SMPInput オペレー
ションの勾配は SMPOutput オペレーションであり、その逆も同様です。これにより、バックプロパゲー
ションの間に勾配を逆方向に流すことができます。
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この GIF は、B=2 マイクロバッチと 2 つのサブグラフを含むインターリーブパイプライン実行スケジュー
ルの例を示しています。各デバイスは、サブグラフのレプリカを 1 つずつ順番に実行し、GPU 使用率を向
上させます。B が大きくなると、アイドル時間のスロットの割合はゼロになります。特定のサブグラフレ
プリカで (フォワードまたはバックワードの) 計算を実行するときはいつでも、パイプラインレイヤーは対
応する青の SMPInput オペレーションに信号を送って実行を開始します。
1 つのミニバッチ内のすべてのマイクロバッチからの勾配が計算されると、ライブラリはマイクロバッチ
全体の勾配を結合し、それをパラメータに適用できます。

PyTorch におけるパイプライン実行
概念的には、パイプラインは PyTorch でも同様の考えに従います。ただし、PyTorch は静的グラフを含ま
ないため、モデル並列ライブラリの PyTorch 機能はより動的なパイプラインパラダイムを使います。
TensorFlow と同様に、各バッチは複数のマイクロバッチに分割され、各デバイスで一度に 1 つずつ実行
されます。ただし、実行スケジュールは、各デバイスで起動された実行サーバーを介して処理されます。
別のデバイスに配置されたサブモジュールの出力が現在のデバイスで必要になるたびに、実行リクエスト
がサブモジュールへの入力テンソルと共にリモートデバイスの実行サーバーに送信されます。次に、サー
バーは指定された入力でこのモジュールを実行し、現在のデバイスに応答を返します。
リモートサブモジュールの実行中、現在のデバイスはアイドルであるため、現在のマイクロバッチのロー
カル実行は一時停止し、ライブラリランタイムは実行を現在のデバイスがアクティブに動作できる別の
マイクロバッチに切り替えます。マイクロバッチの優先順位は、選択されたパイプラインスケジュールに
よって決定されます。インターリーブパイプラインスケジュールの場合は、計算のバックワードステージ
に存在するマイクロバッチが可能な限り優先されます。

を実行します SageMaker モデル並列処理による分散型トレーニ
ングJob
「」を使って、分散モデルparallel トレーニングジョブを実行する方法について説明します。 SageMaker
独自のトレーニングスクリプトを使用した Python SDK と SageMakerの分散モデルparallel ライブラリ。
を実行するためのユースケースシナリオは3つあります SageMaker トレーニングジョブ:
1. ビルド済みのものを使用できますAWS深層学習コンテナ TensorFlow そして PyTorch。このオプショ
ンは、モデルparallel ライブラリを初めて使用する場合にお勧めします。実行方法のチュートリアルを
見つけるには SageMaker parallel トレーニングジョブのモデル化、参照MNIST PyTorch 1.6 とAmazon
SageMakerの分散モデルparallel ライブラリ。
2. 構築済みのコンテナを拡張して、構築済みのアルゴリズムやモデルに対する追加の機能要件を処理する
こともできます。 SageMaker Docker イメージはサポートしていません。構築済みコンテナを拡張する
方法の例については、「」を参照してください。構築済みコンテナを拡張する。
3. 独自の Docker コンテナを適応させることができます。 SageMaker の使用SageMaker トレーニング
ツールキット。例については、「独自のトレーニングコンテナを適応させる」を参照してください。
上記のリストのオプション 2 と 3 については、「以下を含むビルド済みの Docker コンテナを拡張する
SageMakerの分散モデル並列ライブラリ (p. 2405)」を参照して、拡張またはカスタマイズされた Docker
コンテナにモデル並列ライブラリをインストールする方法を確認してください。
いずれの場合も、トレーニングジョブを起動します。 SageMaker TensorFlowまたはPyTorchライブラ
リを初期化する推定器。詳細については、以下のトピックをご参照ください。
トピック
• ステップ 1: 独自のトレーニングスクリプトを次を使用して修正する SageMakerの分散モデル並列ライ
ブラリ並列ライブラリ並列 (p. 2390)
• ステップ 2: を使用してトレーニングJob を起動する SageMakerSDK K K K (p. 2402)
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ステップ 1: 独自のトレーニングスクリプトを次を使用して修正する SageMaker
の分散モデル並列ライブラリ並列ライブラリ並列
このセクションでは、Amazon のコア機能を使用するようにトレーニングスクリプトをカスタマイズす
る方法を学習します。 SageMaker 分散モデル並列ライブラリ並列ライブラリ並列ライブラリ ライブラリ
固有の API 関数とパラメータを使用するには、SageMaker モデルparallel ライブラリ APIのSageMaker
Python SDK ドキュメント。
これらのセクションで提供されるトレーニングスクリプトの例は簡略化されており、ライブラリを使うた
めに必要な変更を強調するように考えられています。を使用する場合 end-to-end、Runnable ノートブッ
クのサンプルでは、 TensorFlow または PyTorch トレーニングスクリプトと SageMaker 分散モデル並列
ライブラリ並列ライブラリ並列ライブラリ、アマゾン SageMaker 分散トレーニングノートブックサンプ
ル (p. 2440)。
トピック
• の変更 TensorFlow トレーニングスクリプト (p. 2390)
• の変更 PyTorch トレーニングスクリプト (p. 2396)

の変更 TensorFlow トレーニングスクリプト
このセクションでは、修正する方法を学習します TensorFlow 設定するトレーニングスクリプト
SageMaker自動分割と手動分割のための分散モデルparallel ライブラリ。例として選んだ中には、モデル
とデータのハイブリッド並列処理のための Horovod との統合例も含まれています。

Note
どっちを見つけるには TensorFlow バージョンはライブラリでサポートされています。the section
called “サポートされているフレームワークとAWS リージョン” (p. 2383)。
ライブラリを使うためにトレーニングスクリプトに加える必要のある変更については、
「TensorFlow (p. 2391)」を参照してください。
Horovod でモデルとデータのハイブリッド並列処理を使うようにトレーニングスクリプトを変更する方法
については、「TensorFlow ハイブリッドモデルとデータ並列化のための Horovod (p. 2392)」を参照して
ください。
手動パーティショニングを使う場合は、「手動パーティショニング TensorFlow (p. 2394)」も確認してく
ださい。

Tip
を使用する場合 end-to-end 使用方法を示すノートブックの例 TensorFlow トレーニングスクリプ
トと SageMaker 分散モデル並列ライブラリ並列ライブラリ並列ライブラリ、TensorFlow サンプ
ル (p. 2441)。
以下のトピックでは、設定に使用できるトレーニングスクリプトの例を示します。 SageMakerの自動分割
と手動分割のためののモデルparallel ライブラリ TensorFlowMODE

Note
自動パーティショニングはデフォルトで有効になっています。別に指定されていない限り、サン
プルスクリプトでは自動パーティショニングが使用されます。
トピック
• TensorFlow (p. 2391)
• TensorFlow ハイブリッドモデルとデータ並列化のための Horovod (p. 2392)
• 手動パーティショニング TensorFlow (p. 2394)
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• サポートされていないフレームワーク機能 (p. 2395)

TensorFlow
を実行するには次のトレーニングスクリプトの変更が必要です TensorFlow モデルとした SageMakerの分
散モデル並列並列ライブラリ並列ライブラリ並列
1. ライブラリをインポートし、smp.init() で初期化します。
2. から継承してKerasモデルを定義するsmp.DistributedModelKeras モデルクラスの代わり
に。smp.DistributedModel オブジェクトの call メソッドからのモデル出力を返します。call メソッ
ドから返されたテンソルはどれもモデル並列デバイス間でブロードキャストされるため、通信オーバー
ヘッドが発生します。したがって、call メソッド範囲外の不要なテンソル (中間アクティベーションな
ど) は返さないように注意してください。
3. tf.Dataset.batch() メソッドで drop_remainder=True を設定します。これは、バッチサイズが
常にマイクロバッチ数で割り切れるようにするためです。
4. データパイプラインのランダムオペレーションを smp.dp_rank() を使ってシードします (例:
shuffle(ds, seed=smp.dp_rank()))。これにより、異なるモデルパーティションを保持する GPU
間でデータサンプルの一貫性が確保されます。
5. フォワードおよびバックワードロジックをステップ関数に入れ、smp.step で修飾します。
6. reduce_mean などの StepOutput メソッドを使って、マイクロバッチ全体の出力に対して後処理を
実行します。smp.step 関数には、smp.DistributedModel の出力に依存する戻り値が必要です。
7. 評価ステップがある場合は、同様にフォワードロジックを smp.step で修飾された関数内に配置
し、StepOutput API を使って出力を後処理します。
詳細を確認するトピック SageMakerの分散モデルparallel ライブラリ API の詳細については、API ドキュ
メント。
次の Python スクリプトは、変更が行われた後のトレーニングスクリプトの例です。
import tensorflow as tf
# smdistributed: Import TF2.x API
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp
# smdistributed: Initialize
smp.init()
# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data(
"MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]
# smdistributed: If needed, seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches
train_ds = (
tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
.shuffle(10000, seed=smp.dp_rank())
.batch(256, drop_remainder=True)
)
# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API
class MyModel(smp.DistributedModel):
def __init__(self):
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super(MyModel, self).__init__()
# define layers
def call(self, x, training=None):
# define forward pass and return the model output
model = MyModel()
loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels):
predictions = model(images, training=True)
loss = loss_object(labels, predictions)
grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables)
return grads, loss, predictions
@tf.function
def train_step(images, labels):
gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels)
# smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches
gradients = [g.accumulate() for g in gradients]
optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))
# smdistributed: Merge predictions and average losses across microbatches
train_accuracy(labels, predictions.merge())
return loss.reduce_mean()
for epoch in range(5):
# Reset the metrics at the start of the next epoch
train_accuracy.reset_states()
for images, labels in train_ds:
loss = train_step(images, labels)
accuracy = train_accuracy.result()

トレーニングスクリプトの準備が完了したら、に進みますステップ 2: を使用してトレーニングJob を起動
する SageMakerSDK K K K (p. 2402)。ハイブリッドモデルとデータparallel トレーニングジョブを実行す
る場合は、次のセクションに進みます。

TensorFlow ハイブリッドモデルとデータ並列化のための Horovod
「」を使用できます SageMaker Horovod との分散モデル並列ライブラリ並列ライブラリ並列ライブラリ
並列ライブラリ並列ライブラリ並列ライブラリ並列ライブラリ並列ライブラリ並列ライブラリ ライブラリ
がハイブリッド並列処理のためにモデルを分割する方法の詳細については、を参照してください。パイプ
ラインの並列処理 (p. 2377)。
このステップでは、トレーニングスクリプトを変更して SageMaker分散モデル並列ライブラリ並列ライブ
ラリ並列ライブラリ
トレーニングスクリプトを適切に設定して、で設定するハイブリッド並列処理設定を選択するにはステッ
プ 2: を使用してトレーニングJob を起動する SageMakerSDK K K K (p. 2402)、ライブラリのヘルパー関
数を使用し、smp.dp_rank()そしてsmp.mp_rank()は、データ並列ランクとモデルparallel ランクをそ
れぞれ自動的に検出します。
ライブラリがサポートするすべての MPI プリミティブを見つけるには、MPI の基本の SageMaker Python
SDK ドキュメント
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スクリプトに必要な変更は次のとおりです。
• hvd.allreduce を追加する
• Horovod の要求に応じて、最初のバッチの後に変数をブロードキャストする
• データパイプラインのシャッフルやシャードのオペレーションを smp.dp_rank() を使ってシードす
る。

Note
Horovodを使うときは、直接呼び出してはいけませんhvd.initトレーニングスクリプト
にあります。代わりに、設定する必要があります"horovod"にTrueの SageMaker Python
SDKmodelparallelのパラメータステップ 2: を使用してトレーニングJob を起動する
SageMakerSDK K K K (p. 2402)。これにより、ライブラリはモデルパーティションのデバイス割
り当てに基づいて Horovod を内部的に初期化できます。呼び出しhvd.init()トレーニングスク
リプトに直接入力すると、問題が発生する可能性があります。

Note
の使用hvd.DistributedOptimizerAPI をトレーニングスクリプトに直接含めると、
トレーニングのパフォーマンスと速度が低下する可能性があります。これは、API が暗黙
的にAllReduce内部での操作smp.step。モデルparallel ライブラリを Horovod で直接呼
び出して使用することをお勧めしますhvd.allreduce電話したあとaccumulate()また
はreduce_mean()から返された勾配についてsmp.step、次の例に示すように。
詳細を確認するトピック SageMakerの分散モデルparallel ライブラリ API の詳細については、API ドキュ
メント。
import tensorflow as tf
import horovod.tensorflow as hvd
# smdistributed: Import TF2.x API
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp
# smdistributed: Initialize
smp.init()
# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data(
"MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]
# smdistributed: Seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches
train_ds = (
tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
.shuffle(10000, seed=smp.dp_rank())
.batch(256, drop_remainder=True)
)
# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API
class MyModel(smp.DistributedModel):
def __init__(self):
super(MyModel, self).__init__()
# define layers
def call(self, x, training=None):
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# define forward pass and return model outputs
model = MyModel()
loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels):
predictions = model(images, training=True)
loss = loss_object(labels, predictions)
grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables)
return grads, loss, predictions
@tf.function
def train_step(images, labels, first_batch):
gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels)
# smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches
# Horovod: Allreduce the accumulated gradients
gradients = [hvd.allreduce(g.accumulate()) for g in gradients]
optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))
# Horovod: Broadcast the variables after first batch
if first_batch:
hvd.broadcast_variables(model.variables, root_rank=0)
hvd.broadcast_variables(optimizer.variables(), root_rank=0)
# smdistributed: Merge predictions across microbatches
train_accuracy(labels, predictions.merge())
return loss.reduce_mean()
for epoch in range(5):
# Reset the metrics at the start of the next epoch
train_accuracy.reset_states()
for batch, (images, labels) in enumerate(train_ds):
loss = train_step(images, labels, tf.constant(batch == 0))

手動パーティショニング TensorFlow
smp.partition コンテキストマネージャーを使って、特定のパーティションにオペレーショ
ンを配置します。どの smp.partition コンテキストにも配置されていないオペレーション
は、default_partition に配置されます。詳細を確認するトピック SageMakerの分散モデルparallel ラ
イブラリ API の詳細については、API ドキュメント。
import tensorflow as tf
# smdistributed: Import TF2.x API.
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp
# smdistributed: Initialize
smp.init()
# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data(
"MNIST-data-%d" % smp.rank()
)

2394

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
モデル並列トレーニング
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]
# smdistributed: If needed, seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches.
train_ds = (
tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
.shuffle(10000, seed=smp.dp_rank())
.batch(256, drop_remainder=True)
)
# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API.
class MyModel(smp.DistributedModel):
def __init__(self):
# define layers
def call(self, x):
with smp.partition(0):
x = self.layer0(x)
with smp.partition(1):
return self.layer1(x)
model = MyModel()
loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels):
predictions = model(images, training=True)
loss = loss_object(labels, predictions)
grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables)
return grads, loss, predictions
@tf.function
def train_step(images, labels):
gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels)
# smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches
gradients = [g.accumulate() for g in gradients]
optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))
# smdistributed: Merge predictions and average losses across microbatches
train_accuracy(labels, predictions.merge())
return loss.reduce_mean()
for epoch in range(5):
# Reset the metrics at the start of the next epoch
train_accuracy.reset_states()
for images, labels in train_ds:
loss = train_step(images, labels)
accuracy = train_accuracy.result()

サポートされていないフレームワーク機能
以下のようになります TensorFlow 機能はライブラリではサポートされていません。
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• tf.GradientTape() は現在サポートされていません。代わりに Optimizer.get_gradients() ま
たは Optimizer.compute_gradients() を使って勾配を計算できます。
• tf.train.Checkpoint.restore() API は現在サポートされていません。チェックポイ
ントには、代わりに同じ API と機能を備えた smp.CheckpointManager を使用してくださ
い。smp.CheckpointManager によるチェックポイントの復元は、最初のステップの後で実行するこ
とに注意してください。

の変更 PyTorch トレーニングスクリプト
このセクションでは、修正する方法を学習します PyTorch 設定するトレーニングスクリプト SageMaker
自動分割と手動分割のための分散モデルparallel ライブラリ。

Note
どっちを見つけるには PyTorch バージョンはライブラリでサポートされています。the section
called “サポートされているフレームワークとAWS リージョン” (p. 2383)。

Tip
を使用する場合 end-to-end 使用方法を示すノートブックの例 PyTorch トレーニングスクリプ
トと SageMaker 分散モデル並列ライブラリ並列ライブラリ並列ライブラリ、PyTorch サンプ
ル (p. 2441)。
自動パーティショニングはデフォルトで有効になっています。別に指定されていない限り、次のスクリプ
トでは自動パーティショニングが使用されます。
トピック
• PyTorch (p. 2396)
• 手動パーティショニング PyTorch (p. 2398)
• 重要な考慮事項 (p. 2399)
• サポートされていないフレームワーク機能 (p. 2401)

PyTorch
を実行するには次のトレーニングスクリプトの変更が必要です PyTorch トレーニングスクリプト
SageMakerの分散モデル並列並列ライブラリ並列ライブラリ並列
1. ライブラリをインポートし、smdistributed.modelparallel.torch.init() で初期化します。
2. モデルを smdistributed.modelparallel.torch.DistributedModel でラップします。基盤と
なる nn.Module オブジェクトの forward メソッドから返されたテンソルはモデル並列デバイス間で
ブロードキャストされるため、通信オーバーヘッドが発生します。したがって、call メソッド範囲外の
不要なテンソル (中間アクティベーションなど) は返さないように注意してください。

Note
FP16 トレーニングの場合は、smdistributed.modelparallel.torch.model_creation ()コンテキス
トマネージャを使用してモデルをラップします。詳細については、「モデル並列処理による
FP16 トレーニング (p. 2424)」を参照してください。
3. オプティマイザを smdistributed.modelparallel.torch.DistributedOptimizer でラップし
ます。

Note
FP16 トレーニングでは、静的損失スケーリングまたは動的損失スケーリングを設定する必要
があります。詳細については、「モデル並列処理による FP16 トレーニング (p. 2424)」を参照
してください。
4. ユーザーモデルの代わりに、返された DistributedModel オブジェクトを使用します。
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5. フォワードおよびバックワードロジックをステップ関数に入
れ、smdistributed.modelparallel.torch.step で修飾します。
6. torch.cuda.set_device(smp.local_rank()) を使って、各プロセスをそれ固有のデバイスに制
限します。
7. smp.step 呼び出しの前に .to() APIを使って入力テンソルを GPU に移動します (次の例を参照)。
8. torch.Tensor.backward と torch.autograd.backward を DistributedModel.backward に
置き換えます。
9. reduce_mean などの StepOutput メソッドを使って、マイクロバッチ全体の出力に対して後処理を
実行します。
10.評価ステップがある場合は、同様にフォワードロジックを smp.step で修飾された関数内に配置
し、StepOutput API を使って出力を後処理します。
11.DataLoader で drop_last=True を設定します。または、バッチサイズがマイクロバッチ数で割り切
れない場合は、トレーニングループ内でバッチを手動でスキップします。
詳細を確認するトピック SageMakerの分散モデルparallel ライブラリ API の詳細については、API ドキュ
メント。
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
class GroupedNet(nn.Module):
def __init__(self):
super(GroupedNet, self).__init__()
# define layers
def forward(self, x):
# define forward pass and return model outputs
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target):
output = model(data)
loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
model.backward(loss)
return output, loss
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
# smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process,
# based on the set_device call.
data, target = data.to(device), target.to(device)
optimizer.zero_grad()
# Return value, loss_mb is a StepOutput object
_, loss_mb = train_step(model, data, target)
# smdistributed: Average the loss across microbatches.
loss = loss_mb.reduce_mean()
optimizer.step()
# smdistributed: initialize the backend
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smp.init()
# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")
# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
# smdistributed: Shard the dataset based on data-parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")
# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)
model = GroupedNet()
optimizer = optim.Adadelta(model.parameters(), lr=4.0)
# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
train(model, device, train_loader, optimizer)

手動パーティショニング PyTorch
smp.partition コンテキストマネージャーを使って、特定のデバイスにモジュールを配置します。どの
smp.partition コンテキストにも配置されていないモジュールは、default_partition に配置されま
す。auto_partition が False に設定されている場合は、default_partition を指定する必要があ
ります。特定の smp.partition コンテキスト内に作成されたモジュールは、対応するパーティションに
配置されます。
詳細を確認するトピック SageMakerの分散モデルparallel ライブラリ API の詳細については、API ドキュ
メント。
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
class GroupedNet(nn.Module):
def __init__(self):
super(GroupedNet, self).__init__()
with smp.partition(0):
# define child modules on device 0
with smp.partition(1):
# define child modules on device 1
def forward(self, x):
# define forward pass and return model outputs
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# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target):
output = model(data)
loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
model.backward(loss)
return output, loss
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
# smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process,
# based on the set_device call.
data, target = data.to(device), target.to(device)
optimizer.zero_grad()
# Return value, loss_mb is a StepOutput object
_, loss_mb = train_step(model, data, target)
# smdistributed: Average the loss across microbatches.
loss = loss_mb.reduce_mean()
optimizer.step()
# smdistributed: initialize the backend
smp.init()
# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")
# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
# smdistributed: Shard the dataset based on data-parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")
# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)
model = GroupedNet()
optimizer = optim.Adadelta(model.parameters(), lr=4.0)
# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
train(model, device, train_loader, optimizer)

重要な考慮事項
設定すると PyTorch トレーニングスクリプト SageMakerの分散モデル並列ライブラリ並列ライブラリで
は、以下に注意する必要があります。
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• グローバル勾配ノルム (例えば、LAMB オプティマイザの一部のバリアントやグローバル勾配クリッピン
グなど、モデル全体からの勾配ノルム) に依存する最適化手法を使っている場合は、正確性確保のため
に、モデルパーティション全体のすべてのノルムを収集する必要があります。これを行うには、ライブ
ラリの通信基本データタイプを使用できます。
• モデル内の nn.Modules の forward メソッドに渡すすべての torch.Tensor 引数は、モジュール出力
の計算に使う必要があります。つまり、ライブラリは、モジュール出力が依存しないモジュールに渡す
torch.Tensor 引数が存在するケースをサポートしていません。
• smp.DistributedModel.backward() 呼び出しに渡す引数は、すべてのモデル出力に依存する必要
があります。つまり、smp.DistributedModel.backward 呼び出しに供給されるテンソルの計算で
使用されない smp.DistributedModel.forward 呼び出しからの出力はあり得ません。
• コードに torch.cuda.synchronize() 呼び出しがある場合は、同期呼び出しの直前に
torch.cuda.set_device(smp.local_rank()) を呼び出す必要がある場合があります。そうしな
いと、デバイス 0 に不要な CUDA コンテキストが作成され、メモリを不必要に消費する場合がありま
す。
• ライブラリは nn.Modules を異なるデバイスに配置するため、モデル内のモジュールは、smp.step
内で変更されるグローバル状態に依存してはいけません。トレーニング中に固定されたままの状態や、
すべてのプロセスに表示される方法で smp.step の外部で変更される状態は、すべて許可されます。
• ライブラリを使う場合、GPU にモデルを移動する必要はありません (例えば、model.to(device) を
使って)。モデルがパーティショニングされる前 (最初の smp.step 呼び出しの前) にモデルを GPU に
移動しようとすると、move 呼び出しは無視されます。ライブラリは、ランクに割り当てられたモデル
の一部を GPU に自動的に移動します。ライブラリによるトレーニングが開始したら、モデルを CPU に
移動して使用しないでください。モデルにはモジュールの正しいパラメータがなく、プロセスによって
保持されているパーティションに割り当てられないためです。モデルparallel ライブラリを使ってトレー
ニングした後、モデルを再トレーニングしたり、ライブラリを使わずに推論に使用したりする場合は、
チェックポイント API を使ってモデル全体を保存し、通常の API にロードし直すことをお勧めします。
PyTorch Module。
• あるモジュールの出力が別のモジュールにフィードされるようなモジュールのリストがある場合、その
リストを nn.Sequential に置き換えると、パフォーマンスを大幅に向上させることができます。
• 重みの更新 (optimizer.step()) は、smp.step の外部で実行される必要があります。このときに、
バックワードパス全体が終了し、勾配が使用可能になるためです。モデル並列処理とデータ並列処理
を実行するハイブリッドモデルを使う場合、この時点で勾配の Allreduce も終了することが保証されま
す。
• ライブラリをデータ並列処理と組み合わせて使う場合、ステップに参加していないランクを待って
AllReduce がハングしないように、すべてのデータ並列ランクのバッチ数が同じになるようにしてくだ
さい。
• ml.p4d インスタンスタイプ (ml.p4d.24xlarge など) を使ってトレーニングジョブを起動する場合は、
データローダー変数 num_workers=0 を設定する必要があります。例えば、DataLoader を次のよう
に定義できます。
dataloader = torch.utils.data.DataLoader(
data,
batch_size=batch_size,
num_workers=0,
pin_memory=True,
drop_last=True,
shuffle=shuffle,
)

• smp.step への入力は、DataLoader によって生成されたモデル入力である必要があります。これ
は、smp.step が内部で入力テンソルをバッチディメンションに沿って分割し、パイプライン化するた
めです。つまり、DataLoader 自体を smp.step 関数に渡して、内部でモデル入力を生成しようとし
てもうまく行きません。
例えば、DataLoader を次のように定義する場合:
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train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)

train_loader によって生成されたモデル入力にアクセスし、それらを smp.step で修飾された関数
に渡してください。train_loader を smp.step 関数に直接渡さないでください。
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
...
_, loss_mb = train_step(model, data, target)
...
@smp.step
def train_step(model, data, target):
...
return output, loss

• smp.step への入力テンソルは、.to() API を使って現在のデバイスに移動する必要があります。これ
は、torch.cuda.set_device(local_rank()) 呼び出しの後に実行する必要があります。
例えば、train 関数を次のように定義します。この関数は、.to() API を使って現在のデバイスに
data と target を追加してから、これらの入力テンソルを使って train_step を呼び出します。
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
# smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process,
# based on the set_device call.
data, target = data.to(device), target.to(device)
optimizer.zero_grad()
# Return value, loss_mb is a StepOutput object
_, loss_mb = train_step(model, data, target)
# smdistributed: Average the loss across microbatches.
loss = loss_mb.reduce_mean()
optimizer.step()

この smp.set で修飾された関数への入力テンソルは、上記の train 関数で現在のデバイスに移動され
ました。モデルを現在のデバイスに移動する必要はありません。ライブラリは、ランクに割り当てられ
たモデルの一部を GPU に自動的に移動します。
@smp.step
def train_step(model, data, target):
output = model(data)
loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
model.backward(loss)
return output, loss

サポートされていないフレームワーク機能
以下のようになります PyTorch 機能はによってサポートされていません SageMakerの分散モデル並列並
列ライブラリ並列ライブラリ並列
• ネイティブでデータ並列処理を使用する場合PyTorch
DDP、torch.nn.parallel.DistributedDataParallelラッパーモジュールはライブラリではサ
ポートされていません。ライブラリは、との統合を内部的に管理します PyTorch DDP、パラメータブ
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ロードキャストと勾配を含む AllReduce。ライブラリを使う場合、モジュールバッファはトレーニング
の開始時に 1 回だけブロードキャストされます。モデルにモジュールバッファがあり、各ステップで
データ並列グループ間で同期させる必要がある場合は、smp.get_dp_process_group() で取得でき
るプロセスグループを使って、torch.distributed API を使ってそれを行えます。
• 混合精度トレーニングでは、apex.amp モジュールはサポートされていません。自動混合精度でライ
ブラリを使う推奨方法は、torch.cuda.amp を使用することです。ただし、Torch の実装の代わりに
smp.amp.GradScaler を使用することを除きます。
• torch.jit.ScriptModules または ScriptFunctions は、smp.DistributedModel ではサポー
トされていません。
• apex : apex からの FusedLayerNorm、FusedAdam、FusedLAMB、FusedNovoGrad はサポートされ
ていません。代わりに、smp.optimizers および smp.nn API を介してこれらのライブラリ実装を使
用できます。

ステップ 2: を使用してトレーニングJob を起動する SageMakerSDK K K K
- SageMaker Python SDK は、次のような機械学習フレームワークによるモデルのマネージドトレーニン
グをサポートしています。 TensorFlow そして PyTorch。これらのフレームワークのいずれかを使ってト
レーニングジョブを起動するには、 SageMaker TensorFlow 推定者、a SageMaker PyTorch 推定者、ま
たは SageMaker ジェネリック見積り修正されたトレーニングスクリプトとモデル並列処理構成を使用す
る。
トピック
• の使用 SageMaker TensorFlow そして PyTorch 見積り (p. 2402)
• 以下を含むビルド済みの Docker コンテナを拡張する SageMakerの分散モデル並列ライブラ
リ (p. 2405)
• で独自の Docker コンテナを作成する SageMaker 分散モデル並列ライブラリ (p. 2406)

の使用 SageMaker TensorFlow そして PyTorch 見積り
- TensorFlow そして PyTorch 推定クラスには、distributionパラメータ。これを使用して、分散型ト
レーニングフレームワークを使用するための構成パラメータを指定できます。- SageMaker モデルparallel
ライブラリは、ハイブリッドデータおよびモデル並列処理に内部で MPI を使用するため、ライブラリでは
MPI オプションを使用する必要があります。
次のテンプレートは TensorFlow または PyTorch Estimator は設定方法を示しますdistributionを使用
するためのパラメータ SageMaker モデルparallel ライブラリ
Using the SageMaker TensorFlow estimator
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
smp_options = {
"enabled":True,
# Required
"parameters": {
"partitions": 2,
# Required
"microbatches": 4,
"placement_strategy": "spread",
"pipeline": "interleaved",
"optimize": "speed",
"horovod": True,
# Use this for hybrid model and data parallelism
}
}
mpi_options = {
"enabled" : True,

# Required
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}

"processes_per_host" : 8,
# Required
# "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none"

smd_mp_estimator = TensorFlow(
entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
source_dir="location_to_your_script",
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.16xlarge',
framework_version='2.6.3',
py_version='py38',
distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="SMD-MP-demo",
)
smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Using the SageMaker PyTorch estimator
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
smp_options = {
"enabled":True,
"parameters": {
"pipeline_parallel_degree": 2,
"microbatches": 4,
"placement_strategy": "spread",
"pipeline": "interleaved",
"optimize": "speed",
"ddp": True,
}
}

# Required
# Required

mpi_options = {
"enabled" : True,
# Required
"processes_per_host" : 8,
# Required
# "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none"
}
smd_mp_estimator = PyTorch(
entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
source_dir="location_to_your_script",
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.16xlarge',
framework_version='1.12.0',
py_version='py38',
distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="SMD-MP-demo",
)
smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

ライブラリを有効にするには、設定ディクショナリを"smdistributed"そして"mpi"のメソッ
ドdistributionの引数 SageMaker 推定コンストラクタ。
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の設定パラメータ SageMaker モデル並列処理
• "smdistributed" キーについては、"modelparallel" キーと次の内部ディクショナリを含むディク
ショナリを渡します。

Note
1 つのトレーニングジョブでの "modelparallel" と "dataparallel" の使用はサポートさ
れていません。
• "enabled" – 必須。モデルの並列処理を有効にするには、"enabled": True。
• "parameters" – 必須。のパラメータセットを指定してください SageMaker モデルの並列処理。
• 共通パラメータの詳細なリストについては、「」を参照してください。のパラメー
タsmdistributed()SageMaker SDK K K K K K。
にとって TensorFlow.........」TensorFlow固有のパラメータ。
にとって PyTorch.........」PyTorch固有のパラメータ。
• "pipeline_parallel_degree"(または"partitions"にsmdistributedmodelparallel<v1.6.0) — 必須. の中でものパラメータsmdistributedでは、このパラメータ
は、分割するモデルパーティションの数を指定するために必要です。

Important
パラメータ名に重大な変更があります。-"pipeline_parallel_degree"パラメー
タは"partitions"以来smdistributed-modelparallelv1.6.0。詳細について
は、次を参照してください。共通パラメータにとって SageMaker モデル並列処理構成
とSageMaker 分散モデル並列リリースノート()SageMaker SDK K K K K K。
• "mpi" キーには、以下を含むディクショナリを渡します。
• "enabled" – 必須。SETTrueMPIで分散型トレーニングジョブを開始する。
• "processes_per_host" – 必須。各ホストで MPI が起動するプロセスの数を指定します。In
(イン) SageMaker ホストはシングルAmazon EC2 ML。- SageMaker SDK K K K K K K one-toone モデルとデータの並列処理全体でのプロセスと GPU のマッピング。つまり SageMaker
は、各プロセスを 1 つの別個の GPU でスケジュールし、どの GPU にも複数のプロセスが含ま
れない。を使用している場合 PyTorch、各プロセスを独自のデバイスに制限する必要がありま
すtorch.cuda.set_device(smp.local_rank())。詳細については、PyTorch (p. 2396) を参照
してください。

Important
process_per_host は、インスタンスあたりの GPU の数を超えてはならず、通常はインス
タンスあたりの GPU の数と等しくなります。
• "custom_mpi_options" (オプション) - このキーを使って、必要なカスタム MPI オプションがあれ
ばそれを渡します。MPI カスタムオプションを何もキーに渡さない場合、MPI オプションはデフォル
トで次のフラグに設定されます。
--mca btl_vader_single_copy_mechanism none

Note
このデフォルトフラグをキーに明示的に指定する必要はありません。明示的に指定すると、
分散モデル並列トレーニングジョブが次のエラーで失敗する可能性があります。
The following MCA parameter has been listed multiple times on the command
line:
MCA param: btl_vader_single_copy_mechanism MCA parameters can only be listed
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Please correct the situation and try again.

Tip
ml.p4d.24xlarge や ml.p3dn.24xlarge などの EFA 対応のインスタンスタイプを使っ
てトレーニングジョブを起動する場合、次のフラグを使用するとベストパフォーマンスが得
られます。
-x FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1 -x FI_PROVIDER=efa -x RDMAV_FORK_SAFE=1

EstimatorとあなたのEstimatorを使ってトレーニングジョブを開始するには SageMaker parallel 構成のト
レーニングスクリプトをモデル化し、estimator.fit()関数。
「」のモデル並列処理機能の使用方法の詳細については、以下のリソースを参照してください。
SageMaker SDK K K K K K
• 使用アイテム TensorFlow と SageMaker SDK K K K
• 使用アイテム PyTorch と SageMaker SDK K K K
• を使用することをお勧めします SageMaker 新規ユーザーの場合はノートブックインスタンス。「」
を使ってトレーニングジョブを起動する方法の例を確認するには SageMaker ノートブックインスタン
ス、を参照してくださいアマゾン SageMaker 分散トレーニングノートブックサンプル (p. 2440)。
• 次のコマンドを使用して、マシンから分散トレーニングジョブを送信することもできます。AWS CLI。
をセットアップするにはAWS CLIあなたのマシンでは、の設定AWS認証情報と開発リージョン。

以下を含むビルド済みの Docker コンテナを拡張する SageMakerの分散モデル並列ライブラリ
ビルド済みのコンテナを拡張して使用するには SageMakerの分散モデルparallel ライブラリ、利用可能な
もののいずれかを使用する必要がありますAWSのDeep Learning Containers (DLC) 画像 PyTorch または
TensorFlow。- SageMaker 分散モデルparallel ライブラリは TensorFlow (2.3.0 以降) PyTorch (1.6.0 以降)
CUDA での DLC 画像 (cuxyz). DLC イメージの詳細なリストについては、「」を参照してください。利用
可能なDeep Learning Containers メージ()AWS深層学習コンテナ GitHub 倉庫。

Tip
最新バージョンの「」を含むイメージを使用することをお勧めします。 TensorFlowまたは
PyTorch 最も多くアクセスするには up-to-date のバージョン SageMaker 分散モデルparallel ライ
ブラリ。
たとえば、Dockerfile にはFROMそれは次のようなものです。
# Use the SageMaker DLC image URI for TensorFlow or PyTorch
FROM aws-dlc-account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/framework-training:{frameworkversion-tag}
# Add your dependencies here
RUN ...
ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"
# this environment variable is used by the SageMaker container to determine our user code
directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code

さらに、定義すると PyTorch または TensorFlow 推定器、あなたはそれを指定する必要
がありますentry_pointトレーニングスクリプトのメソッド これは、Dockerfile の ENV
SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY で識別されるパスと同じにしてください。
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Tip
この Docker コンテナを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にプッシュし、イ
メージ URI (image_uri) を定義するには SageMaker トレーニングの見積もり。詳細について
は、次を参照してください。構築済みコンテナを拡張する。
Docker コンテナのホスティングとコンテナのイメージ URI の取得が完了したら、 SageMaker
PyTorch推定オブジェクトは次のとおりです。この例は、すでに定義済みであることを前提としていま
す。smp_optionsそしてmpi_options。
smd_mp_estimator = Estimator(
entry_point="your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_type='ml.p3.16xlarge',
sagemaker_session=sagemaker_session,
image_uri='your_aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/name:tag'
instance_count=1,
distribution={
"smdistributed": smp_options,
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="SMD-MP-demo",
)
smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

で独自の Docker コンテナを作成する SageMaker 分散モデル並列ライブラリ
トレーニング用の独自の Docker コンテナを構築して使用するには SageMaker モデルparallel ライブラ
リ、正しい依存関係とバイナリファイルを含める必要があります SageMakerDockerfile にparallel ライブ
ラリを配布しました。このセクションでは、を適切に準備するために含める必要のある最低限のコードブ
ロックセットを示します SageMaker トレーニング環境と独自のDockerコンテナ内のモデルparallel ライブ
ラリ。

Note
このカスタム Docker オプションには SageMaker モデルparallel ライブラリをバイナリとして利
用できるのは PyTorch。

を使って Dockerfile を作成するには SageMaker トレーニングツールキットとモデルparallel ライ
ブラリ
1. 次のいずれかで始まるNVIDIA CUDA のメソッド。
FROM <cuda-cudnn-base-image>

Tip
公式AWSディープラーニングコンテナ (DLC) イメージはNVIDIA CUDA のメソッド。調べてみ
ることをお勧めしますの公式DockerfilesAWS深層学習コンテナ PyTorchインストールする必要
があるライブラリのバージョンと設定方法を確認してください。公式の Dockerfile は完全で、
ベンチマークテスト済みで、 SageMaker およびディープラーニングコンテナサービスチー
ム。表示されたリンクで、 PyTorch使用するバージョン、CUDAを選択してください（cuxyz)
フォルダを選択し、「」で終わる Dockerfile を選択します。.gpuまたは.sagemaker.gpu。
2. 分散型トレーニング環境をセットアップするには、次のような通信機器やネットワーク機器用のソ
フトウェアをインストールする必要があります。EのElastic Fabric Adapter (EFA),NVIDIA Collective
Communications Library (NCCL、およびOpen MPI。のメソッド PyTorch および選択したCUDAバー
ジョンについては、互換性のあるバージョンのライブラリをインストールする必要があります。
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Important
なぜなら SageMaker モデルparallel ライブラリには SageMaker データparallel ライブラリ以
降のステップでは、次の場所にある指示に従うことを強くお勧めしますで独自の Docker コン
テナを作成する SageMaker 分散データ並列ライブラリ (p. 2360)正しくセットアップするには
SageMaker 分散型トレーニング用のトレーニング環境。
NCCL および Open MPI による EFA のセットアップの詳細については、「」を参照してくださ
い。EFAと MPI の開始方法そしてEFAとNCCL の開始方法。
3. 次の引数を追加して、の URL を指定します。 SageMaker の分散トレーニングパッケージ PyTorch。SageMaker モデルparallel ライブラリには SageMaker ノード間のリモートダイレクトメモリアクセス
(RDMA) を使用するためのデータparallel ライブラリ。
ARG SMD_MODEL_PARALLEL_URL=https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.uswest-2.amazonaws.com/pytorch-1.10.0/build-artifacts/2022-02-21-19-26/
smdistributed_modelparallel-1.7.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/1.10.2/
cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl

4. 依存関係をインストールする SageMaker モデルparallel ライブラリにはが必要です。
a. をインストールするMETISライブラリ。
ARG METIS=metis-5.1.0
RUN rm /etc/apt/sources.list.d/* \
&& wget -nv http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/fetch/sw/metis/${METIS}.tar.gz \
&& gunzip -f ${METIS}.tar.gz \
&& tar -xvf ${METIS}.tar \
&& cd ${METIS} \
&& apt-get update \
&& make config shared=1 \
&& make install \
&& cd .. \
&& rm -rf ${METIS}.tar* \
&& rm -rf ${METIS} \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/* \
&& apt-get clean

b. をインストールするRAPIDS メモリマネージャーライブラリ。これにはCMake3.14 以降。
ARG RMM_VERSION=0.15.0
RUN
&&
&&
&&
&&
&&
&&

wget -nv https://github.com/rapidsai/rmm/archive/v${RMM_VERSION}.tar.gz \
tar -xvf v${RMM_VERSION}.tar.gz \
cd rmm-${RMM_VERSION} \
INSTALL_PREFIX=/usr/local ./build.sh librmm \
cd .. \
rm -rf v${RMM_VERSION}.tar* \
rm -rf rmm-${RMM_VERSION}

5. をインストールする SageMaker モデルparallel ライブラリ。
RUN pip install --no-cache-dir -U ${SMD_MODEL_PARALLEL_URL}

6. をインストールする SageMaker データparallel ライブラリ。
RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}
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7. をインストールするsagemaker-トレーニングツールキット。ツールキットには、と互換性のあるコン
テナを作成するために必要な共通機能が含まれています SageMaker トレーニングプラットフォームと
SageMaker SDK K K K K K
RUN pip install sagemaker-training

8. Dockerfile の作成が完了したら、以下を参照してください。独自のトレーニングコンテナを適応させ
るDocker コンテナを構築して Amazon ECR でホストする方法を学んでください。

Tip
トレーニング用のカスタムDockerfileの作成に関する全般情報については、「」を参照してくださ
い。 SageMaker.........」独自のトレーニングアルゴリズムを使用する。

の拡張機能 SageMakerのモデル並列ライブラリ PyTorch
それに加えて主要機能、 SageMaker 分散型モデルparallel ライブラリは、ディープラーニングモデルをト
レーニングするためのメモリ節約機能を提供します PyTorch: テンソル並列処理、オプティマイザステート
シャーディング、アクティベーションチェックポイント、アクティベーションオフロード

Note
Deep Learning Containers では、以下のような拡張メモリ節約機能を利用できます。 PyTorch、
これを実装しています SageMaker 分散モデルparallel ライブラリ v1.6.0 以降
次の各機能では、に示したものと同じ 2 段階のワークフローを使用します。を実行します SageMaker モ
デル並列処理による分散型トレーニングJob (p. 2389)セクションを作成し、いくつかのパラメータとコー
ド行を追加して SageMaker PyTorchEstimator とトレーニングスクリプト
拡張機能の使用方法の例については、でGPT-2を列車 PyTorch 1.8.1 とを使用したテンソル並列処理
SageMaker モデル並列処理ライブラリ。
トピック
• テンソル並列処理 (p. 2408)
• オプティマイザステートシャーディング (p. 2419)
• アクティベーションチェックポイント (p. 2419)
• アクティベーションオフロード (p. 2421)
• ランクのメカニズム (p. 2422)
• モデル並列処理による FP16 トレーニング (p. 2424)
• 分散モデルとオプティマイザーの状態のチェックポイント (p. 2426)
• Sharded Data Parallelism (p. 2427)

テンソル並列処理
テンソルの並列処理は、特定のモデルの重み、勾配、およびオプティマイザの状態がデバイス間で分割さ
れるモデル並列処理の一種です。個々の重みをそのまま維持しながら分割するパイプラインの並列処理と
は対照的ですセットする重みのうち、テンソル並列処理は個々の重みを分割します。これには通常、特定
の操作、モジュール、またはモデルのレイヤーの分散計算が含まれます。
テンソル並列処理は、1 つのパラメータが GPU メモリの大部分を消費する場合 (ボキャブラリサイズの大
きい大きな埋め込みテーブルや、多数のクラスを含む大きな softmax レイヤーなど) に必要です。この場
合、この大きなテンソルや演算をアトミック単位として扱うのは非効率的で、メモリ負荷のバランスを崩
します。
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テンソル並列処理は、純粋なパイプラインだけでは不十分な、非常に大規模なモデルにも役立ちます。た
とえば、数十のインスタンスにわたるパーティショニングが必要な GPT 3 スケールのモデルでは、パイプ
ラインの深さが高くなりすぎてオーバーヘッドが非常に大きくなるため、純粋なマイクロバッチパイプラ
インは非効率的です。
トピック
• テンソル並列処理の仕組み (p. 2409)
• を実行します: SageMaker テンソル並列処理を使用した分散モデル並列トレーニングJob (p. 2410)
• テンソル並列処理によるチェックポイントの説明 (p. 2415)
• ハグフェイストランスフォーマーモデルのSupport (p. 2417)

テンソル並列処理の仕組み
テンソルの並列処理は次のレベルで行われますnn.Modules; モデル内の特定のモジュールをテンソル
parallel ランクにわたって分割します。これは、の既存のパーティションに追加されますモジュールのセッ
トパイプラインの並列処理に使用されます。
テンソル並列処理によってモジュールが分割されると、その伝播は順方向と逆方向に分散されます。ラ
イブラリは、これらのモジュールの分散実行を実装するために必要なデバイス間の通信を処理します。モ
ジュールは複数のデータparallel ランクに分割されます。従来のワークロード分散とは対照的に、各データ
のparallel ランクはじゃないライブラリのテンソル並列処理を使用する場合、完全なモデルレプリカを用意
してください。代わりに、各データparallel ランクには、分散されていないモジュール全体に加えて、分散
モジュールのパーティションのみが含まれる場合があります。
例: データの並列度が4、テンソルの並列度が2であるデータ並列ランクにわたるテンソルの並列性を考え
てみましょう。モジュールセットを分割した後、次のモジュールツリーを保持するデータparallel グループ
があるとします。
A
###
|
|
###
###

B
###
###
C
D
###
###

E
F
G
H

テンソル並列処理がモジュールB、G、Hでサポートされていると仮定します。このモデルのテンソル
parallel 分割の考えられる結果の1つは次のようになります。
dp_rank
dp_rank
dp_rank
dp_rank

0
1
2
3

(tensor
(tensor
(tensor
(tensor

parallel
parallel
parallel
parallel

rank
rank
rank
rank

0):
1):
0):
1):

A,
A,
A,
A,

B:0,
B:1,
B:0,
B:1,

C,
C,
C,
C,

D,
D,
D,
D,

G:0,
G:1,
G:0,
G:1,

H
H
H
H

各行は、そこに格納されているモジュールのセットを表します。dp_rank、そして表記法X:yは、yモ
ジュールの分数X。次の点に注意してください。
1. パーティショニングはデータparallel ランクのサブセットにわたって行われます。これをTP_GROUP、全
体ではないDP_GROUP、正確なモデルパーティションが全体に複製されるようにdp_rank0dp_rank2、
そして同様にわたってdp_rank1dp_rank3.
2. モジュールのEそしてF親モジュールなので、モデルの一部ではなくなりましたBパーティション化され
ていて、通常その一部となる実行はEそしてF（仕切られた）内で行われるBモジュール
3. とはいえHはテンソル並列処理をサポートしていますが、この例では分割されていません。モジュール
を分割するかどうかは、ユーザー入力に依存することを強調しています。モジュールがテンソル並列処
理をサポートしているからといって、必ずしも分割されているわけではありません。
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ライブラリがテンソル並列処理をどのように適応させるか PyTorchのnn.Linearモジュール
データの並列ランクに対してテンソル並列処理を実行すると、パラメータ、勾配、およびオプティマイ
ザ状態のサブセットがテンソルparallel デバイス間で分割されます。分割されたモジュール用。残りのモ
ジュールでは、テンソルparallel デバイスは通常のデータparallel 方式で動作します。分割されたモジュー
ルを実行するには、デバイスはまず必要な部品を収集しますすべてのデータサンプル同じテンソル並列処
理グループ内のピアデバイス間。次に、デバイスはモジュールのローカルフラクションをこれらすべての
データサンプルで実行し、その後、各データサンプルの出力の一部を結合し、結合されたデータサンプル
を最初にデータサンプルが生成された GPU に返す同期処理をもう一度行います。パーティションを使用
したこのプロセスの例を以下の図に示しますnn.Linearモジュール

最初の図は、大きなモデルを備えた小さなモデルを示していますnn.Linear2つのテンソル並列性ランク
にわたってデータ並列処理を行うモジュール。-nn.Linearモジュールは2つのparallel ランクに複製され
ます。
2 番目の図は、より大きなモデルでテンソル並列処理を適用し、nn.Linearモジュール eachtp_rankリ
ニアモジュールの半分と残りの操作全体を保持します。リニアモジュールが動作している間、それぞ
れtp_rank全データサンプルの関連する半分を収集し、その半分のnn.Linearモジュール 各ランクがそ
れぞれのデータサンプルの最終的な線形出力になるように、結果をリダクション散乱 (リダクション演算
として加算) する必要があります。モデルの残りの部分は、標準的なデータparallel 方式で実行されます。

を実行します: SageMaker テンソル並列処理を使用した分散モデル並列トレーニングJob
このセクションでは、次のことを学びます。
• がの構成方法 SageMaker PyTorch Estimator と SageMaker テンソル並列処理を使用する分散モデル並
列処理オプション。
• エクステンデッドを使用してトレーニングスクリプトを適応させる方
法smdistributed.modelparallelテンソル並列処理用モジュール
詳細を確認するトピックsmdistributed.modelparallelモジュールについては、SageMaker 分散モデ
ルparallel API()SageMaker Python SDK のドキュメント。
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トピック
• テンソル並列処理のみ (p. 2411)
• テンソル並列処理とパイプライン並列処理の組み合わせ (p. 2413)

テンソル並列処理のみ
以下は、パイプライン並列化なしでテンソル並列処理のみを有効にする分散型トレーニングオプショ
ンの例です。設定:mpi_optionsそしてsmp_options分散型トレーニングオプションを指定する辞書
SageMaker PyTorch推定子

Note
Deep Learning Containers では、以下のような拡張メモリ節約機能を利用できます。 PyTorch、
これを実装しています SageMaker 分散モデルparallel ライブラリ v1.6.0 以降
設定: SageMaker PyTorch 推定者
mpi_options = {
"enabled" : True,
"processes_per_host" : 8,
# 8 processes
"custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}
smp_options = {
"enabled":True,
"parameters": {
"pipeline_parallel_degree": 1,
"placement_strategy": "cluster",
"tensor_parallel_degree": 4,
"ddp": True
}
}

# alias for "partitions"
# tp over 4 devices

smp_estimator = PyTorch(
entry_point='your_training_script.py', # Specify
role=role,
instance_type='ml.p3.16xlarge',
sagemaker_session=sagemaker_session,
framework_version='1.12.0',
py_version='py36',
instance_count=1,
distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="SMD-MP-demo",
)
smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Tip
のパラメータの詳細なリストを検索するにはdistribution、「」を参照してくださいモデル並
列処理の構成パラメーター() SageMakerPython SDK のドキュメント。
アダプアダプアダプアダプ PyTorch トレーニングスクリプト
次のトレーニングスクリプトの例は、 SageMaker トレーニングスクリプトへの分散モデ
ル並列処理ライブラリ。この例では、スクリプトの名前がであることを前提としていま
す。your_training_script.py。
import torch
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import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)
self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1)
self.fc1 = nn.Linear(9216, 128)
self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
def forward(self, x):
x = self.conv1(x)
x = F.relu(x)
x = self.conv2(x)
x = F.relu(x)
x = F.max_pool2d(x, 2)
x = torch.flatten(x, 1)
x = self.fc1(x)
x = F.relu(x)
x = self.fc2(x)
return F.log_softmax(x, 1)
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
# smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by
# the current process, based on the set_device call.
data, target = data.to(device), target.to(device)
optimizer.zero_grad()
output = model(data)
loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
loss.backward()
optimizer.step()
# smdistributed: Initialize the backend
smp.init()
# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")
# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
if smp.local_rank() == 0:
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
smp.barrier()
# smdistributed: Shard the dataset based on data parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64)
# smdistributed: Enable tensor parallelism for all supported modules in the model
# i.e., nn.Linear in this case. Alternatively, we can use
# smp.set_tensor_parallelism(model.fc1, True)
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# to enable it only for model.fc1
with smp.tensor_parallelism():
model = Net()
# smdistributed: Use the DistributedModel wrapper to distribute the
# modules for which tensor parallelism is enabled
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = optim.AdaDelta(model.parameters(), lr=4.0)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
train(model, device, train_loader, optimizer)

テンソル並列処理とパイプライン並列処理の組み合わせ
以下は、テンソル並列処理とパイプライン並列処理を組み合わせることができる分散型トレーニングオプ
ションの例です。 をセットアップするmpi_optionsそしてsmp_optionsテンソル並列処理を使用する分
散モデル並列オプションを指定するパラメータ SageMaker PyTorch推定子

Note
Deep Learning Containers では、以下のような拡張メモリ節約機能を利用できます。 PyTorch、
これを実装しています SageMaker 分散モデルparallel ライブラリ v1.6.0 以降
設定: SageMaker PyTorch 推定者
mpi_options = {
"enabled" : True,
"processes_per_host" : 8,
# 8 processes
"custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}
smp_options = {
"enabled":True,
"parameters": {
"microbatches": 4,
"pipeline_parallel_degree": 2,
"placement_strategy": "cluster",
"tensor_parallel_degree": 2,
"ddp": True
}
}

# alias for "partitions"
# tp over 2 devices

smp_estimator = PyTorch(
entry_point='your_training_script.py', # Specify
role=role,
instance_type='ml.p3.16xlarge',
sagemaker_session=sagemaker_session,
framework_version='1.12.0',
py_version='py36',
instance_count=1,
distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="SMD-MP-demo",
)
smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

アダプアダプアダプアダプ PyTorch トレーニングスクリプト
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次のトレーニングスクリプトの例は、 SageMaker トレーニングスクリプトへの分散モデル並列処理ライ
ブラリ。トレーニングスクリプトには次の内容が含まれていることに注意してください。smp.stepデコ
レーター:
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)
self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1)
self.fc1 = nn.Linear(9216, 128)
self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
def forward(self, x):
x = self.conv1(x)
x = F.relu(x)
x = self.conv2(x)
x = F.relu(x)
x = F.max_pool2d(x, 2)
x = torch.flatten(x, 1)
x = self.fc1(x)
x = F.relu(x)
x = self.fc2(x)
return F.log_softmax(x, 1)
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target):
output = model(data)
loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
model.backward(loss)
return output, loss
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
# smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by
# the current process, based on the set_device call.
data, target = data.to(device), target.to(device)
optimizer.zero_grad()
# Return value, loss_mb is a StepOutput object
_, loss_mb = train_step(model, data, target)
# smdistributed: Average the loss across microbatches.
loss = loss_mb.reduce_mean()
optimizer.step()
# smdistributed: Initialize the backend
smp.init()
# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")
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# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
if smp.local_rank() == 0:
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
smp.barrier()
# smdistributed: Shard the dataset based on data parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")
# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)
model = Net()
# smdistributed: enable tensor parallelism only for model.fc1
smp.set_tensor_parallelism(model.fc1, True)
# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = optim.AdaDelta(model.parameters(), lr=4.0)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
train(model, device, train_loader, optimizer)

テンソル並列処理によるチェックポイントの説明
- SageMaker モデルparallel ライブラリは、テンソル並列処理による部分的または完全なチェックポイント
の保存をサポートしています。次のガイドでは、テンソル並列処理を使用するときにチェックポイントを
保存およびロードするようにスクリプトを変更する方法を示しています。
1. モデルオブジェクトを用意し、ライブラリのラッパー関数でラップしま
すsmp.DistributedModel()。
model = MyModel(...)
model = smp.DistributedModel(model)

2. モデル用のオプティマイザーを準備します。モデルパラメーターのセットは、オプティマイザー関数に
必要な反復可能な引数です。モデルパラメータのセットを準備するには、次の処理を行う必要がありま
す。model.parameters()個々のモデルパラメータに固有の ID を割り当てます。
モデルパラメーターの反復可能オブジェクトに ID が重複するパラメーターがある場合、チェックポイ
ントされたオプティマイザーの状態の読み込みは失敗します。オプティマイザー用に一意の ID を持つ
モデルパラメーターの反復可能オブジェクトを作成するには、以下を参照してください。
unique_params = []
unique_params_set = set()
for p in model.parameters():
if p not in unique_params_set:
unique_params.append(p)
unique_params_set.add(p)
del unique_params_set
optimizer = MyOpt(unique_params, ...)
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3. ライブラリのラッパー関数を使用してオプティマイザーをラップしま
す。smp.DistributedOptimizer()。
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)

4. を使用してモデルとオプティマイザーの状態を保存しますsmp.save()。チェックポイントの保存方法
に応じて、次の 2 つのオプションのいずれかを選択します。
• オプション 1: それぞれに部分モデルを保存mp_rank1 つのMP_GROUP。
model_dict = model.local_state_dict() # save a partial model
opt_dict = optimizer.local_state_dict() # save a partial optimizer state
# Save the dictionaries at rdp_rank 0 as a checkpoint
if smp.rdp_rank() == 0:
smp.save(
{"model_state_dict": model_dict, "optimizer_state_dict": opt_dict},
f"/checkpoint.pt",
partial=True,
)

テンソル並列処理では、ライブラリは次の形式で指定されたチェックポイント付きファイルを保存し
ます。checkpoint.pt_{pp_rank}_{tp_rank}。

Note
テンソル並列処理では、if ステートメントを必ず次のように設定してください。if
smp.rdp_rank() == 0代わりにif smp.dp_rank() == 0。オプティマイザー状態がテ
ンソル並列処理でシャーディングされている場合、データ削減されたすべてのparallel ラン
クは、オプティマイザー状態の独自のパーティションを保存する必要があります。間違った
使用もしチェックポインティングのステートメントは、トレーニングジョブを停滞させる可
能性があります。の使用の詳細についてはif smp.dp_rank() == 0テンソル並列処理が
なければ、保存と読み込みの一般的な手順()SageMaker Python SDK のドキュメント。
• オプション 2: モデル全体を保存します。
if smp.rdp_rank() == 0:
model_dict = model.state_dict(gather_to_rank0=True) # save the full model
if smp.rank() == 0:
smp.save(
{"model_state_dict": model_dict},
"/checkpoint.pt",
partial=False,
)

Note
完全なチェックポイントについては、次の点を考慮してください。
• 設定した場合gather_to_rank0=True、以外のすべてのランク0空の辞書を返します。
• フルチェックポイントの場合、チェックポイントできるのはモデルのみです。オプティマ
イザの状態の完全なチェックポイントは現在サポートされていません。
• フルモデルは次の場所にのみ保存する必要がありますsmp.rank() == 0。
5. を使用してチェックポイントをロードしますsmp.load()。前のステップでのチェックポイントの方法
に応じて、次の 2 つのオプションのいずれかを選択します。
• オプション 1: 部分的なチェックポイントをロードします。
checkpoint = smp.load("/checkpoint.pt", partial=True)
model.load_state_dict(checkpoint["model_state_dict"], same_partition_load=False)
optimizer.load_state_dict(checkpoint["optimizer_state_dict"])
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を設定できますsame_partition_load=Trueにmodel.load_state_dict()パーティションが変
更されないことがわかっている場合は、ロードを高速化できます。
• オプション 2: チェックポイントをすべてロードします。
if smp.rdp_rank() == 0:
checkpoint = smp.load("/checkpoint.pt", partial=False)
model.load_state_dict(checkpoint["model_state_dict"])

-if smp.rdp_rank() == 0条件は必須ではありませんが、異なる場所での冗長な負荷を避けるの
に役立ちますMP_GROUPs。フルチェックポインティングオプティマイザステートディクテーションは
現在、テンソル並列処理ではサポートされていません。

ハグフェイストランスフォーマーモデルのSupport
- SageMaker モデルparallel ライブラリのテンソル並列処理オファー out-of-the-box 以下のハギングフェイ
ストランスフォーマーモデルに対応:
• GPT-2、BERT、RoberTa (で利用可能 SageMaker モデルparallel ライブラリ v1.7.0 以降)
• GPT-J (で利用可能 SageMaker モデルparallel ライブラリ v1.8.0 以降)
• GPT-Neo (で利用可能 SageMaker モデルparallel ライブラリ v1.10.0 以降)

Note
その他のトランスフォーマーモデルで
は、smdistributed.modelparallel.torch.tp_register_with_module ()テンソル並列処理を適用する
API。

Note
Hugging Face Transformer モデルのトレーニングにテンソル並列処理を使用するには、必ず
Hugging Face Deep Learning Containers を PyTorch それには SageMakerモデルparallel ライブラ
リ v1.7.0 以降 詳細については、『』を参照してください。SageMaker モデルparallel ライブラリ
リリースノート。

すぐに使える対応モデル
ライブラリですぐにサポートされている Hugging Face トランスフォーマーモデルにつ
いては、Transformer API を次のように変換するフックを手動で実装する必要はありませ
ん。smdistributedトランスレイヤー。テンソル並列処理は、コンテキストマネージャーを使用して
アクティブ化できます。smdistributed.modelparallel.torch.tensor_parallelism ()でモデルをラップする
とsmdistributed.modelparallel.torch。DistributedModel()。を使用してテンソル並列処理のフックを手動で
登録する必要はありませんsmp.tp_registerAPI。
-state_dictハギングフェイストランスフォーマーとsmdistributed.modelparallel次のようにアク
セスできます。

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2.translate_state_dict_to_hf_gpt2(st
max_seq_len=None)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2.translate_hf_state_dict_to_smdistr

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.bert.translate_state_dict_to_hf_bert(st
max_seq_len=None)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.bert.translate_hf_state_dict_to_smdistr

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta.translate_state_dict_to_hf_robe
max_seq_len=None)
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• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta.translate_hf_state_dict_to_smdi

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptj.translate_state_dict_to_hf_gptj(st
max_seq_len=None)(がががががが SageMaker モデルparallel ライブラリ v1.8.0 以降)
• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptj.translate_hf_gptj_state_dict_to_sm
ががががが SageMaker モデルparallel ライブラリ v1.8.0 以降)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptneo.translate_state_dict_to_hf_gptne
max_seq_len=None)(がががががが SageMaker モデルparallel ライブラリ v1.10.0 以降)
• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptneo.translate_hf_state_dict_to_smdis
ががががが SageMaker モデルparallel ライブラリ v1.10.0 以降)
GPT-2 変換機能の使用例
まず、次のコードに示すように、モデルをラップします。
from transformers import AutoModelForCausalLM
with smp.tensor_parallelism():
model = AutoModelForCausalLM.from_config(hf_gpt2_config)
model = smp.DistributedModel(model)

与えられたstate_dictからのDistributedModelオブジェクト、オリジナルの Hugging Face GPT-2 モ
デルにウェイトをロードするにはtranslate_state_dict_to_hf_gpt2次のコードに示すように機能し
ます。
from smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2 \
import translate_state_dict_to_hf_gpt2
max_seq_len = 1024
# [... code block for training ...]
if smp.rdp_rank() == 0:
state_dict = dist_model.state_dict()
hf_state_dict = translate_state_dict_to_hf_gpt2(state_dict, max_seq_len)
# can now call model.load_state_dict(hf_state_dict) to the original HF model

RoberTa 翻訳関数の使用例
同様に、サポートされているとすれば HuggingFace 型state_dict、がががががが
がtranslate_hf_state_dict_to_smdistributed読みやすい形式に変換する関
数smp.DistributedModel。これは、事前にトレーニングされたモデルをsmp.DistributedModelモ
デル並列微調整用:
from smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta \
import translate_state_dict_to_smdistributed
model = AutoModelForMaskedLM.from_config(roberta_config)
model = smp.DistributedModel(model)
pretrained_model = AutoModelForMaskedLM.from_pretrained("roberta-large")
translated_state_dict =
translate_state_dict_to_smdistributed(pretrained_model.state_dict())
# load the translated pretrained weights into the smp.DistributedModel
model.load_state_dict(translated_state_dict)
# start fine-tuning...
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オプティマイザステートシャーディング
オプティマイザステートシャーディングは、オプティマイザーの状態 (オプティマイザーの状態を説明す
る重みのセット) をデータparallel デバイスグループ間で分割する便利なメモリ節約手法です。ステートフ
ルオプティマイザー (Adam など) または FP16 オプティマイザー (FP16 と FP32 の両方のパラメーター
のコピーを保存する) を使用する場合は常に、オプティマイザーのステートシャーディングを使用できま
す。

オプティマイザー・ステート・シャーディングの使用方法
オンにできますオプティマイザステートシャーディングを設定するには"shard_optimizer_state":
True()modelparallelの設定
この機能をオンにすると、ライブラリはデータの並列度に基づいてモデルパラメータのセットを
分割します。に対応するグラデーションiパーティションが縮小されるのはiデータparallel ラン
ク への最初の呼び出しの終わりにsmp.stepデコレータ関数、オプティマイザがラップしたも
のsmp.DistributedOptimizerパラメータを再定義して、現在のデータparallel ランクのパーティ
ションに対応するパラメータのみに制限されるようにします。再定義されたパラメータが呼び出
されます仮想パラメータ基盤となるストレージを元のパラメータと共有します。への最初の通話中
にoptimizer.stepでは、オプティマイザの状態は、これらの再定義されたパラメータに基づいて作成さ
れます。これらのパラメータは、元のパーティションのためにシャーディングされます。オプティマイザ
の更新後、 AllGather操作 (の一部としてoptimizer.stepcall) はデータparallel ランクにわたって実行さ
れ、一貫したパラメータ状態を実現します。

Tip
オプティマイザーのステートシャーディングは、データの並列度が 1 を超え、モデルのパラメー
ターが 10 億を超える場合に役立ちます。
データの並列度は次の式で計算されます。(processes_per_host * instance_count /
pipeline_parallel_degree)、およびsmp.dp_size()関数はバックグラウンドでサイジン
グを処理します。
設定: SageMaker PyTorch 推定者
mpi_options = {
"enabled" : True,
"processes_per_host" : 8,
# 8 processes
"custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}
smp_options = {
"enabled":True,
"parameters": {
"microbatches": 4,
"pipeline_parallel_degree": 2,
"placement_strategy": "cluster",
"tensor_parallel_degree": 2,
"ddp": True,
"shard_optimizer_state": True
}
}

# alias for "partitions"
# tp over 2 devices

アダプアダプアダプアダプ PyTorch トレーニングスクリプト
「」を参照してください。アダプアダプアダプアダプ PyTorch トレーニングスクリプト (p. 2413)()テンソ
ル並列処理とパイプライン並列処理の組み合わせセクション スクリプトに追加の変更は必要ありません。

アクティベーションチェックポイント
アクティベーションチェックポイント(またはグラデーションチェックポイントリング) は、特定のレイ
ヤーのアクティベーションをクリアし、バックワードパス中に再計算することでメモリ使用量を削減する
手法です。事実上、これによって余分な計算時間がメモリ使用量の削減と引き換えになります。モジュー
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ルがチェックポイントされると、転送パスの終了時に、モジュールへの入力とモジュールからの出力はメ
モリに残ります。そのモジュール内の計算の一部であったはずの中間テンソルは、フォワードパス中に解
放されます。チェックポイントされたモジュールのバックワードパス中に、これらのテンソルが再計算さ
れます。この時点で、このチェックポイントモジュールを超えるレイヤーはバックワードパスを終了して
いるため、チェックポイントを使用した場合のピークメモリ使用量は少なくなる可能性があります。

アクティベーションチェックポイントの使用方法
とsmdistributed.modelparallelでは、モジュールの細分性でアクティベーションチェックポイント
を使用できます。すべての人にtorch.nnモジュールを除くtorch.nn.Sequentialでは、パイプライン
の並列処理の観点から、モジュールツリーが1つのパーティション内にある場合にのみチェックポイントで
きます。がの場合torch.nn.Sequentialモジュールでは、起動チェックポイントが機能するためには、
シーケンシャルモジュール内の各モジュールツリーが完全に1つのパーティション内にある必要がありま
す。手動パーティションを使用する際は、これらの制限に注意してください。
使用するバージョン自動モデル分割、次の文字で始まるパーティショニング割り当てログが表示されま
すPartition assignments:トレーニングジョブのログにあります。モジュールが複数のランクに分割
されている場合 (たとえば、ある子孫が1つのランクにあり、別の子孫が別のランクにある場合)、ライブラ
リはモジュールをチェックポイントしようとしたことを無視し、モジュールがチェックポイントされない
という警告メッセージを表示します。

Note
- SageMaker モデルparallel ライブラリはオーバーラップと非オーバーラップの両方をサポートし
ますallreduceチェックポイントとの組み合わせでの操作。

Note
PyTorchのネイティブチェックポインティングAPIには互換性がありませ
んsmdistributed.modelparallel。
例 1: 次のサンプルコードは、スクリプトにモデル定義がある場合にアクティベーションチェックポイント
を使用する方法を示しています。
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
from smdistributed.modelparallel.torch.patches.checkpoint import checkpoint
class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)
self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1)
self.fc1 = nn.Linear(9216, 128)
self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
def forward(self, x):
x = self.conv1(x)
x = self.conv2(x)
x = F.max_pool2d(x, 2)
x = torch.flatten(x, 1)
# This call of fc1 will be checkpointed
x = checkpoint(self.fc1, x)
x = self.fc2(x)
return F.log_softmax(x, 1)

例 2: 次のサンプルコードは、スクリプトにシーケンシャルモデルがある場合にアクティベーションチェッ
クポイントを使用する方法を示しています。
import torch.nn as nn
from smdistributed.modelparallel.torch.patches.checkpoint import checkpoint_sequential
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class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.seq = nn.Sequential(
nn.Conv2d(1,20,5),
nn.ReLU(),
nn.Conv2d(20,64,5),
nn.ReLU()
)
def forward(self, x):
# This call of self.seq will be checkpointed
x = checkpoint_sequential(self.seq, x)
return F.log_softmax(x, 1)

例 3: 次のサンプルコードは、次のようなライブラリからビルド済みモデルをインポートするときに
アクティベーションチェックポイントを使用する方法を示しています。 PyTorch とHugging Face
Transformer。シーケンシャルモジュールをチェックポイントするかどうかにかかわらず、次のように実行
します。
1. 次の式でモデルをラップsmp.DistributedModel()。
2. シーケンシャルレイヤーのオブジェクトを定義します。
3. シーケンシャルレイヤーオブジェクトを次の式でラップしま
す。smp.set_activation_checkpointig()。

import smdistributed.modelparallel.torch as smp
from transformers import AutoModelForCausalLM
smp.init()
model = AutoModelForCausalLM(*args, **kwargs)
model = smp.DistributedModel(model)
# Call set_activation_checkpointing API
transformer_layers = model.module.module.module.transformer.seq_layers
smp.set_activation_checkpointing(
transformer_layers, pack_args_as_tuple=True, strategy='each')

アクティベーションオフロード
アクティベーションチェックポイントとパイプラインの並列処理がオンになっていて、マイクロバッチの
数が 1 より多い場合、アクティベーションオフロードメモリ使用量をさらに削減できる追加機能です。ア
クティベーションオフロードは、CPU で現在実行されていないマイクロバッチに対応するチェックポイン
トアクティベーションを非同期で移動します。GPUがマイクロバッチのバックワードパスのアクティベー
ションを必要とする直前に、この機能はオフロードされたアクティベーションをCPUからプリフェッチし
ます。

アクティベーションオフロードの使用方法
次の場合にアクティベーションオフロードを使用してメモリ使用量を減らしてくださいマイクロバッチの
数が 1 を超えていて、アクティベーションチェックポイントがオンになっている「」を参照してくださ
いアクティベーションチェックポイント (p. 2419)). アクティベーションチェックポイントを使用しない場
合、アクティベーションオフロードは効果がありません。1つのマイクロバッチのみで使用すると、メモリ
の節約にはなりません。
アクティベーションオフロードを使用するには、"offload_activations":
True()modelparallelの設定
アクティベーションオフロードはチェックポイントされたアクティベーションを移動しま
すnn.Sequentialモジュールを CPU に非同期で接続します。PCIe リンク経由のデータ転送は GPU 計
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算と重複します。オフロードは、特定のチェックポイントレイヤーのフォワードパスが計算されるとすぐ
に実行されます。アクティベーションは、特定のマイクロバッチのバックワードパスに必要な直前にGPU
に再度ロードされます。CPU-GPU間の転送も同様に計算と重複します。
アクティベーションがどのくらい早く GPU に読み込まれるかを調整するには、構成パラメーターを使用
できます。"activation_loading_horizon"(デフォルトは 4 に設定されています。int0 より大き
い)。アクティベーションのロード期間を大きくすると、アクティベーションが早く GPU に再度ロードさ
れてしまいます。範囲が大きすぎると、アクティベーションのオフロードによるメモリ節約効果が減少す
る可能性があります。範囲が小さすぎると、アクティベーションが時間内に読み込まれず、オーバーラッ
プの量が減り、パフォーマンスが低下する可能性があります。

Tip
アクティベーションオフロードは、1000億を超えるパラメータを持つ大規模なモデルに役立ちま
す。
設定: SageMaker PyTorch 推定者
mpi_options = {
"enabled" : True,
"processes_per_host" : 8,
# 8 processes
"custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}
smp_options = {
"enabled":True,
"parameters": {
"microbatches": 4,
"pipeline_parallel_degree": 2,
"placement_strategy": "cluster",
"tensor_parallel_degree": 2,
"ddp": True,
"offload_activations": True,
"activation_loading_horizon": 4
}
}

# alias for "partitions"
# tp over 2 devices
# optional. default is 4.

ランクのメカニズム
このセクションでは、モデル並列処理のランキングメカニズムがテンソル並列処理でどのように機能する
かを説明します。これはから拡張されますランクの基本にとってSageMaker モデル並列ライブラリのコ
ア機能 (p. 2385)。テンソル並列処理により、ライブラリには次の 3 種類のランク付けおよびプロセスグ
ループ API が導入されています。smp.tp_rank()テンソルのparallel ランクの場合、smp.pp_rank()パ
イプラインparallel ランク用、smp.rdp_rank()データ削減パラparallel ランク用。対応する通信プロセス
グループはテンソルparallel グループ（TP_GROUP）、パイプラインparallel グループ（PP_GROUP)、およ
び削減データparallel グループ (RDP_GROUP). これらのグループは次のように定義されています。
• あるテンソルparallel グループ(TP_GROUP) はデータparallel グループの均等に割り切れるサブセッ
トで、その上でモジュールのテンソルparallel 分散が行われます。パイプラインの並列度が1の場
合、TP_GROUPがががと同じですparallel グループのモデル(MP_GROUP).
• あるパイプラインparallel グループ(PP_GROUP) は、パイプラインの並列処理が行われるプロセスのグ
ループです。テンソルの並列度が1の場合、PP_GROUPがががと同じですMP_GROUP。
• あるデータ削減parallel グループ(RDP_GROUP) は、同じパイプライン並列パーティションと同じテンソ
ル並列パーティションの両方を保持し、それらの間でデータparallel 処理を実行するプロセスのセット
です。これは、データparallel グループ全体のサブセットであるため、縮小データ並列グループと呼ばれ
ます。DP_GROUP。内部に分布しているモデルパラメータについてTP_GROUP、勾配allreduce演算は
データ削減されたparallel グループに対してのみ実行され、分散されていないパラメータでは勾配が実行
されますallreduce全体にわたって行われるDP_GROUP。
• モデルparallel グループ (MP_GROUP) は、モデル全体をまとめて保存するプロセスのグループを指しま
す。の組合で構成されていますPP_GROUPにあるすべてのランクのsTP_GROUP現在のプロセスの。テ
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ンソルの並列度が1の場合、MP_GROUPががと同等ですPP_GROUP。また、既存の定義と一致していま
す。MP_GROUP前回からsmdistributedがリリース 現在のことに注意してくださいTP_GROUP現在の
両方のサブセットですDP_GROUPそして最新のMP_GROUP。
コミュニケーションプロセス API の詳細については、 SageMaker 分散モデル並列処理ライブラリ。一般
的なAPIそしてPyTorch-固有の API()SageMaker Python SDK のドキュメント。

This figure shows ranking mechanism, parameter distribution, and associated AllReduce operations of
tensor parallelism.
たとえば、テンソルの並列度が 2、パイプラインの並列度が 2、データの並列度が 4 の GPU が 1 つのノー
ドのプロセスグループについて考えてみましょう。前の図の中央上部は、4つのレイヤーからなるモデル
の例を示しています。図の左下と右下の部分は、パイプライン並列処理とテンソル並列処理の両方を使用
して4つのGPUに分散された4層モデルを示しています。中央の2層にはテンソル並列処理が使用されてい
ます。下の2つの図は、異なるグループの境界線を示すための単純なコピーです。分割モデルは、GPU 0
～ 3 と 4 ～ 7 にわたってデータを並列処理するために複製されます。左下の図は、の定義を示していま
すMP_GROUP,PP_GROUP、およびTP_GROUP。右下の図はRDP_GROUP,DP_GROUP、およびWORLD同じGPU
セット上で。同じ色のレイヤーとレイヤースライスのグラデーションは次のとおりです。allreduced
を一緒にしてデータ並列処理を行います。たとえば、最初のレイヤー（水色）はallreduceオペレー
ション全体DP_GROUP、一方、第2レイヤーの濃いオレンジのスライスはallreduce内のオペレーショ
ンRDP_GROUPそのプロセスの。太字の濃い赤色の矢印は、テンソルとその全体のバッチを表していま
すTP_GROUP。
GPU0:
GPU1:
GPU2:
GPU3:
GPU4:

pp_rank
pp_rank
pp_rank
pp_rank
pp_rank

0,
1,
0,
1,
0,

tp_rank
tp_rank
tp_rank
tp_rank
tp_rank

0,
0,
1,
1,
0,

rdp_rank
rdp_rank
rdp_rank
rdp_rank
rdp_rank

0,
0,
0,
0,
1,

dp_rank
dp_rank
dp_rank
dp_rank
dp_rank
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GPU5: pp_rank 1, tp_rank 0, rdp_rank 1, dp_rank 2, mp_rank 1
GPU6: pp_rank 0, tp_rank 1, rdp_rank 1, dp_rank 3, mp_rank 2
GPU7: pp_rank 1, tp_rank 1, rdp_rank 1, dp_rank 3, mp_rank 3

この例では、パイプラインの並列処理は GPU ペア (0,1)、(2,3)、(4,5)、(6,7) で発生します。さらに、
データ並列処理（allreduce）は、GPU 0、2、4、6にまたがり、GPU 1、3、5、7上で独立して発生し
ます。テンソルの並列処理は次のサブセットで発生しますDP_GROUPs、GPUのペア（0,2）、（1,3）、
（4,6）と（5,7）。

モデル並列処理による FP16 トレーニング
FP16 トレーニングでは、トレーニングスクリプトと見積もりに次の変更を適用します。

Note
この機能は SageMaker モデルparallel ライブラリ v1.10.0 以降
アダプアダプアダプアダプ PyTorch トレーニングスクリプト
1. を使用してモデルをラップしますsmdistributed.modelparallel.torch.model_creation ()コンテキストマ
ネージャ。
# fp16_training_script.py
import torch
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
with smp.model_creation(
dtype=torch.float16 if args.fp16 else torch.get_default_dtype()
):
model = ...

Tip
テンソル並列処理を使用している場合は、tensor_parallelism=smp.tp_size() >
1にsmp.model_creationコンテキストマネージャ。この行を追加すると、テンソル並列処理
が有効になっているかどうかを自動的に検出するのにも役立ちます。
with smp.model_creation(
... ,
tensor_parallelism=smp.tp_size() > 1
):
model = ...

2. オプティマイザを次のようにラップする
とsmdistributed.modelparallel.torch.DistributedOptimizer、どちらかを
設定しますstatic_loss_scalingまたはdynamic_loss_scaling引数。デフォルトで
は、static_loss_scalingをに設定します1.0、およびdynamic_loss_scalingをに設定しま
すFalse。設定した場合dynamic_loss_scale=True、動的損失スケーリングオプションをディク
ショナリとしてフィードできますdynamic_loss_args引数。ほとんどの場合、デフォルトオプション
を使用した動的損失スケーリングの使用をお勧めします。オプティマイザーラッパー関数の詳細、オプ
ション、例については、smdistributed.modelparallel.torch。DistributedOptimizerAPI。
次のコードはラッピングの例ですAdadeltaFP16トレーニング用の動的損失スケーリングを備えたオプ
ティマイザーオブジェクト。
optimizer = torch.optim.Adadelta(...)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(
optimizer,
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static_loss_scale=None,
dynamic_loss_scale=True,
dynamic_loss_args={
"scale_window": 1000,
"min_scale": 1,
"delayed_shift": 2
}

)

設定: SageMaker PyTorch 推定者
FP16 パラメータを追加します ("fp16") を作成する際のモデル並列処理用のディストリビューション構成
へ SageMaker PyTorch Estimator オブジェクト。モデル並列処理の構成パラメータの詳細なリストについ
ては、のパラメーターsmdistributed。
from sagemaker.pytorch import PyTorch
smp_options = {
"enabled": True,
"parameters": {
"microbatches": 4,
"pipeline_parallel_degree": 2,
"tensor_parallel_degree": 2,
...,

}

}

"fp16": True

fp16_estimator = PyTorch(
entry_point="fp16_training_script.py", # Specify your train script
...,

)

distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": {...}
}

fp16_estimator.fit(...)

FP16トレーニングが開始されると、モデルとオプティマイザは次のようにラップされま
すFP16_ModuleそしてFP16_Optimizerそれぞれ、修正されていますsmdistributedのバージョ
ンApex。FP16_Moduleモデルを FP16 dtype に変換し、FP16 のフォワードパスを処理します。

Tip
グラデーションクリッピングを適用するには、clip_master_grads前optimizer.step。
optimizer.clip_master_grads(max_norm)
gradients

# max_norm(float or int): max norm of the

Tip
使用するバージョンtorch.optim.lr_schedulerそしてFP16トレーニング、合格する必要が
ありますoptimizer.optimizerオプティマイザではなく LR スケジューラに。次のコード例を
参照してください。
from torch.optim.lr_scheduler import StepLR
scheduler = StepLR(
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)

optimizer.optimizer if smp.state.cfg.fp16 else optimizer,
step_size=1,
gamma=args.gamma

分散モデルとオプティマイザーの状態のチェックポイント
- SageMaker モデルparallel ライブラリは、分散モデルとオプティマイザーの状態を保存およびロードする
ためのチェックポイント API を提供します。

Note
この機能は SageMaker モデルparallel ライブラリ v1.10.0 以降
モデル並列処理でトレーニングしたモデルのチェックポイントを保存するに
は、smdistributed.modelparallel.torch.save_checkpoint部分チェックポイント付きの API
(partial=True) を使用すると、各モデルパーティションが個別に保存されます。モデルとオプティマイ
ザーの状態に加えて、追加のカスタムデータをuser_content引数。チェックポイントモデル、オプティ
マイザー、ユーザーコンテンツは別々のファイルとして保存されます。-save_checkpointAPI 呼び出し
により、以下の構造でチェックポイントフォルダーが作成されます。
- path
- ${tag}_partial (folder for partial checkpoints)
- model_rankinfo.pt
- optimizer_rankinfo.pt
- fp16_states_rankinfo.pt
- user_content.pt
- $tag (checkpoint file for full checkpoints)
- user_content_$tag (user_content file for full checkpoints)
- newest (a file that indicates the newest checkpoint)

チェックポイントからトレーニングを再開するに
は、smdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpointAPI
とpartial=Trueチェックポイントディレクトリと、チェックポイントの保存時に使用したタグを使用し
ます。モデルウェイトの実際の読み込みは、モデルの分割後、初回の実行時に発生することに注意してく
ださい。smdistributed.modelparallel.torch.step-装飾されたトレーニングステップ機能。
部分チェックポイントを保存すると、ライブラリはモデルパーティションの決定を次のファイルに保存し
ます。.ptファイル拡張子。逆に、部分チェックポイントから再開すると、ライブラリはパーティション
決定ファイルをまとめてロードします。パーティション決定がロードされると、パーティションを変更す
ることはできません。
最終的なモデルアーティファクトを推論目的で保存するに
は、smdistributed.modelparallel.torch.save_checkpointAPI とpartial=Falseは、モデル
分割を組み合わせて 1 つのモデルアーティファクトを作成します。これはオプティマイザーの状態を結合
するものではないことに注意してください。
完全なモデルチェックポイントが与えられれば、特定の重みでトレーニングを初期化するに
は、smdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpointAPI とpartial=False。
これはオプティマイザーの状態をロードしないことに注意してください。

Note
テンソル並列処理では、一般的にstate_dict元のモデル実装
とDistributedModel実装。必要に応じて、state_dictへの引数としての翻訳関
数smdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpoint。ただし、the
section called “すぐに使える対応モデル” (p. 2417)では、ライブラリがこの翻訳を自動的に処理し
ます。
次のコードは、チェックポイント API を使用してモデル並列処理でトレーニングされたモデルを保存およ
びロードする方法の例を示しています。
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import smdistributed.modelparallel.torch as smp
model = ...
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = ...
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
user_content = ...
# additional custom data
checkpoint_path = "/opt/ml/checkpoint/model_parallel"
# Save a checkpoint.
smp.save_checkpoint(
path=checkpoint_path,
tag=f"total_steps{total_steps}",
partial=True,
model=model,
optimizer=optimizer,
user_content=user_content
num_kept_partial_checkpoints=5
)
# Load a checkpoint.
# This automatically loads the most recently saved checkpoint.
smp_checkpoint = smp.resume_from_checkpoint(path=checkpoint_path, partial=True)

Sharded Data Parallelism
シャーディングされたデータの並列処理は、モデルのトレーニング状態 (モデルパラメーター、勾配、オ
プティマイザー状態) をデータparallel グループ内の GPU に分割する、メモリを節約する分散型トレーニ
ング手法です。

Note
この機能は SageMaker モデルparallel ライブラリ v1.11.0 以降
トレーニングジョブを大規模な GPU クラスターにスケールアップする場合、トレーニング状態を複数の
GPU に分散することで、モデルの GPU あたりのメモリ使用量を減らすことができます。これには 2 つの
メリットがあります。1 つは、標準のデータ並列処理ではメモリが不足するような大規模なモデルに対応
できること、もう 1 つは GPU メモリを解放してバッチサイズを増やすことができることです。
標準のデータ並列化手法は、データparallel グループ内の GPU 全体にトレーニング状態を複製し、以下
に基づいて勾配集計を実行します。AllReduce操作 シャードデータ並列処理は、オプティマイザー状態
のシャード化を考慮して、標準のデータ並列分散トレーニング手順を変更します。モデルとオプティマイ
ザーの状態がシャーディングされるランクのグループを a と呼びますシャーディング。シャーディングさ
れたデータ並列処理手法は、モデルのトレーニング可能なパラメーターと、対応する勾配とオプティマイ
ザーの状態を GPU 全体にシャーディングします。シャーディング。
SageMaker は、MICの実装を通じてシャーディングされたデータ並列処理を実装します。これについて
はAWSブログ投稿巨大モデルトレーニングのほぼ線形のスケーリングAWS。この実装では、シャーディ
ング度を設定可能なパラメータとして設定できます。このパラメータは、データの並列度よりも小さく
なければなりません。順方向と逆方向のパスのたびに、MIC は次の GPU を介してすべての GPU のモデ
ルパラメータを一時的に再結合します。AllGather操作 各レイヤーのフォワードパスまたはバックワー
ドパスの後、MIC はパラメーターを再度シャーディングして GPU メモリを節約します。バックワードパ
ス中、MICは勾配を減らし、同時にそれらをGPU間でシャードしますReduceScatter操作 最後に、MIC
は、オプティマイザステートのローカルシャードを使用して、ローカルリダクショングラデーションと
シャーディンググラデーションを対応するローカルパラメータシャードに適用します。通信オーバーヘッ
ドを減らすには、 SageMaker モデルparallel ライブラリは、フォワードパスまたはバックワードパスで次
のレイヤーをプリフェッチし、ネットワーク通信と計算をオーバーラップさせます。
モデルのトレーニング状態は、シャーディンググループ全体で複製されます。つまり、パラメータにグラ
デーションを適用する前に、AllReduce操作は、シャーディンググループ全体で行われる必要がありま
す。ReduceScatterシャーディンググループ内で行われる操作。
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事実上、シャーディングされたデータの並列処理は、通信オーバーヘッドと GPU メモリ効率との間にト
レードオフをもたらします。シャードデータ並列処理を使用すると通信コストが増加しますが、GPU あた
りのメモリフットプリント (アクティベーションによるメモリ使用量を除く) はシャードデータの並列処理
度で割られるため、より大きなモデルを GPU クラスターに収めることができます。
選択したシャーディングされたデータの並列度は、データの並列度を均等に分割する必要があります。た
とえば、8ウェイのデータ並列処理ジョブでは、シャーディングされたデータの並列度として2、4、また
は8を選択します。シャーディングされたデータの並列度を選択する際には、小さい数値から始めて、モデ
ルが目的のバッチサイズでメモリに収まるまで徐々に増やすことをお勧めします。
トピック
• シャードデータ並列処理をトレーニングJob に適用する方法 (p. 2428)
• シャーディングデータ並列処理による混合精度トレーニング (p. 2429)
• シャードデータ並列処理を使用する際のヒントと考慮事項 (p. 2430)

シャードデータ並列処理をトレーニングJob に適用する方法
シャーディングデータ並列処理を使用するには、トレーニングスクリプトと推定器に次の変更を適用しま
す。
アダプアダプアダプアダプ PyTorch トレーニングスクリプト
の手順に従いますステップ 1: の変更 PyTorchトレーニングスクリプト (p. 2396)モデルとオプティマイ
ザーオブジェクトをsmdistributed.modelparallel.torchのラッパーtorch.nn.parallelそし
てtorch.distributedモジュール
設定: SageMaker PyTorch 推定者
構成の一部として SageMaker PyTorch 推定器the section called “ステップ 2: トレーニングJob を起動す
る” (p. 2402)に、シャーディングデータ並列処理のパラメータを追加します。
シャーディングデータの並列処理を有効にするには、sharded_data_parallel_degreeがのパラメー
タに SageMaker PyTorch推定器 このパラメータは、トレーニングステートをシャーディングする GPU の
数を指定します。の価値sharded_data_parallel_degreeは 1 からデータの並列度までの整数でなけ
ればならず、データの並列度を均等に割る必要があります。ライブラリはGPUの数を自動的に検出するた
め、データのparallel 度が検出されることに注意してください。シャーディングデータ並列処理の構成には
次の追加パラメータを利用できます。
• "sdp_reduce_bucket_size" (整数、デフォルト:5e8)— がのサイズを指定しますPyTorch DDP
Gradient バケットデフォルトの dtype の要素数で表されます。
• "sdp_param_persistence_threshold" (整数、デフォルト:1e6)— 各 GPU で保持できる要素数で
パラメーターテンソルのサイズを指定します。シャーディングデータ並列処理は、各パラメーターテン
ソルをデータparallel グループの GPU に分割します。パラメータテンソルの要素数がこの閾値より少な
い場合、パラメータテンソルは分割されません。パラメータテンソルはデータ並列 GPU 間で複製され
るため、通信オーバーヘッドを減らすのに役立ちます。
• "sdp_max_live_parameters" (整数、デフォルト:1e9)— フォワードパスとバックワードパス中に同
時に再結合トレーニング状態になることができるパラメータの最大数を指定します。でパラメータを取
得AllGatherアクティブなパラメータの数が指定されたしきい値に達すると、操作は一時停止します。
このパラメータを増やすと、メモリ使用量が増えることに注意してください。
• "sdp_hierarchical_allgather" (ブール、デフォルト:True)— に設定されている場
合True、AllGatherオペレーションは階層的に実行されます。最初に各ノード内で実行され、次に
ノード間で実行されます。マルチノード分散型トレーニングジョブの場合、階層的AllGather操作は自
動的に起動されます。
• "sdp_gradient_clipping" (フロート、デフォルト:1.0)-勾配のL2ノルムをモデルパラメータに逆方
向に伝播する前に、勾配クリッピングの閾値を指定します。シャーディングされたデータの並列処理が
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アクティブになると、グラデーションクリッピングも有効になります。デフォルトのしきい値は1.0。
グラデーションの爆発の問題がある場合は、このパラメータを調整してください。
次のコードは、シャードデータの並列処理を設定する方法の例を示しています。
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
smp_options = {
"enabled": True,
"parameters": {
# "pipeline_parallel_degree": 1,
# Optional,
# "tensor_parallel_degree": 1,
# Optional,
"ddp": True,
# parameters for sharded data parallelism
"sharded_data_parallel_degree": 2,
parallelism
"sdp_reduce_bucket_size": int(5e8),
"sdp_param_persistence_threshold": int(1e6),
"sdp_max_live_parameters": int(1e9),
"sdp_hierarchical_allgather": True,
"sdp_gradient_clipping": 1.0
}
}
mpi_options = {
"enabled" : True,
"processes_per_host" : 8
}

default is 1
default is 1
# Add this to activate sharded data
#
#
#
#
#

Optional
Optional
Optional
Optional
Optional

# Required
# Required

smp_estimator = PyTorch(
entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.16xlarge',
framework_version='1.12.0',
py_version='pyxy',
distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="sharded-data-parallel-job"
)
smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

シャーディングデータ並列処理による混合精度トレーニング
半精度浮動小数点数とシャーディングデータ並列処理により GPU メモリをさらに節約するには、16 ビッ
ト浮動小数点形式 (FP16) を有効にするか、脳浮動小数点形式（BF16）分散トレーニング構成にパラメー
タを1つ追加します。

Note
1 つのトレーニングジョブで両方のデータタイプをアクティブ化することはできません。fp16そ
してbf16パラメータは相互に排他的です。
シャーディングデータ並列処理による FP16 トレーニング用
シャーディングデータ並列処理で FP16 トレーニングを実行するには、"fp16":
True"にsmp_options構成ディクショナリ トレーニングスクリプトでは、静的損失スケーリングオプ
ションと動的損失スケーリングオプションのどちらかを選択できますsmp.DistributedOptimizerモ
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ジュール 詳細については、「the section called “モデル並列処理による FP16 トレーニング” (p. 2424)」を
参照してください。
smp_options = {
"enabled": True,
"parameters": {
"ddp": True,
"sharded_data_parallel_degree": 2,
"fp16": True
}
}

シャーディングデータ並列処理による BF16 トレーニング用
のシャーディングデータ並列処理機能 SageMaker BF16 データ型でのトレーニングをサポートしま
す。BF16 データ型は 8 ビットを使用して浮動小数点数の指数を表し、FP16 データ型は 5 ビットを使用
します。指数の 8 ビットを保持することで、32 ビットの単精度浮動小数点 (FP32) 数の指数表現を同じに
保つことができます。これにより、FP32 と BF16 間の変換がより簡単になり、FP16 トレーニングで頻繁
に発生するオーバーフローやアンダーフローの問題が発生しにくくなります。特に、大規模なモデルをト
レーニングする場合です。どちらのデータ型も合計で 16 ビットを使用しますが、BF16 形式の指数の表現
範囲が大きくなると、精度が低下します。大規模なモデルをトレーニングする場合、この精度の低下は、
射程とトレーニングの安定性にとって許容できるトレードオフと見なされることがよくあります。

Note
現在、BF16 トレーニングは、シャードデータの並列処理がアクティブになっている場合にのみ機
能します。
シャーディングデータ並列処理で BF16 トレーニングを実行するには、"bf16":
Trueにsmp_options構成ディクショナリ
smp_options = {
"enabled": True,
"parameters": {
"ddp": True,
"sharded_data_parallel_degree": 2,
"bf16": True
}
}

シャードデータ並列処理を使用する際のヒントと考慮事項
を使用する際は、以下を考慮します SageMaker モデルparallel ライブラリのシャードデータ並列処理。
• シャーディングデータ並列処理は FP16 トレーニングと互換性があります。FP16 トレーニングを実行す
るには、the section called “モデル並列処理による FP16 トレーニング” (p. 2424)。
• 現在、シャードデータの並列処理には対応していませんテンソル並列処理 (p. 2408),パイプラインの並
列処理 (p. 2377)、およびオプティマイザステートシャーディング (p. 2419)。シャーディングされた
データの並列処理を有効にするには、テンソルとパイプラインの並列度を 1 に設定し、オプティマイザ
ステートのシャーディングをオフにします。
-アクティベーションチェックポイント (p. 2419)そしてアクティベーションオフロード (p. 2421)機能は
シャードデータ並列処理と互換性があります。
• シャーディングデータ並列処理を勾配累積とともに使用するに
は、backward_passes_per_stepモデルをラップする際の累積ステップ数への引
数smdistributed.modelparallel.torch.DistributedModelモジュール これにより、グラデー
ションがAllReduceモデルレプリケーショングループ（シャーディンググループ）全体の操作は、勾配
蓄積の境界で行われます。
• ライブラリのチェックポイント API を使用して、シャードデータ並列処理で学習させたモデルをチェッ
クポイントできます。smp.save_checkpointそしてsmp.resume_from_checkpoint。詳細につい
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ては、「the section called “分散モデルとオプティマイザーの状態のチェックポイント” (p. 2426)」を参
照してください。
• の行動delayed_parameter_initializationシャードデータ並列処理下での設定パラメータの変
更。これら 2 つの機能を同時にオンにすると、パラメーターはパラメーターの初期化を遅らせること
なく、シャード方式でモデル作成時にただちに初期化されるため、各ランクが独自のパラメーターの
シャードを初期化して格納します。
• シャーディングされたデータの並列処理がアクティブになると、ライブラリは内部でグラデーションク
リッピングを実行します。optimizer.step()コールが実行されます。次のようなユーティリティAPI
をグラデーションクリッピングに使用する必要はありませんtorch.nn.utils.clip_grad_norm_ ()。グラデー
ションクリッピングの閾値を調整するには、sdp_gradient_clippingを構築するときの分布パラメー
タ設定のパラメータ SageMaker PyTorch 推定器、以下に示すようにthe section called “シャードデータ
並列処理をトレーニングJob に適用する方法” (p. 2428)セクション

SageMaker 分散モデル並列ベストプラクティス
SageMaker モデル並列ライブラリで分散トレーニングジョブを実行する場合は、次のガイドラインに従っ
てください。

特定のモデルに適切なコンフィギュレーションを設定する
モデルをスケールアップするときは、次のリストを順番に移動することをお勧めします。各リスト項目で
は、ライブラリのテクニックを使用する利点と、発生する可能性のあるトレードオフについて説明しま
す。

Tip
ライブラリの特徴のサブセットを使用してモデルがうまく適合できる場合、モデルの並列処理や
メモリ節約機能をさらに追加しても、通常はパフォーマンスが向上しません。

大規模な GPU インスタンスタイプの使用
• モデルの並列化の領域では、複数の GPU にまたがるモデルのパーティショニングなど、モデルの並列
処理によるオーバーヘッドを処理するために、大規模な GPU メモリを持つ強力なインスタンスを使用
することをお勧めします。の使用をお勧めしますml.p4dまたはml.p3dn大規模な DL モデルをトレー
ニングするためのインスタンス。これらのインスタンスには Elastic Fabric Adapter (EFA) も装備され
ており、ネットワーク帯域幅が向上し、モデルの並列処理による大規模なトレーニングが可能になりま
す。

シャーディングオプティマイザの状態
• シャーディングオプティマイザの状態の影響は、データ並列ランクの数によって異なります。通常、
データの並列性（コンピュートノードのサイズに比例する）が高いほど、メモリ使用量の効率が向上し
ます。
クラスターをダウンサイズする場合は、オプティマイザの状態シャーディングの構成を確認してくださ
い。たとえば、16 の GPU を持つノードに収まるオプティマイザ状態シャーディングを持つ大規模な
DL モデルは、オプティマイザの状態をシャードするための十分な GPU がないため、8 つの GPU を持
つノードには適合しません。
詳細については、「オプティマイザステートシャーディング (p. 2419)」を参照してください。

アクティベーションチェックポイント
• モジュールのグループに対してアクティブ化チェックポイントを使用することにより、メモリ効
率を向上させることができます。モジュールをグループ化すればするほど、メモリ使用量が効率
的になります。レイヤのシーケンシャルモジュールをチェックポイントする場合、strategyの引
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数smp.set_activation_checkpointing関数は、チェックポイントのためにレイヤーをグループ化
します。たとえば、チェックポイントのために複数のレイヤーをグループ化すると、一度に 1 つのレイ
ヤーをチェックポイントするよりもメモリ効率が高くなります。これにより、メモリ使用量が減少する
ため、計算時間が余分になります。
詳細については、「アクティベーションチェックポイント (p. 2419)」を参照してください。

テンソル並列処理
n

• テンソル並列度の度合いは、2の累乗でなければならない (2, 4, 8,..., 2 )。ここで、最大次数はノードあ
たりの GPU の数と等しくなければならない。たとえば、8 つの GPU を持つノードを使用する場合、テ
ンソル並列度の度数は 2、4、8 です。テンソル並列度の度合いには、任意の数値 (3、5、6、7 など) を
推奨しません。複数のノードを使用する場合、テンソルの並列性の度合いを誤って構成すると、ノード
間でテンソル並列性が実行されることがあります。これにより、ノード間のアクティベーションの通信
による大きなオーバーヘッドが増え、計算コストが高くなる可能性があります。
詳細については、「テンソル並列処理 (p. 2408)」を参照してください。

ノード間でのパイプラインの並列処理
• パイプラインの並列処理は、1 つのノード内と複数のノードの両方で実行できます。テンソル並列処理
と組み合わせてパイプラインの並列処理を使用する場合は、複数のノード間でパイプラインの並列処理
を実行し、テンソル並列性を個々のノード内に保持することをお勧めします。
• パイプラインの並列処理には、次の 3 つのノブがあります。microbatches,active_microbatches,
およびprescaled_batch。
• テンソル並列性をパイプラインの並列処理で使用する場合は、prescaled_batchこれにより、効率
的なパイプライン化のために、モデルの並列グループあたりのバッチサイズを増やすことができま
す。とprescaled_batchアクティブにすると、トレーニングスクリプトで設定されたバッチサイズ
がtp_size各ランクに設定されたバッチサイズを乗算します。prescaled_batch。
• の数を増やすmicrobatches効率的なパイプライン処理とパフォーマンスの向上を支援します。有効
なマイクロバッチサイズは、バッチサイズをマイクロバッチ数で割った値であることに注意してくだ
さい。バッチサイズを一定に保ちながらマイクロバッチの数を増やすと、各マイクロバッチで処理さ
れるサンプルが少なくなります。
• の数active_microbatchesパイプライン処理中に同時に処理されるマイクロバッチの最大数です。
処理中のアクティブなマイクロバッチごとに、そのアクティベーションとグラデーションが GPU メ
モリを占有します。したがって、増加active_microbatchesより多くのGPUメモリを消費します。
• GPU と GPU の両方のメモリが十分に活用されていない場合は、active_microbatchesパイプライン
処理中の並列化を改善する。
• パイプライン並列処理でテンソル並列を使用する方法の詳細については、「」を参照してください。テ
ンソル並列処理とパイプライン並列処理の組み合わせ (p. 2413)。
• 前述のパラメータの説明については、を参照してください。のパラメー
タsmdistributedのSageMaker Python SDK ドキュメント。

アクティブ化を CPU にオフロードする
• アクティブ化のチェックポイントとパイプラインの並列処理と組み合わせて使用してください。オフ
ロードとプリロードがバックグラウンドで確実に行われるようにするには、microbatches パラメーター
に 1 より大きい値を指定します。
• アクティベーションをオフロードすると、増加する可能性があります。active_microbatchesまた、
マイクロバッチの総数と一致することもある。これは、チェックポイントされているモジュールと、モ
デルのパーティション化方法によって異なります。
詳細については、「アクティベーションオフロード (p. 2421)」を参照してください。
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設定リファレンス
SageMaker 分散モデル並列トレーニングチームは、GPT-2 モデル、シーケンス長 512、ボキャブラリーサ
イズ 50,000 での実験に基づいて、以下の基準点を提供します。
モデルパラ インスタン パイプライ テンソル並 オプティマ アクティ
事前スケー バッチサイ
メータの数 スタイプ
ンの並列処 列処理
イザの状態 ベーション ルバッチ
ズ
理
シャーディ チェックポ
ング
イント
10 億

1
16ml.p4d.24xlarge

4

True

各変圧器層 True

batch_size=40

300 億

1
16ml.p4d.24xlarge

8

True

各変圧器層 True

batch_size=32

60 億

2
32ml.p4d.24xlarge

8

True

各変圧器層 True

batch_size=56,
microbatches=4,
active_microbatches

前の構成から外挿して、モデルコンフィギュレーションの GPU メモリ使用量を推定できます。たとえ
ば、10 億パラメーターモデルのシーケンス長を増やしたり、モデルのサイズを 200 億に増やす場合は、
まずバッチサイズを小さくすることができます。それでもモデルが適合しない場合は、テンソル並列度の
度合いを上げてみてください。

トレーニングスクリプトの変更
• SageMaker モデル並列ライブラリの機能をトレーニングスクリプトで使用する前に、SageMaker 分散
モデル並列構成のヒントと落とし穴 (p. 2434)。
• トレーニングジョブを迅速に開始するには、SageMaker ローカルモード。これにより、SageMaker
ノートブックインスタンスでローカルでトレーニングジョブをすばやく実行できます。SageMaker ノー
トブックインスタンスが実行されている ML インスタンスのスケールによっては、非表示の幅、トラン
スレイヤー数、注意ヘッドなどのモデル構成を変更して、モデルのサイズを調整する必要がある場合
があります。大規模なクラスタを使用してフルモデルのトレーニングを行う前に、縮小モデルがノート
ブックインスタンスで正常に動作しているかどうかを検証します。

SageMaker コンソールと Amazon CloudWatch を使用したトレーニングJob モニ
タリングとログ記録
CPU メモリ使用率、GPU メモリ使用率、GPU 使用率などのシステムレベルのメトリックを監視するに
は、SageMaker コンソール。
1. 左側のナビゲーションペインで [] を選択します。トレーニング。
2. [トレーニングジョブ] を選択します。
3. メインペインで、詳細を表示するトレーニングジョブ名を選択します。
4. メインペインを参照して、監視セクションを参照して、自動ビジュアライゼーションを確認します。
5. トレーニングジョブログを表示するには、ログを表示するの監視セクション。CloudWatch でトレー
ニングジョブの分散トレーニングジョブログにアクセスできます。マルチノード分散トレーニン
グを開始した場合は、次の形式のタグを含む複数のログストリームが表示されるはずです。algon-1234567890。-algo-1ログストリームは、メイン (0 番目) ノードからのトレーニングログを追跡しま
す。
詳細については、「Amazon を使用してトレーニングジョブのモニタリングと分析を行う CloudWatchメ
トリクス (p. 2531)」を参照してください。
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許可
SageMaker トレーニングジョブをモデルの並列処理で実行するにはSageMaker 分散トレーニング例ノー
トブックで、IAM ロールに次のような適切なアクセス権限があることを確認します。
• を使用するにはFSx for Lustre、追加AmazonFSxFullAccess。
• Amazon S3 をデータチャネルとして使用するには、AmazonS3FullAccess。
• Docker を使用するには、独自のコンテナを構築して Amazon ECR にプッシュするに
は、AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess。
• SageMaker 機能のスイート全体を使用するためのフルアクセス権を付与するに
は、AmazonSageMakerFullAccess。

SageMaker 分散モデル並列構成のヒントと落とし穴
Amazon SageMaker の分散モデル並列ライブラリを使う前に、次のヒントと落とし穴を確認してくださ
い。このリストには、すべてのフレームワークに通じるヒントが含まれています。TensorFlow と PyTorch
固有のヒントについては、それぞれ「の変更 TensorFlow トレーニングスクリプト (p. 2390)」と「の変更
PyTorch トレーニングスクリプト (p. 2396)」を参照してください。

バッチサイズとマイクロバッチ数
• このライブラリは、バッチサイズを増やすと非常に効率的になります。モデルが 1 つのデバイス内に収
まるが、小さなバッチサイズでしかトレーニングできないユースケースの場合、ライブラリの統合後に
バッチサイズを増やすことができ、また、そのようにしてください。モデル並列処理は大規模モデルに
対するメモリを節約するので、以前はメモリに収まらなかったバッチサイズを使ってトレーニングを実
行できるようになります。
• 小さすぎる場合や大きすぎるマイクロバッチをいくつか選択すると、パフォーマンスが低下する可能性
があります。ライブラリは各デバイスで各マイクロバッチを順次実行するため、マイクロバッチサイ
ズ (バッチサイズをマイクロバッチ数で割った値) は、各 GPU を十分に利用できる大きさである必要が
あります。同時に、パイプラインの効率はマイクロバッチの数とともに向上するため、適切なバランス
を取ることが重要です。通常は、まず、2 つまたは 4 つのマイクロバッチを試し、バッチサイズをメモ
リ制限まで増やしてから、より大きなバッチサイズとマイクロバッチ数を試してみることをお勧めしま
す。マイクロバッチ数を増やすと、インターリーブパイプラインを使う場合に、より大きなバッチサイ
ズが可能になる可能性があります。
• バッチサイズは、常にマイクロバッチ数で割り切れなければなりません。データセットのサイズによっ
て、すべてのエポックの最後のバッチが残りのバッチよりも小さなサイズになることがあり、このよ
り小さなバッチもマイクロバッチ数で割り切れる必要があることに注意してください。そうでない場合
は、tf.Dataset.batch() の呼び出しで drop_remainder=True を設定するか (TensorFlow の場
合)、DataLoader で drop_last=True を設定して (PyTorch の場合)、この最後の小さなバッチが使
われないようにします。データパイプラインに異なる API を使っている場合、最後のバッチがマイクロ
バッチ数で割り切れないときは常に、手動でそのバッチをスキップする必要があります。

手動パーティショニング
• 手動パーティショニングを行う場合、トランスフォーマーアーキテクチャの埋め込みテーブルなど、モ
デル内の複数のオペレーションやモジュールによって使用されるパラメータに注意してください。同じ
パラメータを共有するモジュールは、正確性確保のために同じデバイスに配置する必要があります。自
動パーティショニングが使われる場合、ライブラリはこの制約を自動的に適用します。

データ準備
• モデルが複数の入力を取り込む場合は、smp.dp_rank() を使ってデータパイプラインにランダムなオ
ペレーション (シャッフルなど) をシードするようにしてください。データセットがデータ並列デバイス
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間で決定的にシャードされている場合、シャードが smp.dp_rank() でインデックス付けされるように
してください。これは、モデルパーティションを形成するすべてのランクで見られるデータの順序が必
ず一致するようにするためです。

テンソルをから返すsmp.DistributedModel
• smp.DistributedModel.call (TensorFlow の場合) または smp.DistributedModel.forward
(PyTorch の場合) の関数から返されるテンソルはすべて、その特定のテンソルを計算したランクから、
他のすべてのランクにブロードキャストされます。その結果、call メソッドと forward メソッドの範囲
外では必要とされないテンソル (中間アクティベーションなど) はどれも、不要な通信やメモリのオー
バーヘッドを発生させ、パフォーマンスを低下させるため、返さないようにしてください。

-@smp.stepデコレータ
• smp.step で修飾された関数に、バッチディメンションを持たないテンソル引数がある場
合、smp.step を呼び出すときに、引数名を non_split_inputs リストで与える必要があります。
これにより、ライブラリがテンソルをマイクロバッチに分割しようとするのを防げます。詳細について
は、 API ドキュメントの「smp.step」を参照してください。

パラメータの初期化を遅らせる
1000 億を超える非常に大きなモデルの場合、CPU メモリによる重みの初期化によってメモ
リ不足エラーが発生する可能性があります。これを回避するために、図書館は提供していま
すsmp.delay_param_initializationコンテキストマネージャ。これにより、最初の実行時に GPU
に移動するまで、パラメータの物理的な割り当てが遅延します。smp.step-装飾された機能。これによ
り、トレーニングの初期化中に CPU の不必要なメモリ使用が回避されます。次のコードのようにモデル
オブジェクトを作成するときは、コンテキストマネージャを使用します。
with smp.delay_param_initialization(enabled=True):
model = MyModel()

PyTorch のテンソル並列性
• 決定論的な結果にシードを使用する場合は、シードをに基づいて設定します。smp.dp_rank()(た
とえば、torch.manual_seed(42 + smp.dp_rank())). これを行わないと、異なるパーティショ
ンnn.Parameterは同じ方法で初期化され、収束に影響します。
• SageMaker のモデル並列処理ライブラリは NCCL を使用して、モジュールの配布に必要な集合体を実
装しています。特に小規模なモデルでは、GPU で同時にスケジュールされる NCCL コールが多すぎる
と、NCCL によって使用される容量が増えるため、メモリ使用量が増加する可能性があります。これを
打ち消すために、smpNCCL コールをスロットルして、任意の時点での進行中の NCCL 操作の数が指定
された制限以下になるようにします。デフォルトの制限は 8 ですが、環境変数を使用して調整できま
す。SMP_NCCL_THROTTLE_LIMIT。テンソル並列処理の使用中に予想以上のメモリ使用量が見られる
場合は、この制限を減らすことができます。ただし、制限が小さすぎると、スループットが失われる可
能性があります。スロットリングを完全に無効にするには、SMP_NCCL_THROTTLE_LIMIT=-1。
• テンソル平行度の度合いが1のときに成り立つ次の恒等式は、テンソル平行度の度合いが1より大き
いときは成り立たない。smp.mp_size() * smp.dp_size() == smp.size()。これは、テンソ
ル並列群がモデル並列性群とデータ並列性群の両方の一部であるためです。コードに既存の参照があ
る場合mp_rank,mp_size,MP_GROUPなど、パイプライン並列グループのみで作業する場合は、参照
をsmp.pp_size()。次のアイデンティティは常に当てはまります。
• smp.mp_size() * smp.rdp_size() == smp.size()
• smp.pp_size() * smp.dp_size() == smp.size()
• smp.pp_size() * smp.tp_size() * smp.rdp_size() == smp.size()
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• sincesmp.DistributedModelラッパーはテンソル並列性が有効なときにモデルパラメータを変更しま
す。呼び出し後にオプティマイザを作成する必要がありますsmp.DistributedModel、分布パラメー
タを持つ。たとえば、以下は機能しません。
## WRONG
model = MyModel()
optimizer = SomeOptimizer(model.parameters())
model = smp.DistributedModel(model) # optimizer now has outdated parameters!

代わりに、オプティマイザは、smp.DistributedModel以下のように設定します。
## CORRECT
model = smp.DistributedModel(MyModel())
optimizer = SomeOptimizer(model.optimizers())

• テンソル並列処理によってモジュールを分散型に置き換えると、分散モジュールは元のモジュール
から重みを継承せず、新しい重みを初期化します。つまり、たとえば、特定の呼び出しで重みを初
期化する必要がある場合（たとえば、load_state_dictcall）、これは後に発生する必要がありま
すsmp.DistributedModelモジュールの配布が行われたら、を呼び出します。
• 分散モジュールのパラメータに直接アクセスする場合、重量は元のモジュールと同じ形状ではないこと
に注意してください。例えば、
with smp.tensor_parallelism():
linear = nn.Linear(60, 60)
# will pass
assert tuple(linear.weight.shape) == (60, 60)
distributed_linear = smp.DistributedModel(linear)
# will fail. the number of input channels will have been divided by smp.tp_size()
assert tuple(distributed_linear.module.weight.shape) == (60, 60)

• を使用するtorch.utils.data.distributed.DistributedSamplerテンソル並列性には強く推奨
されます。これにより、すべてのデータの並列ランクが同じ数のデータサンプルを受け取り、異なる結
果から生じるハングを回避できます。dp_rankそれは別のステップ数を取っています。
• ♪joinPyTorchのAPIDistributedDataParallel異なるデータ並列ランクのバッチ数が異なる場合を
処理するクラス。それでもランクが同じであることを確認する必要があります。TP_GROUPバッチ数が
同じである。そうしないと、モジュールの分散実行で使用される通信集団がハングする可能性がありま
す。異なるランクですTP_GROUPsは、バッチの数が異なる場合がある限りjoinAPI が使用されます。
• モデルをチェックポイントし、テンソル並列性を使用する場合は、次の点を考慮してください。
• テンソル並列処理を使用するときにモデルの保存とロード中にストールや競合状態を回避するには、
縮小データ並列性ランク内の次のモデルおよびオプティマイザの状態から適切な関数を呼び出してく
ださい。
• 既存のパイプライン並列スクリプトを移行し、スクリプトのテンソルパラレルを有効にする場合
は、必ず変更してください。if smp.dp_rank() == 0での保存とロードに使用されるブロックif
smp.rdp_rank() == 0ブロック。そうしないと、トレーニングの仕事が失速する可能性がありま
す。
• 現在、テンソル並列処理では、オプティマイザ状態の完全なチェックポイントはサポートされていま
せん。チェックポイントからトレーニングを再開する場合は、代わりに部分チェックポイントを使用
します。
テンソル並列性を持つモデルのチェックポイントの詳細については、「」を参照してください。テンソ
ル並列処理によるチェックポイントの説明 (p. 2415)。
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モデル並列のトラブルシューティング
エラーが発生した場合は、次のリストを使用してトレーニングジョブのトラブルシュートを試みることが
できます。問題が解決しない場合は、までお問い合わせください。AWSSupport。
トピック
• を使用ためのする考慮事項 SageMakerデバッガーと SageMaker 分散モデル並列 (p. 2437)
• チェックポイントを保存する (p. 2437)
• モデル並列を使った収束 TensorFlow (p. 2439)
• 分散型トレーニングジョブの停止またはクラッシュ (p. 2439)
• a の NCCL エラーを受信中 PyTorch トレーニングJob (p. 2440)
• 受信RecursionErrorのための PyTorch トレーニングJob (p. 2440)

を使用ためのする考慮事項 SageMakerデバッガーと SageMaker 分散モデル並列
SageMaker デバッガーはをサポートしています。 SageMaker 分散モデルparallel。デバッガーは、デフォ
ルトで有効化されています。 SageMaker TensorFlow そして PyTorch トレーニングジョブのトレーニング
を行うと、次のようなエラーが表示されることがあります。
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/opt/ml/checkpoints/
metadata.json.sagemaker-uploading

この問題を解決するには、次の例に示すように、フレームワーク estimator を作成するときに
debugger_hook_config=False を渡すことで、デバッガーを無効にします。
bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"
# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name, checkpoint_in_bucket)
estimator = TensorFlow(
...

)

distribution={"smdistributed": {"modelparallel": { "enabled": True }}},
checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket,
checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints",
debugger_hook_config=False

チェックポイントを保存する
で大規模モデルのチェックポイントを保存すると、次のエラーが発生する可能性があります。
SageMaker:
InternalServerError: We encountered an internal error. Please try again

これが原因である可能性があります SageMaker トレーニング中にローカルチェックポイントを Amazon
S3 にアップロードする際の制限。でチェックポイントを無効にするには SageMakerでは、次の例を使っ
てチェックポイントを明示的にアップロードします。
上記のエラーが発生した場合は、使用しないでくださいcheckpoint_s3_uriと SageMaker
estimatorを呼び出します。大規模モデルのチェックポイントを保存するときは、カスタムディレクトリ
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にチェックポイントを保存し、同じものをヘルパー関数に (local_path 引数として) 渡すことをお勧めし
ます。
import os
def aws_s3_sync(source, destination):
"""aws s3 sync in quiet mode and time profile"""
import time, subprocess
cmd = ["aws", "s3", "sync", "--quiet", source, destination]
print(f"Syncing files from {source} to {destination}")
start_time = time.time()
p = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
p.wait()
end_time = time.time()
print("Time Taken to Sync: ", (end_time-start_time))
return
def sync_local_checkpoints_to_s3(local_path="/opt/ml/checkpoints",
s3_uri=os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))+'/checkpoints'):
""" sample function to sync checkpoints from local path to s3 """
import boto3
#check if local path exists
if not os.path.exists(local_path):
raise RuntimeError("Provided local path {local_path} does not exist. Please check")
#check if s3 bucket exists
s3 = boto3.resource('s3')
if not s3_uri.startswith("s3://"):
raise ValueError(f"Provided s3 uri {s3_uri} is not valid.")
s3_bucket = s3_uri.replace('s3://','').split('/')[0]
print(f"S3 Bucket: {s3_bucket}")
try:
s3.meta.client.head_bucket(Bucket=s3_bucket)
except Exception as e:
raise e
aws_s3_sync(local_path, s3_uri)
return
def sync_s3_checkpoints_to_local(local_path="/opt/ml/checkpoints",
s3_uri=os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))+'/checkpoints'):
""" sample function to sync checkpoints from s3 to local path """
import boto3
#try to create local path if it does not exist
if not os.path.exists(local_path):
print(f"Provided local path {local_path} does not exist. Creating...")
try:
os.makedirs(local_path)
except Exception as e:
raise RuntimeError(f"Failed to create {local_path}")
#check if s3 bucket exists
s3 = boto3.resource('s3')
if not s3_uri.startswith("s3://"):
raise ValueError(f"Provided s3 uri {s3_uri} is not valid.")
s3_bucket = s3_uri.replace('s3://','').split('/')[0]
print(f"S3 Bucket: {s3_bucket}")
try:
s3.meta.client.head_bucket(Bucket=s3_bucket)
except Exception as e:
raise e
aws_s3_sync(s3_uri, local_path)
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ヘルパー関数の使い方:
#base_s3_uri - user input s3 uri or save to model directory (default)
#curr_host - to save checkpoints of current host
#iteration - current step/epoch during which checkpoint is saved
# save checkpoints on every node using local_rank
if smp.local_rank() == 0:
base_s3_uri = os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))
curr_host = os.environ['SM_CURRENT_HOST']
full_s3_uri = f'{base_s3_uri}/checkpoints/{curr_host}/{iteration}'
sync_local_checkpoints_to_s3(local_path=checkpoint_dir, s3_uri=full_s3_uri)

モデル並列を使った収束 TensorFlow
使用するバージョン SageMaker によるマルチノードトレーニング TensorFlow と分散モデルparallel で
は、トレーニング入力ファイルの順序がノードごとに異なる可能性があるため、損失がノードごとに異な
る可能性があるため、損失がノードごとに異なる可能性があるため、損失がノードごとに異なる可能性が
あるため。これにより、同じモデル並列グループ内の異なるランクが異なる入力ファイルを処理すること
になり、不整合を生む可能性があります。これを防ぐには、変換する前に、 TensorFlow データセット。
これを実現する 1 つの方法は、トレーニングスクリプトで入力ファイル名を並べ替えることです。

分散型トレーニングジョブの停止またはクラッシュ
トレーニングジョブが停滞したり、クラッシュしたり、反応しないなどの問題がある場合は、次のトラ
ブルシューティング項目を読んで、問題の原因を特定してください。さらにサポートが必要な場合は、
SageMaker 分散トレーニングチームAWSSupport。
• 使用するものNCCL 初期化ステップで停止する分散型トレーニングジョブでは、以下の点を考慮してく
ださい。
• EFA 対応インスタンスのいずれかを使用している場合 (ml.p4dまたはml.p3dnインスタンス) をカ
スタム VPC とそのサブネットで使用する場合は、使用するセキュリティグループに、同じ SG との
間のすべてのポートのインバウンド接続とアウトバウンド接続があることを確認します。また、通
常、（インターネットアクセス用の）別のルールとして、任意のIPへのアウトバウンド接続が必要で
す。EFA 通信のインバウンドルールとアウトバウンドルールを追加する方法については、SageMaker
分散トレーニングJob が初期化中に停止する (p. 2374)。
• と表示された場合チェックポイント時に分散型トレーニングジョブが停止するフルモデル、これは理由
かもしれませんstate_dict()モデルまたはオプティマイザーがすべてのランクで呼び出されたわけで
はありませんrdp_rank()==0(テンソル並列処理を使用する場合) またはdp_rank()==0(パイプライン
の並列処理のみを使用する場合) これらのランクは、保存するチェックポイントを構築するために通信
する必要があります。パーシャルオプティマイザーをチェックポイントすると、同様のストール問題が
発生する可能性もあります。shard_optimizer_stateはをサポートしています。
モデル並列処理によるモデルのチェックポイントの詳細については、以下を参照してください。保存と
読み込みの一般的な手順そしてテンソル並列処理によるチェックポイントの説明 (p. 2415)。
• トレーニングジョブがCUDA メモリ不足エラーつまり、GPU クラスターのモデルに合うように分散型ト
レーニング構成を調整する必要があります。詳細とベストプラクティスに関しては、特定のモデルに適
切なコンフィギュレーションを設定する (p. 2431)。
• トレーニングジョブが修正不可能ECC エラーこれは、クラスタ内の GPU の 1 つが故障したことを意味
します。テクニカルサポートが必要な場合は、ジョブ ARN をAWSチームを組み、できればチェックポ
イントからトレーニングジョブを再開してください。
• まれに、以前は動作していたけれども GPU メモリの制限に近いジョブ構成が、別のクラスタで後で失
敗することがあります。CUDA メモリ不足エラー。ECC エラーが原因で、一部の GPU で使用可能なメ
モリが通常より少なくなっていることが原因と考えられます。
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• ネットワークタイムアウトクラッシュノード内のすべての GPU を使用しないマルチノードジョ
ブを実行した場合に発生する可能性があります。これを回避するには、ノード上のすべての GPU
を使用して、processes_per_hostパラメータは、各インスタンスの GPU の数に設定され
ます。例:processes_per_host=8にとってml.p3.16xlarge,ml.p3dn.24xlarge、およ
びml.p4d.24xlargeインスタンス。
• データダウンロードの段階でトレーニングジョブに時間がかかる場合は、指定した Amazon S3 パスを
確認してくださいcheckpoint_s3_uriのための SageMaker Estimatorクラスは現在のトレーニング
ジョブではユニークです。このパスを同時に実行中の複数のトレーニングジョブで再利用すると、それ
らのチェックポイントはすべて同じ Amazon S3 パスにアップロードおよびダウンロードされるため、
チェックポイントの読み込み時間が大幅に長くなる可能性があります。
• 大規模なデータやモデルを扱う場合は、FSx for Lustre を使用してください。
• データセットが大きく、取得に時間がかかる場合は、データセットをそのままにしておくことをお勧
めしますFSx for Lustre。
• トレーニングモデルのパラメータが100億を超える場合は、チェックポイントにFSx for Lustreを使用
することをお勧めします。
• ファイルシステムを作成したら、ステータスが使用可能ですそれを使ってトレーニングの仕事を始め
る前に。

a の NCCL エラーを受信中 PyTorch トレーニングJob
次のエラーが発生した場合は、プロセスの GPU メモリ不足が原因である可能性があります。
NCCL error in: ../torch/lib/c10d/ProcessGroupNCCL.cpp:825, unhandled system error, NCCL
version 2.7.8
ncclSystemError: System call (socket, malloc, munmap, etc) failed.

これを解決するには、バッチサイズを小さくするか、active_microbatches。auto パーティショニン
グでバランスのとれたパーティショニングが得られない場合は、手動パーティショニングを検討する必要
があるかもしれません。詳細については、「ノード間でのパイプラインの並列処理 (p. 2432)」を参照して
ください。

受信RecursionErrorのための PyTorch トレーニングJob
このライブラリではサポートされていません。super.forward()モジュールの転送呼び出しの中にあり
ます。使用するものsuper.forward()では、次のエラーメッセージが表示されることがあります。
RecursionError: maximum recursion depth exceeded

エラーを修正するには、電話する代わりにsuper.forward()、を呼び出したほうがい
いsuper()._orig_forward()。

アマゾン SageMaker 分散トレーニングノートブック
サンプル
次の導入事例とノートブックでは、サポートされている深層学習フレームワーク
(PyTorch、TensorFlow、HuggingFace) とモデル (CNN とビジョン用の MaskRCNN、自然言語処理用の
BERT など) に SageMaker 分散トレーニングライブラリを実装する例を示しています。
これらのノートブックは、SageMaker サンプル GitHub 倉庫。SageMaker サンプルウェブサイトでも閲覧
できます。
次の例は、を使用するようにセットアップされています。p3.16xlargeワーカーノードのインスタンス。
ただし、ml.p3dn.24xlargeまたはml.p4d.24xlargeインスタンスタイプ SageMaker 分散トレーニン
グライブラリは最適化されています。ノートブックのテストは単一ノードのクラスターでも可能ですが、

2440

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
SageMaker 分散トレーニングノートブックサンプル

「トレーニングベンチマーク」セクションに示されるようなパフォーマンスの改善を得るには、複数ノー
ド (2 つ以上) のクラスターを使用します。例では、この設定を変更するセクションを呼び出しています。

ブログと導入事例
次のブログでは、の使用に関する導入事例について説明します。 SageMaker 分散トレーニングライブラ
リ。
SageMaker 分散データ並列
• Hyundai は Amazon SageMaker を使って自動運転モデルの機械学習モデルトレーニング時間を短縮
• 分散トレーニング: トランスフォーマーと Amazon SageMaker を使った要約のための BART/T5 のト
レーニングのHuggingFace ドキュメント
• yoLov5でトレーニングするAWSと PyTorch と SageMaker 分散データparallel ライブラリに[Medium]
(中)
• スピードアップ EfficientNet モデルトレーニング SageMaker と PyTorch と SageMaker 分散データ
parallel ライブラリに[Medium] (中)
• スピードアップ EfficientNet のトレーニングAWSと SageMaker 分散データparallel ライブラリにデータ
サイエンスに向けて

PyTorch サンプル
SageMaker 分散データ並列
• CNN PyTorch 1.6 と SageMaker データ並列
• MaskrCNN PyTorch 1.6 と SageMaker データ並列
• BERT with PyTorch 1.6 と SageMaker データ並列
SageMaker 分散モデル並列
• でGPT-2をトレーニングする PyTorch 1.8.1 とテンソル並列 SageMaker モデル並列のライブラリ
• BERT with PyTorch 1.6 と SageMaker モデル並列

TensorFlow サンプル
SageMaker 分散データ並列
• CNN TensorFlow 2.3.1 と SageMaker データ並列
• MaskrCNN TensorFlow 2.3.1 と SageMaker データ並列
• BERT with TensorFlow 2.3.1 と SageMaker データ並列
SageMaker 分散モデル並列
• CNN TensorFlow 2.3.1 と SageMaker モデル並列

HuggingFace サンプル
以下のようになります HuggingFace オン SageMaker 例については、HuggingFace ノートブックリポジト
リ。
SageMaker 分散データ並列
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• での HuggingFace 分散データ並列トレーニング PyTorch オン SageMaker -分散質問回答
• での HuggingFace 分散データ並列トレーニング PyTorch オン SageMaker -分散テキスト集計
• での HuggingFace 分散データ並列トレーニング TensorFlow 上の SageMaker
SageMaker 分散モデル並列
• HuggingFace TensorFlow SageMaker での分散モデル並列トレーニング

にアクセスまたはダウンロードする方法 SageMaker 分散トレー
ニングノートブックサンプル
の手順に従って、にアクセスまたはダウンロードします。 SageMaker 分散トレーニングの例ノートブッ
ク。

オプション 1: SageMaker ノートブックインスタンスを使用する
前述の例を使うには、Amazon を使うことをお勧めします。 SageMaker ノートブックインスタンス。
ノートブックインスタンスは Jupyter Notebook を実行し、 JupyterServer 機械学習用に最適化された
Amazon EC2 インスタンス上のアプリケーション。アクティブなノートブックインスタンスがない場合
は、「」に記載されている手順に従います。ノートブックインスタンスの作成 (p. 197)の SageMaker 作成
するための開発者ガイド。
インスタンスを作成した後は、ノートブックインスタンスのページ SageMaker コンソールで、次の操作
を行います。
1.
2.

[JupyterLab] を開きます。

3.

[Training] (トレーニング) のサンプルを参照し、[Distributed Data Parallel] (分散データ並列) または
[Distributed Model Parallel] (分散モデル並列) というタイトルのノートブックを探します。

左側のトレイにあるサンプルアイコン (

) を選択します。

オプション 2: のクローンを作成する SageMaker へのリポジトリの例 SageMaker
Studio インスタンスまたはノートブックインスタンス
前述のサンプルノートブックをダウンロードして使うには、次の手順を実行してサンプルのクローンを作
成します。 GitHub リポジトリ:
1.

ターミナルを開きます。

2.

コマンドラインで、 SageMaker folder
cd SageMaker

3.

のクローンを作成するSageMaker サンプル GitHub 倉庫。
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git

Note
をダウンロードするにはノートブックの例のHuggingFace (p. 2441)のクローンを作成す
るHuggingFace ノートブック GitHub 倉庫:
git clone https://github.com/huggingface/notebooks huggingface-notebooks
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4.

左 JupyterLab インターフェイスで、amazon-sagemaker-examplesfolder

5.

training/distributed_training フォルダには、フレームワーク用のフォルダがあり、それぞ
れに data_parallel および model_parallel 用のフォルダがあります。好みのサンプルを選択
し、指示に従って分散トレーニングを起動します SageMaker 分散トレーニングライブラリ。

アマゾン SageMaker バイアス検出とモデルの説明
可能性を明確化
このトピックでは、Amazon の設定方法について説明します。 SageMaker 説明可能性のために、バイア
スメトリクスと特徴属性を計算できる処理ジョブを明確にする。これは、専用の SageMaker コンテナの
イメージを明確化。コンテナイメージを見つけてダウンロードする方法についての指示書が用意されてい
ます。方法について簡単な概要 SageMaker Clarify 作品はスケッチされています。処理ジョブと分析のタ
イプを設定するために必要なパラメータについて説明しています。前提条件の概要と、によって消費され
るコンピューティングリソースに関するアドバイスが記載されています SageMaker Clarify処理ジョブが提
供されています。バイアスメトリクスと説明可能性の詳細、およびそれらの解釈方法については、アマゾ
ンの方法を学ぶ SageMaker Clarifyはバイアスの検出,金融におけるMachine Learning の公平性対策、およ
びAmazon AI の公平性と説明可能性に関するホワイトペーパー。

サンプルノートブック
アマゾン SageMaker Clarify は、トレーニング後のバイアス検出とモデルの説明可能性のために、次のサ
ンプルノートブックを提供しています。
• アマゾン SageMaker 処理の明確化-を使用する SageMaker バイアスを検出し、特徴属性を使用してモ
デル予測を説明するための処理ジョブを作成することを明確にする。例としては、CSV および JSON
Lines データ形式の使用、独自のコンテナーの使用、Spark による処理ジョブの実行などがあります。
このノートブックの動作確認が実施されているのは、Amazon のみです。 SageMaker Studio の
み。Amazon でノートブックを開く方法の手順については、 SageMaker スタジオ、見るAmazon を作成す
る、または開く SageMaker Studio ノートブック (p. 110)。カーネルの選択を求めるメッセージが表示され
たら、[Python 3 (Data Science)] (Python 3 (データサイエンス)) を選択します。
トピック
• 前提条件 (p. 2443)
• ハウウ SageMaker ジョブの処理の明確化 (p. 2444)
• の使用開始 SageMaker Clarify コンテナ (p. 2445)
• 設定: SageMaker 処理Job コンテナの入力パラメータと出力パラメータを明確にする (p. 2446)
• 分析を設定する (p. 2447)
• 実行 SageMaker バイアス分析と説明可能性のための、処理ジョブを明確にする (p. 2454)
• Amazon でトレーニング後のデータとモデルのバイアスを検出する SageMaker Clarify (p. 2457)
• アマゾン SageMaker モデルの説明可能性の明確化 (p. 2478)
• のトラブルシューティング SageMaker 処理ジョブを明確化 (p. 2486)

前提条件
開始する前に、以下の前提条件を満たしている必要があります。
• 入力データセットを CSV 形式の表形式ファイルとして提供するか、JSON linesの形式で設定。入力デー
タセットには、バイアス分析のラベル列が含まれている必要があります。データセットは、データク
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リーニングや特徴エンジニアリングなど、必要な前処理が既に完了している状態で、機械学習用の準備
が整っている必要があります。
• コンテンツタイプ入力の 1 つとして、CSV または JSON Lines ファイル形式をサポートするモデルアー
ティファクトを提供する必要があります。トレーニング後のバイアスメトリクスと説明可能性について
は、データセットを使用して、モデルアーティファクトで推論を行います。ラベル列を除いた各行は、
推論のペイロードとして使用できる状態である必要があります。
• を使用して処理ジョブを作成する場合 SageMaker コンテナのイメージには、次のものが必要です。
• 処理ジョブのネットワーク分離を無効にする必要があります。
• モデルが VPC にある場合、処理ジョブはモデルと同じ VPC にある必要があります。
• 発信者の IAM ユーザー/ロールには、以下の権限が必要です SageMaker
API。"arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess" 管理ポリシーを使用するこ
とをお勧めします。

ハウウ SageMaker ジョブの処理の明確化
ある SageMaker 処理ジョブは SageMaker 機械学習ワークフローのライフサイクルのいくつかの段階でコ
ンテナを明確にします。以下を使用できます SageMaker データセットとモデルを使ってコンテナを明確
にし、次のタイプの分析を計算します。
• トレーニング前のバイアスメトリクス
• トレーニング後のバイアスメトリクス
• 説明可能性のための SHAP 値
• 部分依存性プロット (PDP)
処理ジョブを設定するときに、これらの分析のどれを計算するかを制御できます。トレーニング前のバイ
アスメトリクスについては、データセットを提供する必要があります。トレーニング後のバイアスメトリ
クスと説明可能性は、データセットとモデル名を指定することで、モデルをトレーニングした後に計算で
きます。必要なパラメータを JSON 設定ファイルの形式で設定し、これを処理ジョブの入力として提供す
る必要があります。
処理ジョブが完了すると、分析結果は処理ジョブの ProcessingOutput パラメータで指定された出力
場所に保存されます。そこからダウンロードして出力を表示したり、ノートブックを実行している場合
は、Studio で結果を表示したりできます。
トレーニング後のバイアスメトリクスと SHAP 値を計算するには、コンピュテーションが指定されたモ
デル名の推論を取得する必要があります。これを実現するために、処理ジョブは、シャドウエンドポイン
トと呼ばれるモデル名を持つエフェメラルエンドポイントを作成します。処理ジョブは、計算が完了した
後にシャドウエンドポイントを削除します。
大まかに述べると、処理ジョブは次のステップを実行します。
1. 入力とパラメータを検証します。
2. シャドウエンドポイントを作成します。
3. トレーニング前のバイアスメトリクスを計算します。
4. トレーニング後のバイアスメトリクスを計算します。
5. ローカルおよびグローバルの特徴属性を計算します。
6. シャドウエンドポイントを削除します。
7. 出力ファイルを生成します。
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の使用開始 SageMaker Clarify コンテナ
アマゾン SageMaker ビルド済みのものを提供します SageMaker 説明可能性のために、バイアスメトリク
スと特徴属性を計算するために必要なライブラリやその他の依存関係を含むコンテナイメージを明確にし
ます。このイメージは実行できるようになっています SageMaker データを処理する (p. 907)アカウントに
を作成します。
コンテナのイメージ URI は、次の形式になります。
<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0

例:
205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0

次の表に、AWS リージョン別にアドレス示します。

Clarify 処理ジョブ用の Docker イメージ
リージョン

イメージアドレス

us-east-1

20999949949949949949959959959959959959959959959959949sagemakerclarify-processing:1.0

us-east-2

2383838565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656sa
clarify-processing:1.0

us-west-1

795343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434sagem
clarify-processing:1.0

us-west-2

30353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535sagema
clarify-processing:1.0

ap-east-1

0770711383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838sa
clarify-processing:1.0

ap-south-1

452307495513.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing:1.0

ap-northeast-1

377024640650.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing:1.0

ap-northeast-2

263625296855.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing:1.0

ap-northeast-3

912233562940.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing:1.0

ap-southeast-1

834264404009.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1.0

ap-southeast-2

007051062584.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing:1.0

ca-central-1

675030665977.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing:1.0

eu-central-1

017069133835.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing:1.0
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リージョン

イメージアドレス

eu-west-1

131013547314.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1.0

eu-west-2

4407970383.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1.0

eu-west-3

341593696636.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1.0

eu-north-1

763603941244.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1.0

me-south-1

835444307964.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1.0

sa-east-1

510101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010sagem
clarify-processing: 1.0

af-south-1

811711786498.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1.0

eu-south-1

638885417683.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1.0

cn-north-1

122526803553.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-clarifyprocessing: 1.0

cn-northwest-1

122578899357.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-clarifyprocessing: 1.0

設定: SageMaker 処理Job コンテナの入力パラメータ
と出力パラメータを明確にする
処理Job では、次の入力パラメータを指定する必要があります。入力名を含むデータセットファイ
ル"dataset"Amazon S3 オブジェクトまたはプレフィックスとして、および入力名を含む分析設定ファ
イル"analysis_config"Amazon S3 オブジェクトとして。また、ジョブには出力パラメータとして、
出力場所を Amazon S3 プレフィックスで指定する必要があります。
処理ジョブを作成および実行するには SageMaker CreateProcessingJobを使用する APIAWSSDK また
は CLI またはSageMaker Python。
を使用する SageMaker Python SDK、作成Processorの使用 SageMaker コンテナイメージ URI を明確
化:
from sagemaker import clarify
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor(role=role,
instance_count=1,
instance_type='ml.c5.xlarge',
max_runtime_in_seconds=1200,
volume_size_in_gb=100)

Clarifyプロセッサの作成が完了したら、プロセッサの入出力オブジェクトを設定する必要があります。

2446

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
分析を設定する

Note
あなたが提供した場合"dataset_uri"「analysis_config.json」（次のトピックを参照）分析を設
定する (p. 2447)) を作成する必要はありませんdataset_inputオブジェクト。
dataset_path = "s3://my_bucket/my_folder/train.csv"
analysis_config_path = "s3://my_bucket/my_folder/analysis_config.json"
analysis_result_path = "s3://my_bucket/my_folder/output"
analysis_config_input = ProcessingInput(
input_name="analysis_config",
source=analysis_config_path,
destination="/opt/ml/processing/input/config",
s3_data_type="S3Prefix",
s3_input_mode="File",
s3_compression_type="None")
dataset_input = ProcessingInput(
input_name="dataset",
source=dataset_path,
destination="/opt/ml/processing/input/data",
s3_data_type="S3Prefix",
s3_input_mode="File",
s3_compression_type="None")
analysis_result_output = ProcessingOutput(
source="/opt/ml/processing/output",
destination=analysis_result_path,
output_name="analysis_result",
s3_upload_mode="EndOfJob")

分析を設定する
解析の入力は、次のパラメータによって設定されま
す。ProcessingInputAPI。-"analysis_config"の価値input_nameという名前の JSON ファイル
を指定しますanalysis_config.json設定値が含まれています。JSON ファイルへのパスは、sourceのパラ
メータProcessingInput。分析設定の例として、CSV、JSON ライン、画像、テキストデータセットの
JSON ファイルについては、パラメーターの説明に従って提供されています。
トピック
• JSON 設定ファイルのパラメータ (p. 2447)
• JSON 設定ファイルの例 (p. 2451)

JSON 設定ファイルのパラメータ
JSON 設定ファイルでは、次のパラメータを指定できます。
• "version" - (オプション) 設定ファイルのスキーマバージョン。指定しない場合、サポートされている
最新のバージョンが使用されます。
• "dataset_type"— (必須) データセットの形式。有効な値は、"text/csv"CSV の場
合、"application/jsonlines"JSON ラインの場合、application/x-parquetアパッチ寄木細工
用、application/x-imageコンピュータビジョンの説明を容易にするためです。詳細については、
「」を参照してください。推論用の一般的なデータ形式。
• "dataset_uri" - (オプション) データセット S3 プレフィックス/オブジェクト URI
(ProcessingInput として指定されていない場合)。プレフィックスの場合、処理ジョブはプレフィッ
クスの下にあるすべての S3 ファイルを再帰的に収集します。コンピュータービジョンでは URI が必要
です。URI は画像マニフェストファイルへのパスでも、説明対象の画像のバケットへのパスでもかまい
ません。
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• "headers" - (オプション) データセット内の列名のリスト。dataset_type が "application/
jsonlines" で、"label" が指定されている場合、最後のヘッダーはラベル列のヘッダーになりま
す。
• "label"— (オプション) 使用するモデルのターゲット属性バイアスメトリクス。列名として、または
データセット形式が CSV の場合はインデックスとして、データセット形式が JSON Lines の場合は
JSONPath として指定されます。
• "probability_threshold" - (オプション) 二項分類の場合にバイナリラベルを選択するためのしき
い値を示す浮動小数点値。このパラメーターはオブジェクト検出で使用され、信頼スコアが以下で検出
されたオブジェクトを除外します。probability_threshold価値。デフォルト値は 0.5 です。
• "features"-(オプション) データセット形式が JSON Lines の場合、バイアスメトリクスの特徴列を検
索するための JSONPath。
• "label_values_or_threshold"—（オプション）ラベル値または閾値のリスト。バイアス指標に使
用される肯定的な結果を示します。
• "facet"-(オプション) ファセットと呼ばれる重要な属性である機能のリスト。ファセットは次の目的で
使用されますバイアスメトリクスペアの形式で、次のものが含まれます。
• "name_or_index" - ファセットの列名またはインデックス。
• "value_or_threshold"— (オプション) ファセット列で使用できる値または閾値のリスト。バイア
スの測定に使用されるグループなど、機密性の高いグループを示します。指定しない場合、バイアス
メトリクスは、(すべての値ではなく) 一意の値ごとに 1 つのグループとして計算されます。ファセッ
ト列が数値の場合、このしきい値は、機密性の高いグループを選択するための下限として適用されま
す。
• "group_variable"-(オプション) に使用されるグループ変数を示す列名またはインデックスバイアス
メトリクス 条件付き属性格差。
• "joinsource_name_or_index"— (オプション) 結合の実行時などに識別子列として機能するデータ
セット内の列の名前またはインデックス。この列は識別子としてのみ使用され、他の計算には使用され
ません。これは、データセットに複数のファイルが含まれている場合を除き、すべての場合においてオ
プションのフィールドです。"save_local_shap_values"はに設定されていますtrue。
• "methods" - 分析およびレポートのメソッドとそのパラメータのリスト。セクションを省略すると、そ
のセクションは計算されません。
• "pre_training_bias" - (オプション) トレーニング前のバイアスメトリクスに関するセクション。
• "methods" - 計算されるトレーニング前のメトリクスのリスト。
• "post_training_bias" - (オプション) トレーニング後のバイアスメトリクスに関するセクショ
ン。
• "methods" - 計算されるトレーニング後のメトリクスのリスト。
• "shap" - (オプション) SHAP 値のコンピュテーションに関するセクション。
• "agg_method" - グローバル SHAP 値の集計方法。有効な値は次のとおりです。
• "mean_abs" - すべてのインスタンスの SHAP 絶対値の平均値。
• "median" - すべてのインスタンスの SHAP 値の中央値。
• "mean_sq" - すべてのインスタンスの SHAP 値の二乗平均値。
• "baseline"— (オプション) 行のリスト (少なくとも 1 つ) または S3 オブジェクト URI。カー
ネル SHAP アルゴリズムのベースラインデータセット (バックグラウンドデータセットとも呼
ばれる) として使用されます。形式は、データセット形式と同じである必要があります。各行に
はフィーチャ列 (または値) のみを含み、モデルに送信する前に除外しなければならない列はす
べて省略する必要があります。これには、labelコラム、joinsource列、およびに含まれる
列"exclude_column"。
• コンピュータービジョンの場合、入力画像から特徴を隠すために使用されるベースライン画像へ
のパス。デフォルト: RGB ノイズマスク。
• テキスト列の自然言語処理 (NLP) では、ベースライン値は置換によって指定されたテ
キストの単位granularity()"text_config"。テキスト単位の有効値は次のとおりで
す。token,sentence、およびparagraph。
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• "num_clusters"— (オプション) もし"baseline"が指定されていない場合、Clarifyはデータセッ
トをクラスタリングしてベースラインを計算しようとします。-"num_clusters"データセットが
クラスター化されるクラスターの数を決定します。各クラスターはベースラインに寄与するため、
クラスターの数はSHAP説明の実行時間に直接影響します。
• "num_samples" - カーネル SHAP アルゴリズムで使用されるサンプルの数。この数値は、SHAP
値を計算するために生成される合成データセットのサイズを決定します。
• "seed"—（オプション）決定論的な SHAP 結果を得るための乱数ジェネレータのシード値。
• "text_config"-(必須) 自然言語処理 (NLP) 機能を指定する構成。この設定を指定すると、テキス
トフィーチャはテキストとして扱われ、説明は個々のテキスト単位で提供されます。テキストの単
位は"granularity"。
• "granularity"— (必須) NLP の場合、テキスト特徴の分析の精度単位を決定します。有効な値
は "token"、"sentence"、または "paragraph" です。これらの単位はそれぞれフィーチャ
と見なされ、指定されたフィーチャの SHAP 値が計算されます。

• "language"— (必須) 自然言語処理 (NLP) のテキスト機能の言語を指定します。有効な値
は、"chinese","danish","dutch","english","french","german","greek","italian","japanese",
language","norwegian
bokmål","polish","portuguese","romanian","russian","spanish","afrikaans","albanian","ar
使用アイテム"multi-language" 複数の言語が混在している場合に使用します。
• "use_logit"-(オプション) ロジット関数をモデル予測に適用するかどうかを示すブール値。も
し"use_logit"ですtrueの場合、SHAP 値には、SHAP 単位があります。デフォルト値は false
です。
• "image_config"—（オプション）コンピュータビジョンの説明を容易にするためのSHAP構成パ
ラメータを設定するためのセクション。
• "model_type"— 物体検出モデルまたは画像分類モデルのいずれか。
• "num_segments"—（オプション）入力画像でラベル付けするおおよそのセグメント数を決定し
ます。デフォルトは 20 です。
• "segment_compactness"— (オプション) skLearnのslicメソッドによって生成される画像セグ
メントの形状とサイズを決定します。詳細については、「」scikit-image slicドキュメント内) を参
照してください。デフォルト は 5 です。
• "max_objects"— (オプション) コンピュータビジョンモデルによって検出されたオブジェクト
を最高信頼スコアでフィルタリングするために使用されます。デフォルトは 3 です。
• "iou_threshold"—（オプション）予測を元の検出と比較して評価するための最小交差点
（IOU）メトリック。マスキング中に検出ボックスが移動するので使われます。デフォルト値は
0.5 です。
• "context"—（オプション）SHAP の実行時に、検出されたオブジェクトのバウンディングボッ
クスの周囲の領域をマスクします。有効な値は、すべてをマスクする場合は0、何もマスクしない
場合は1です。デフォルト値は 1 です。
• "save_local_shap_values" - (オプション) ローカル SHAP 値を出力場所に保存するかどうかを
示すブール値。使用アイテムtrueそれらを保存するには。false彼らを救わないために。デフォル
トは false です。
• "pdp"—（オプション）部分依存性プロット（PDP）を設定するためのセクション。対象とする一連
の入力特徴に対するターゲット応答の依存関係を示します。他のすべての入力フィーチャの値よりも
疎外します。
• "features": ["pdp_feature_1", "pdp_feature_2"…] — (オプション) 部分依存性プロッ
トを計算してプロットするフィーチャー名またはインデックスのリスト。SHAP が要求されない場
合は、機能を提供する必要があります。
• "grid_resolution" — (必須) 数値特徴に使用。数値の範囲を分割するバケットの数を表しま
す。PDP プロットのグリッドの粒度を指定します。
• "top_k_features" — (オプション) もしfeaturesパラメータが指定されていない、shapが
提供されたら、Clarifyが上位を選択kSHAP アトリビューションに基づく機能。この値を設定し
て、PDPプロットに使用するトップフィーチャーの数を指定できます。デフォルトは 10 です。
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• "predictor" - (オプション) モデルパラメータのセクション。"shap" セクションと
"post_training_bias" セクションが存在する場合に必要です。
• "model_name"— モデル名作成者CreateModelAPI、コンテナモードとしてSingleModel。
• "instance_type" - シャドウエンドポイントのインスタンスタイプ。
• "initial_instance_count" - シャドウエンドポイントのインスタンス数。
• "content_type" - (オプション) シャドウエンドポイントで推論を取得するために使用されるモデル
入力形式。有効な値は、"text/csv"CSV の場合、"application/jsonlines"JSON ラインの場
合、application/x-parquetアパッチ寄木細工用、application/x-imageコンピュータビジョ
ンの説明を容易にするためです。デフォルト値はと同じですdataset_typeの形式で設定。
• "accept_type" - (オプション) シャドウエンドポイントで推論を取得するために使用されるモデル
出力形式。有効な値は、"text/csv"CSV の場合、"application/jsonlines"JSON ラインの場
合、application/x-parquetアパッチ寄木細工用、application/x-imageコンピュータビジョ
ンの説明を容易にするためです。デフォルト値は content_type と同じです。
• "accelerator_type"-(オプション) インスタンスにアタッチする Elastic Inference (EI) アクセラ
レーターのタイプ。例: ml.eia1.medium。 詳細については、次を参照してください。使用アイテム
SageMaker Elastic Inference (EI) (p. 2889)。
• "custom_attributes"— (オプション) Amazon でホストされているモデルに送信された推論リクエ
ストに関する追加情報を提供します SageMaker エンドポイント。情報は不透明な値で、そのまま転
送されます。この値を使用して、たとえば、リクエストを追跡する ID を指定できます。この値を使用
して、サービスエンドポイントが処理するようにプログラムされたメタデータを提供することもでき
ます。この値は、で指定されているように、表示可能な US-ASCII 文字を 1024 文字以下にする必要
があります。セクション3.6 フィールド値コンポーネントHypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1)。
• "label"-(オプション) バイアスメトリクスで使用されるターゲット属性のモデル出力内のインデック
スまたは JSONPath の場所。そのファイルにlabelCSV には記載されていませんaccept_typeケー
スの場合、Clarify は、モデル出力がスコアまたは確率に対応する単一の数値であると仮定します。
• "probability" - (オプション) 説明可能性に使用される確率またはスコアのモデル出力内のイン
デックスまたは JSONPath の場所。例えば、モデル出力がラベルと確率のリストを含む JSON Lines
の場合、最大確率に対応するラベルがバイアスコンピュテーションで選択されます。説明可能性メ
ソッドでは、現在すべての確率が説明されます。
• "endpoint_name-prefix"— (オプション) 一時エンドポイントの名前にカスタムプレフィックスを
提供します。
• "endpoint_name"—（オプション）予測の取得に使用する既存のエンドポイントを指定します。既
存のエンドポイントを使用するとブートストラップ時間が短縮されますが、既存のエンドポイントの
負荷が大幅に増加する可能性があります。既存のプロダクションエンドポイントを指定する場合は注
意が必要です。
• "target_model"— (オプション) マルチモデルエンドポイントを使用するときにターゲットモデル
名を設定します。マルチモデルのエンドポイントの詳細については、Request Syntax。
• "label_headers"— (オプション):"label"データセットを取り込みます。モデルエンドポイントか
ら返されたスコアを対応するラベル値に関連付けます。最高スコアのラベル値を予測ラベルとして抽
出するために使用されます。
• "content_template"-(オプション) データセットインスタンスからモデル入力を構築するために使
用されるテンプレート文字列。"content_type" が "application/jsonlines" の場合にのみ使
用されます。テンプレートは、プレースホルダーを 1 つだけ備える必要があります。$features実
行時に機能リストに置き換えられます。たとえば、"content_template":"{\"myfeatures\":
$features}"、インスタンス (ラベルなし) が1,2,3すると、モデル入力が JSON ラインになりま
す'{"myfeatures":[1,2,3]}'。
• "report" - (オプション) レポートパラメータに関するセクション。このセクションがある場合、レ
ポートが生成されます。
• "name" - (オプション) レポートノートブックおよび PDF ファイルのファイル名のプレフィックス。
デフォルト名は "report" です。
• "title" - (オプション) レポートノートブックおよび PDF ファイルのタイトル文字列。デフォルトの
タイトルは "SageMaker Analysis Report" です。
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JSON 設定ファイルの例
CSV、JSON ライン、画像、テキストデータセットの分析設定 JSON ファイルの例を以下に示します。
トピック
• CSV データセットの分析設定 JSON ファイル (p. 2451)
• JSON ラインデータセットの分析設定 JSON ファイル (p. 2452)
• 画像データセットの分析設定 JSON ファイル (p. 2453)
• テキストデータセットの NLP 分析設定 JSON ファイル (p. 2454)

CSV データセットの分析設定 JSON ファイル
次のコード例は、CSV データセットの分析を設定する方法を示しています。
{

"dataset_type": "text/csv",
"headers": [
"feature_0",
"feature_1",
"feature_2",
"feature_3",
"target"
],
"label": "target",
"label_values_or_threshold": [1],
"probability_threshold" : 0.7,
"facet": [
{
"name_or_index" : "feature_1",
"value_or_threshold": [1]
},
{
"name_or_index" : "feature_2",
"value_or_threshold": [0.7]
}
],
"group_variable": "feature_3",
"joinsource_name_or_index":'column_name',
"methods": {
"shap": {
"baseline": [
[
"yes",
3,
0.9,
1
]
],
"num_samples": 1000,
"agg_method": "mean",
"use_logit": true,
"save_local_shap_values": true,
"num_clusters": 5,
"seed": 1234
},
"pre_training_bias": {
"methods": "all"
},
"post_training_bias": {
"methods": "all"
},
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"report": {
"name": "report",
"title": "Analysis Report"
}

}

},
"predictor": {
"model_name": "my_model",
"instance_type": "ml.m5.xlarge",
"initial_instance_count": 1,
"content_type": "text/csv",
"accept_type": "text/csv",
"accelerator_type":"ml.eia1.medium",
"custom_attributes": "c000b4f9-df62-4c85-a0bf-7c525f9104a4",
"label": 0,
"probability": 1,
"endpoint_name_prefix": "myendpointprefix",
"target_model": ""
}

CSV としてのモデル出力は次のとおりです。
Current,"[0.028986845165491104, 0.8253824710845947, 0.028993206098675728,
0.02898673340678215, 0.029557107016444206, 0.0290389321744442, 0.02905467338860035]"

対応する予測子の構成は次のとおりです。
"predictor": {
...,
"accept_type": "text/csv",
"label": 0,
"probability": 1,
...
}

JSON ラインデータセットの分析設定 JSON ファイル
次のコード例は、JSON Lines データセットの分析を設定する方法を示しています。
{

"dataset_type": "application/jsonlines",
"dataset_uri": "s3://my_bucket/my_folder/dataset.jsonl",
"headers": ["Label", "Feature1", "Feature2"],
"label": "data.label",
"features": "data.features.values",
"facet":[
{
"name_or_index": "Feature1",
"value_or_threshold": [1,5]
},
{
"name_or_index": "Feature2",
"value_or_threshold": [2,6]
}
],
"methods": {
"shap": {
"baseline": [
{"data":{"features":{"values":[9,10]},"label":0}},
{"data":{"features":{"values":[11,12]},"label":1}}
]
}
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}

},
"predictor": {
"model_name": "my_jsonl_model",
"instance_type": "ml.m5.xlarge",
"initial_instance_count": 1
}

S3 プレフィックスとしてのデータセットは次のとおりです。
"dataset_uri": "s3://my_bucket/my_folder"

S3 オブジェクトとしてのデータセットは次のとおりです。
"dataset_uri": "s3://my_bucket/my_folder/train.csv"

S3 オブジェクトとしてのベースラインは次のとおりです。
"baseline": "s3://my_bucket/my_folder/baseline.csv"

JSON 行としてのモデル出力は次のとおりです。
{"predicted_label": "Current", "score": "[0.028986845165491104, 0.8253824710845947,
0.028993206098675728, 0.02898673340678215, 0.029557107016444206, 0.0290389321744442,
0.02905467338860035]"}

対応する予測子の構成は次のとおりです。
"predictor": {
...,
"accept_type": "application/jsonlines",
"label": "predicted_label",
"probability": "score",
...
}

画像データセットの分析設定 JSON ファイル
次のコードサンプルは、Computer Vision を使用してオブジェクト検出の分析を設定する方法を示してい
ます。
"dataset_type": "application/x-image",
"dataset_uri": "s3://<BUCKET/KEY">
"probability_threshold": 0.7,
"methods": {
"shap": {
"num_samples": 500,
"baseline": "s3://path/to/baseline/image/noise_rgb.png",
"image_config": {
"model_type": "(OBJECT_DETECTION|IMAGE_CLASSIFICATION)",
"num_segments": 20,
"segment_compactness": (5|10|100),
"max_objects" : 3,
"overlap": 0.5,
"context": 1.0
}
}
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},
"predictor": {
"endpoint_name": "sagemaker-endpoint-name",
"content_type": "(image/jpeg | image/png | application/x-npy)",
"label_headers": [...] # Required for CV
}

テキストデータセットの NLP 分析設定 JSON ファイル
次のコードサンプルは、自然処理の分析を設定する方法を示しています。
{

"dataset_type":...
.
.
"methods": {
"shap" : {
"baseline": ".."
"num_samples": 100
*"text_config": {
"granularity": "(token|sentence|paragraph)"
}*
}
.
.
}

実行 SageMaker バイアス分析と説明可能性のため
の、処理ジョブを明確にする
以下を使用します SageMaker 処理ジョブを明確にすることで、トレーニングデータの潜在的なバイア
スの原因を分析し、トレーニング済みモデルのバイアスをチェックします。データの分析手順につい
ては SageMaker スタジオ、見るでトレーニング前のデータのバイアスに関するレポートを生成する
SageMaker スタジオ (p. 700)。ここでの焦点は、トレーニング後のバイアスメトリクスと説明可能性の
ための SHAP 値にあります。モデルの予測は、バイアスの原因となる可能性があります (例えば、あるグ
ループに別のグループよりも頻繁に負の結果をもたらす予測を行う場合) 。 SageMaker Clarifyはと統合さ
れています SageMaker モデルのトレーニング後に、バイアスをチェックする属性 (収入など) を特定でき
るようにします。 SageMaker 一連のアルゴリズムを実行してトレーニングされたモデルをチェックし、
高所得者が低所得者と比較してより肯定的な予測を受けるかどうかなど、各属性のさまざまなタイプのバ
イアスに関する視覚的なレポートを提供します。
トピック
• に必要なコンピューティングリソース SageMaker 処理ジョブを明確化 (p. 2454)
• Clarify 処理ジョブを実行する (p. 2455)
• Spark で Clarify 処理ジョブを実行する (p. 2456)
• 分析結果を取得する (p. 2456)

に必要なコンピューティングリソース SageMaker 処理ジョブを
明確化
実行する必要があるコンピューティングリソースを決定する際には、次の点を考慮してください。
SageMaker 処理ジョブを明確化:
• 処理ジョブの完了には、数分以上かかることがあります。
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• 説明の計算は、実際の推論よりも時間がかかることがあります。これには、コンピューティングリソー
スを起動する時間も含まれます。
• 説明の計算は、実際の推論よりも計算負荷が高くなる可能性があります。使用によって発生する可能性
のある料金を確認し、モニタリングします SageMakerリソースの料金を見積もることができます。詳細
については、次を参照してください。アマゾン SageMaker 料金。

Clarify 処理ジョブを実行する
実行方法の手順が記載されたノートブックの例として SageMaker Studio での処理ジョブを明確にし
て、トレーニング後のモデルバイアスを検出します。Amazon による説明可能性と偏り検知 SageMaker
Clarify。
Amazon でノートブックを開く方法の手順については、 SageMaker スタジオ、見るAmazon を作成する、
または開く SageMaker Studio ノートブック (p. 110)。次のコードサンプルは、前述のノートブックの例か
ら抜粋したものです。
モデルをトレーニングした後、 SageMaker 以下のコマンドを使用します。
from sagemaker import clarify
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor(
role=role,
instance_count=1,
instance_type='ml.c4.xlarge',
sagemaker_session=session)

次に、入力データセット、出力の格納場所、対象となるラベル列を DataConfig オブジェクトで設
定し、トレーニング済みモデルに関する情報を ModelConfig で指定し、予測の形式に関する情報を
ModelPredictedLabelConfig で提供します。
bias_report_output_path = 's3://{}/{}/clarify-bias'.format(bucket, prefix)
bias_data_config = clarify.DataConfig(
s3_data_input_path=train_uri,
s3_output_path=bias_report_output_path,
label='Target',
headers=training_data.columns.to_list(),
dataset_type='text/csv')
model_config = clarify.ModelConfig(
model_name=model_name,
instance_type='ml.c5.xlarge',
instance_count=1,
accept_type='text/csv')
predictions_config = clarify.ModelPredictedLabelConfig(probability_threshold=0.8)

BiasConfig を使用して、ファセット (機密性の高いグループ、Sex) を含む列、機密性の高い特徴
(facet_values_or_threshold)、望ましい結果 (label_values_or_threshold) に関する情報を提
供します。
bias_config = clarify.BiasConfig(
label_values_or_threshold=[1],
facet_name='Sex',
facet_values_or_threshold=[0])

run_bias() を使用して、処理ジョブでトレーニング前とトレーニング後の両方の分析を同時に実行でき
ます。
clarify_processor.run_bias(
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data_config=bias_data_config,
bias_config=bias_config,
model_config=model_config,
model_predicted_label_config=predictions_config,
pre_training_methods='all',
post_training_methods='all')

Studio で結果を表示するか、bias_report_output_path S3 バケットから結果をダウンロードしま
す。

Spark で Clarify 処理ジョブを実行する
Apache Spark は、大規模データ処理のための統合分析エンジンです。大規模なデータセットを操作する
場合は、以下の Spark 処理機能を使用できます。 SageMaker Clarify により、Clarify 処理ジョブを高速に
実行できます。Clarify ジョブで Spark 処理を使用するには、インスタンス数を 1 より大きい数に設定しま
す。Clarify は、Clarify プロセッサごとに複数のインスタンスがある場合に Spark 分散コンピューティング
を使用します。
次の例はの使用方法を示していますSageMakerClarifyProcessor5 つのインスタンスを持つ Clarify プロ
セッサを作成します。
Clarify は、このプロセッサに関連するすべてのジョブを Spark 分散処理を使用して実行します。
from sagemaker import clarify
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor(
role=role,
instance_count=5,
instance_type='ml.c5.xlarge',
max_runtime_in_seconds=1200,
volume_size_in_gb=100)

ローカル SHAP 値を ShapConfig クラスに保存するように Clarify ジョブを設定した場合、Spark はローカ
ル SHAP 値を複数のパーツファイルとして同時に保存します。
インスタンスを増やす場合は、モデル構成のインスタンス数も増やすことを推奨しま
す。ModelConfigシャドウエンドポイント用。これは、処理インスタンスがシャドウエンドポイントに
よってボトルネックになるのを防ぐためです。具体的には、を使用することをお勧めします one-to-one エ
ンドポイントと処理インスタンスの比率。

分析結果を取得する
処理ジョブが終了したら、出力ファイルをダウンロードして、Studio で結果を検査または視覚化できま
す。出力ディレクトリには、次のファイルが含まれています。
• analysis.json - JSON 形式のバイアスメトリクスと SHAP 値。
• report.ipynb - バイアスメトリクスと SHAP 値を視覚化するための静的ノートブック。
• explanations_shap/out.csv - 入力データセットと同じ形式のデータセット内の各行のローカル
(インスタンス別) SHAP 値。各行の出力ファイルには、各特徴と予測ラベルの SHAP 値が含まれていま
す。
分析 JSON ファイルでは、バイアスメトリクスと SHAP 値が 3 つの別々のセクションに整理されていま
す。
{

"explanations": { . . . }
"pre_training_bias_metrics": { . . . }
"post_training_bias_metrics": { . . . }
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}

SHAP 値は、“explanations” セクションにあります。値は、各特徴列のグローバル SHAP 値に対応し
ます。
"explanations": {
"kernel_shap": {
"label0": {
"global_shap_values": {
"feature_0": 0.022486410860333206,
"feature_1": 0.007381025261958729,
"feature_2": 0.006843906804137847
},
"expected_value": 0.508233428001
}
}
}

バイアスメトリクスは、トレーニング前とトレーニング後のバイアスメトリクスセクションにあります。
{

}

"post_training_bias_metrics": {
"label": "target",
"label_value_or_threshold": "1",
"facets": {
"feature_2": [
{
"value_or_threshold": "1",
"metrics": [
{
"name": "DI",
"description": "Disparate Impact (DI)",
"value": 0.711340206185567
},
{
"name": "DCR",
"description": "Difference in Conditional Rejections (DCR)",
"value": -0.34782608695652184
}
{ . . . }
]
}
]
}
}

バイアスメトリクスと SHAP 値の詳細、それらの解釈方法の詳細については、「Amazon AI の公平性と説
明可能性に関するホワイトペーパー」を参照してください。
上位の SHAP 値を示す棒グラフとバイアスメトリクスを示すテーブルは、レポートノートブックに記載さ
れています。

Amazon でトレーニング後のデータとモデルのバイア
スを検出する SageMaker Clarify
トレーニング後のバイアス分析は、データ内のバイアス、または分類と予測アルゴリズムによって導入さ
れたバイアスから発生した可能性のあるバイアスを明らかにするのに役立ちます。これらの分析では、ラ
ベルなどのデータとモデルの予測が考慮されます。パフォーマンスを評価するには、予測ラベルを分析す
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るか、予測を、異なる属性を持つグループに関してデータ内で観測された目標値と比較します。公平性に
はさまざまな概念があり、測定をするために、それぞれにさまざまなバイアスメトリクスが必要になりま
す。
公平性の法的概念は、検出が難しいため、把握が容易ではない可能性があります。例えば、一見公平なア
プローチであっても、有利でないファセット d と呼ばれるグループが不利益を受ける場合に生じる、格差
影響という概念があります。このタイプのバイアスは機械学習モデルが原因ではないかもしれませんが、
トレーニング後のバイアス分析によって検出可能です。
アマゾン SageMaker Clarify は、用語の一貫した使用を保証するように努めています。用語とその定義の
一覧については、「アマゾン SageMaker バイアスと公平性に関する用語解説 (p. 689)」を参照してくださ
い。
トレーニング後のバイアスメトリクスの詳細については、アマゾンの方法を学ぶ SageMaker Clarifyはバイ
アスの検出そして金融におけるMachine Learning の公平性対策。

サンプルノートブック
アマゾン SageMaker Clarify は、トレーニング後のバイアス検出用に次のサンプルノートブックを提供し
ています。
• アマゾン SageMaker 処理の明確化-を使用する SageMaker バイアスを検出し、特徴属性を使用してモ
デル予測を説明するための処理ジョブを作成することを明確にする。例としては、CSV および JSON
Lines データ形式の使用、独自のコンテナーの使用、Spark による処理ジョブの実行などがあります。
このノートブックの動作確認が実施されているのは、Amazon のみです。 SageMaker Studio の
み。Amazon でノートブックを開く方法の手順については、 SageMaker スタジオ、見るAmazon を作成す
る、または開く SageMaker Studio ノートブック (p. 110)。カーネルの選択を求めるメッセージが表示され
たら、[Python 3 (Data Science)] (Python 3 (データサイエンス)) を選択します。

トレーニング後のデータとモデルのバイアスを測定する
アマゾン SageMaker Clarify には、公平性のさまざまな概念を定量化するのに役立つ 11 のトレーニング後
のデータとモデルのバイアスメトリクスが用意されています。これらの概念をすべて同時に満たすことは
できず、分析対象の潜在的なバイアスを含むケースの詳細に応じて選択されます。これらのメトリクスの
ほとんどは、異なる属性グループの二項分類混同行列から取得した数値の組み合わせです。公平性とバイ
アスは幅広いメトリクスで定義できるため、個々のユースケースに関連するメトリクスを理解し選択する
には人間の判断が必要であり、顧客は適切なステークホルダーと相談して、その適用に適した公平性の尺
度を決定する必要があります。
次の表記法を使用してバイアスメトリクスを説明します。ここでは二項分類の概念モデルについて説明し
ます。この概念モデルでは、事象が、そのサンプル空間に正 (値 1) と負 (値 0) という 2 つの可能な結果の
みでラベル付けされます。このフレームワークは通常、簡単な方法でマルチカテゴリ分類に拡張したり、
必要に応じて連続的に数値化された結果を含むケースに拡張したりできます。二項分類の場合、正と負の
ラベルは、有利なファセット a と不利なファセット d の raw データセットに記録された結果に割り当てら
れます。これらのラベル y は観測ラベルそれらと区別するために予測ラベルy' は、機械学習ライフサイク
ルのトレーニングまたは推論段階で機械学習モデルによって割り当てられます。これらのラベルは、それ
ぞれのファセットの結果の確率分布 Pa(y) と Pd(y) を定義するために使用されます。
• ラベル:
• y は、トレーニングデータセット内のイベント結果の n 個の観測ラベルを表します。
• y' は、データセットにある n 個の観察ラベルに対し、トレーニングされたモデルが予測したラベルを
表します。
• 結果:
• アプリケーションの承認など、サンプルの正の結果 (値 1)。
(1)
• n は、正の結果 (承認) の観測ラベルの数です。
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(1)

• n'

は、正の結果 (承認) の予測ラベルの数です。

• アプリケーションの拒否など、サンプルの負の結果 (値 0)。
(0)

• n

(0)

• n'

は、負の結果 (拒否) の観測ラベルの数です。
は、負の結果 (拒否) の予測ラベルの数です。

• ファセット値:
• ファセット a - バイアスが有利になる属性を定義する特徴値。
(1)

• na は、有利なファセット値の観測ラベルの数: na = na
ルの合計。

(0)

+ na

(1)

ファセット値 a の正と負の観測ラベ

(0)

• n'a は、有利なファセット値の予測ラベルの数: n'a = n'a + n'a
果ラベルの合計。n'a = na であることに注意してください。
• ファセット d - バイアスが不利になる属性を定義する特徴値。
(1)

• nd は、不利なファセット値の観測ラベルの数: nd = nd
ルの合計。

(1)

• n'd は、不利なファセット値の予測ラベルの数: n'd = n'd
ベルの合計。n'd = nd であることに注意してください。

(0)

+ nd

ファセット値 d の正と負の観測ラベ

(0)

+ n'd

ファセット値 a の正と負の予測結

ファセット値 d の正と負の予測ラ

• ラベル付けされたファセットデータの結果の確率分布:
• Pa(y) は、ファセット a の観測ラベルの確率分布です。バイナリラベル付きデータの場合、この分
1
(1)
布は、総数に対する正の結果でラベル付けされたファセット a のサンプル数の比率 Pa(y ) = na / na
0
(0)
と、総数に対する負の結果のサンプル数の比率 Pa(y ) = na / na で与えられます。
• Pd(y) は、ファセット d の観測ラベルの確率分布です。バイナリラベル付きデータの場合、この分布
1
(1)
は、総数に対する正の結果でラベル付けされたファセット d のサンプル数 Pd(y ) = nd / nd と、総数
0
(0)
に対する負の結果のサンプル数の比率 Pd(y ) = nd / nd で与えられます。
次の表に、クイックガイダンス用のチートシートと、トレーニング後のバイアスメトリクスへのリンクを
示します。

トレーニング後のバイアスメトリクス
トレーニング後のバイ
アスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

予測ラベルにおけ
る正の比率の差
(DPPL) (p. 2467)

有利なファセット a と
不利なファセット d の
間の正の予測の割合の
差を測定します。

バイアスを示す可能性
のある予測された正の
結果において、属性グ
ループ間で不均衡があ
りましたか。

正規化されたバイナリ
およびマルチカテゴリ
ファセットラベルの範
囲:[-1,+1]
連続ラベルの範囲: (-∞,
+∞)
解釈:
• 正の値は、ファセッ
ト a が予測される正
の結果の割合が高い
ことを示します。
• ゼロに近い値は、
ファセット間で予測
される正の結果の割
合がより均等である
ことを示します。
• 負の値は、不利な
ファセット d が予測
される正の結果の割
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トレーニング後のバイ
アスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈
合が高いことを示し
ます。

異種影響 (DI) (p. 2467)

有利なファセット a と
不利なファセット d の
予測ラベルの比率を測
定します。

バイアスを示す可能性
のある予測された正の
結果において、属性グ
ループ間で不均衡があ
りましたか。

正規化されたバイナ
リ、マルチカテゴリ
ファセット、連続ラベ
ルの範囲: [0、∞)
解釈:
• 1 未満の値は優先ファ
セットを示しますあ
る正の結果の割合が
高い。
• 値 1 は、属性パリ
ティがあることを示
します。
• 値が 1 より大きい場
合は、好ましくない
ファセットを示しま
す。d.正の結果の割合
が高い。

予測ラベルの条
件付き属性格差
(CDDPL) (p. 2476)

ファセット全体だけで
なく、サブグループ別
の予測ラベルの格差を
測定します。
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一部の属性グループで
は、ローン申請結果
で、拒否の割合が承認
の割合よりも大きいで
すか。

バイナリ、マルチカ
テゴリ、連続結果の
CDDPL 値の範囲:[-1,
+1]
• 正の値は、ファセッ
トが発生した結果を
示しますd.受け入れら
れている以上に拒否
されています。
• ゼロに近い値は、平
均して属性格差がな
いことを示します。
• 負の値は、ファセッ
トが発生した結果を
示しますある受け入
れられている以上に
拒否されています。
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トレーニング後のバイ
アスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

反事実フリップテスト
(FT) (p. 2477)

ファセット d の各メン
バーを調べ、ファセッ
ト a の類似メンバーが
異なるモデル予測をし
ているかどうかを評価
します。

特定の年齢属性は、年
齢グループが異なるす
べての特徴と密接に一
致しており、平均して
平均して平均してより
多く支払われています
か。

バイナリおよびマルチ
カテゴリファセットラ
ベルの範囲は次のとお
りです。[-1, +1]。
• 正の値は、不利な
ファセット d の不利
な反事実フリップテ
スト決定数が有利な
反事実フリップテス
ト決定数を上回る場
合に発生します。
• ゼロに近い値は、不
利な反事実フリップ
テスト決定数と有利
な反事実フリップテ
スト決定数のバラン
スがとれるときに発
生します。
• 負の値は、不利な
ファセット d の不利
な反事実フリップテ
スト決定数が有利な
反事実フリップテス
ト決定数を下回る場
合に発生します。
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トレーニング後のバイ
アスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

精度差 (AD) (p. 2474)

有利なファセットと不
利なファセットの予
測精度の差を測定しま
す。

モデルは、すべての属
性グループのアプリ
ケーションのラベルを
正確に予測しますか。

バイナリおよびマルチ
カテゴリファセットラ
ベルの範囲は次のとお
りです。[-1, +1]。
• 正の値は、ファセッ
ト d が、偽陽性 (タ
イプ I エラー) または
偽陰性 (タイプ II エ
ラー) の組み合わせ
で、より大きな問題
を受けることを示し
ます。これは、不利
なファセット d に対
して潜在的なバイア
スがあることを意味
します。
• ゼロに近い値は、
ファセット a の予測
精度がファセット d
の予測精度と類似し
ている場合に発生し
ます。
• 負の値は、ファセッ
ト a が、偽陽性 (タ
イプ I エラー) または
偽陰性 (タイプ II エ
ラー) の組み合わせ
で、より大きな問題
を受けることを示し
ます。これは、有利
なファセット a に対
してバイアスがある
ことを意味します。
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トレーニング後のバイ
アスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

リコール差
(RD) (p. 2472)

有利なファセットと不
利なファセットのモデ
ルのリコールを比較し
ます。

ある属性は、別の属性
と比較して、モデルの
リコールが高いことに
起因する、年齢ベース
の融資のバイアスはあ
りますか。

二項分類とマルチカテ
ゴリ分類の範囲:[-1,
+1]。
• 正の値は、モデルが
ファセット a の真
陽性をより多く検出
し、不利なファセッ
ト d に対しバイアス
されていることを示
します。
• ゼロに近い値は、モ
デルが両方のファ
セットでほぼ同じ数
の真陽性を検出し、
バイアスがないこと
を示します。
• 負の値は、モデルが
ファセット d の真
陽性をより多く検出
し、有利なファセッ
ト a に対しバイアス
されていることを示
します。

条件付き承認の差
(DCAcc) (p. 2468)

観測ラベルとモデルに
よって予測されたラベ
ルと比較します。予測
された正の結果 (承認)
に対してファセット全
体でこれが同じかどう
かを評価します。

ある年齢層を別の年齢
層と比較すると、融資
の受け入れ頻度が高い
のか、それとも予想よ
りも少ない頻度で受け
入れられるのか（資格
に基づく）？

バイナリ、マルチカテ
ゴリファセット、連続
ラベルの範囲: (-∞, +∞)。
• 正の値は、不利な
ファセット d の対象
となる申請者に対す
るバイアスの可能性
を示します。
• ゼロに近い値は、両
方のファセットの対
象となる申請者が同
様の方法で承認され
ていることを示しま
す。
• 負の値は、有利な
ファセット a の対象
となる申請者に対す
るバイアスの可能性
を示します。

2463

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
トレーニング後のデータとモデルのバイアスを検出する

トレーニング後のバイ
アスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

承認率の差
(DAR) (p. 2473)

有利なファセットと不
利なファセット間で、
予測された陽性 (TP +
FP) に対する観測された
正の結果 (TP) の比率の
差を測定します。

すべての年齢グループ
にわたって対象となる
申請者のローン承認を
予測する場合、モデル
の精度は同じですか。

バイナリ、マルチカテ
ゴリファセット、連続
ラベルの範囲は次のと
おりです。[-1, +1]。
• 正の値は、不利な
ファセット d で比較
的多くの偽陽性が発
生することによって
引き起こされるファ
セット d に対するバ
イアスの可能性を示
します。
• ゼロに近い値は、正
の結果 (承認) の観
測ラベルが、モデル
によって両方のファ
セットで同じ精度で
予測されていること
を示します。
• 負の値は、有利な
ファセット a で比較
的多くの偽陽性が発
生することによって
引き起こされるファ
セット a に対するバ
イアスの可能性を示
します。

特異性差 (SD) (p. 2471)

有利なファセットと不
利なファセット間でモ
デルの特異性を比較し
ます。

ある属性は、別の属性
と比較して、モデルの
特異が高いことに起因
する、年齢ベースの融
資のバイアスはありま
すか。

二項分類とマルチカテ
ゴリ分類の範囲:[-1,
+1]。
• 正の値は、モデルが
ファセットの誤検出
が少ないことを示し
ます。d.嫌悪の側面に
偏っているd.。
• ゼロに近い値は、モ
デルが両方のファ
セットで同じ数の偽
陽性を検出し、バイ
アスがないことを示
します。
• 負の値は、モデルが
ファセットの誤検出
が少ないことを示し
ます。あるそして好
まれる側面に偏って
いるある。
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トレーニング後のバイ
アスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

条件付き拒否の差
(DCR) (p. 2469)

観測ラベルとモデルに
よって予測されたラベ
ルと比較し、負の結果
(拒否) に対してファセッ
ト全体でこれが同じか
どうかを評価します。

ある属性で予測される
ローン申請の拒否は、
資格に基づく別の属性
と比較して、多いです
か少ないですか。

バイナリ、マルチカテ
ゴリファセット、連続
ラベルの範囲: (-∞, +∞)。
• 正の値は、不利な
ファセット d の対象
となる申請者に対す
るバイアスの可能性
を示します。
• ゼロに近い値は、両
方のファセットの対
象となる申請者が同
様の方法で拒否され
ていることを示しま
す。
• 負の値は、有利な
ファセット a の対象
となる申請者に対す
るバイアスの可能性
を示します。

拒否率の差
(DRR) (p. 2473)

不利なファセットと有
利なファセット間で、
予測された陰性 (TN +
FN) に対する観測された
負の結果 (TN) の比率の
差を測定します。

すべての属性にわたっ
て対象外の申請者の
ローン拒否を予測する
場合、モデルの精度は
同じですか。

バイナリ、マルチカテ
ゴリファセット、連続
ラベルの範囲は次のと
おりです。[-1, +1]。
• 正の値は、有利な
ファセット a で比較
的多くの誤検出が発
生することによって
引き起こされる可能
性のあるバイアスを
示します。
• ゼロに近い値は、負
の結果 (拒否) が両方
のファセットで同じ
精度で予測されてい
ることを示します。
• 負の値は、不利な
ファセット d で比較
的多くの誤検出が発
生することによって
引き起こされる可能
性のあるバイアスを
示します。
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トレーニング後のバイ
アスメトリクス

説明

質問例

メトリクス値の解釈

処理の同等性
(TE) (p. 2475)

有利なファセットと不
利なファセット間の偽
陽性と偽陰性の比率の
差を測定します。

ローン申請では、偽陽
性と偽陰性の相対比率
は、すべての属性で同
じですか。

バイナリおよびマルチ
カテゴリファセットラ
ベルの範囲: (-∞, +∞)。
• 正の値は、ファセッ
ト a の偽陽性と偽陰
性の比率がファセッ
ト d より大きい場合
に発生します。
• ゼロに近い値は、
ファセット a の偽陽
性と偽陰性の比率が
ファセット d と似て
いる場合に発生しま
す。
• 負の値は、ファセッ
ト a の偽陽性と偽陰
性の比率がファセッ
ト d より小さい場合
に発生します。

一般化エントロピー
(GE) (p. 2478)

福利厚生の不平等を測
定bモデル予測によって
各入力に割り当てられ
ます。

融資申請分類の2つの候
補モデルのうち、一方
は他方よりも望ましい
結果の配分が不均等に
なりますか？

バイナリラベルとマル
チカテゴリラベルの範
囲: (0, 0.5)。モデルが偽
陰性のみを予測する場
合、GEは未定義です。
• ゼロ値は、すべての
予測が正しいか、
すべての予測が誤検
出の場合に発生しま
す。
• 正の値は利益の不平
等を示し、0.5は最
大の不平等を表しま
す。

トレーニング後のバイアスメトリクスの詳細については、「金融における機械学習の公平性の測定」を参
照してください。
トピック
• 予測ラベルにおける正の比率の差 (DPPL) (p. 2467)
• 異種影響 (DI) (p. 2467)
• 条件付き承認の差 (DCAcc) (p. 2468)
• 条件付き拒否の差 (DCR) (p. 2469)
• 特異性差 (SD) (p. 2471)
• リコール差 (RD) (p. 2472)
• 承認率の差 (DAR) (p. 2473)
• 拒否率の差 (DRR) (p. 2473)
• 精度差 (AD) (p. 2474)

2466

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
トレーニング後のデータとモデルのバイアスを検出する

• 処理の同等性 (TE) (p. 2475)
• 予測ラベルの条件付き属性格差 (CDDPL) (p. 2476)
• 反事実フリップテスト (FT) (p. 2477)
• 一般化エントロピー (GE) (p. 2478)

予測ラベルにおける正の比率の差 (DPPL)
予測ラベルにおける正の比率の差 (DPPL) メトリクスは、モデルがファセットごとに異なる結果を予測す
るかどうかを決定します。これは、ファセット a の正の予測の比率 (y' = 1) とファセット d の正の予測の
比率 (y' = 1) の差として定義されます。例えば、モデル予測が中高年グループ (ファセット a) の 60% と他
の年齢グループ (ファセット d) の 50% にローンを許可する場合、ファセット d に対しバイアスされてい
る可能性があります。この例では、バイアスのケースに対して 10% の差が重要かどうかを判断する必要が
あります。DPL と DPPL の比較では、データセットに最初に存在するバイアスが、トレーニング後のモデ
ル予測で増えるか減るかを評価します。
予測ラベルの比率の差の計算式は次のとおりです。
DPPL = q'a - q'd
実行する条件は以下のとおりです。
(1)

• q'a = n'a /na は、値 1 の正の結果を得るファセット a の予測される割合です。この例では、ローンが許
(1)
可されると予測される中高年ファセットの割合です。ここで、n'a は、値 1 の正の予測結果を得るファ
セット a のメンバー数を表し、na は、ファセット a のメンバー数を表します。
(1)

• q'd = n'd /nd は、値 1 の正の結果を得るファセット d の予測される割合です。この例では、高齢者と若
(1)
年者のファセットがローンを許可されると予測しています。ここで、n'd は、正の予測結果を得るファ
セット d のメンバー数を表し、nd は、ファセット d のメンバー数を表します。
DPPL が 0 に十分近い場合、トレーニング後の属性パリティが達成されたことを意味します。
バイナリおよびマルチカテゴリファセットラベルの場合、正規化された DPL 値は間隔 [-1, 1] の範囲にあり
ます。連続ラベルの場合、値は間隔 (-∞, +∞) で変化します。
• 正の DPPL 値は、ファセット a が、ファセット d と比較して予測される正の結果の割合が高いことを示
します。
これは、正のバイアスと呼ばれます。
• ゼロに近い DPPL の値は、ファセット a および d 間で予測される正の結果の割合がより均等であること
を示し、ゼロの値は、完全な属性パリティを示します。
• 負の DPPL 値は、ファセット d が、ファセット a と比較して予測される正の結果の割合が高いことを示
します。これは、負のバイアスと呼ばれます。

異種影響 (DI)
予測ラベルメトリクスの正の比率の差は、比率の形式で評価できます。
予測ラベルメトリクスの正の比率の比較は、予測ラベルにおける正の比率の差 (DPPL) (p. 2467)の場合の
ように、差としてではなく、比率の形式で評価できます。異種影響 (DI) メトリクスは、ファセットにおけ
る正の予測 (y' = 1) の割合の比率の比率の比率の比率の比率の比率の比率の比率の比率の比率の比率d.ファ
セットの陽性予測 (y' = 1) の割合を超えていますある。例えば、モデル予測が中高年グループ (facet) の
60% にローンを許可する場合 (facet)ある) および 50% のその他の年齢層 (ファセット)d.)、次にDI = .5/.6
= 0.8 となり、ファセットに代表される他の高齢グループへの正のバイアスと悪影響があることを示しま
すd.。
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予測ラベルの比率の計算式は次のとおりです。
DI = q'd/q'a
実行する条件は以下のとおりです。
(1)

• q'a = n'a /na は、値 1 の正の結果を得るファセット a の予測される割合です。この例では、ローンが許
(1)
可されると予測される中高年ファセットの割合です。ここで、n'a は、正の予測結果を得るファセット
a のメンバー数を表し、na は、ファセット a のメンバー数を表します。
(1)

• q'd = n'd /nd は、値 1 の正の結果を得るファセット d の予測される割合です。この例では、高齢者と若
(1)
年者のファセットがローンを許可されると予測しています。ここで、n'd は、正の予測結果を得るファ
セット d のメンバー数を表し、nd は、ファセット d のメンバー数を表します。
バイナリ、マルチカテゴリファセット、連続ラベルの場合、DI 値は間隔 [0, ∞) の範囲にあります。
• 1 より小さい値は、ファセット a が、ファセット d よりも予測される正の結果の割合が高いことを示し
ます。これは、正のバイアスと呼ばれます。
• 値 1 は、属性パリティを示します。
• 1 より大きい値は、ファセット d が、ファセット a よりも予測される正の結果の割合が高いことを示し
ます。これは、負のバイアスと呼ばれます。

条件付き承認の差 (DCAcc)
このメトリクスは、観測ラベルと、モデルによって予測されたラベルを比較し、予測された正の結果に対
してファセット全体でこれが同じかどうかを評価します。このメトリクスは、特定のファセットに対して
モデルが予測した正の結果 (ラベル y') が、トレーニングデータセットで観測された結果 (ラベル y) と比
較してどれだけ多いかを定量化するという点で、人間のバイアスを模倣することに近づいています。たと
えば、中年層向けのローン申請のトレーニングデータセットで、より多くの承認が得られた（肯定的な結
果）場合（facet）ある）は、他の年齢層を含むファセットと比較して、資格に基づくモデルによって予測
されたものよりも（ファセット）d.）、これは、中年層に有利な融資の承認方法に潜在的な偏見があるこ
とを示している可能性がある。
条件付き承認の差の計算式は次のとおりです。
DCAcc = ca - cd
実行する条件は以下のとおりです。
(1)

(1)

(1)

(1)

• ca = na / n'a は、ファセット a の値 1 (承認) の正の結果の観測数と、ファセット a の正の結果 (承認)
の予測数の比率です。
• cd = nd / n'd は、ファセット d の値 1 (承認) の正の結果の観測数と、ファセット d の予測される正の
結果 (承認) の予測数の比率です。
DCAcc メトリクスは、資格に基づく優先処理を明らかにする、正と負の両方のバイアスを捉えることがで
きます。次のような、ローンの承認に関する年齢ベースのバイアスの例を考えてみましょう。
例 1: 正のバイアス
ローンを申請した 100 人の中高年の人たち (ファセット a) と 50 人の他の年齢グループの人たち (ファセッ
ト d) からなるデータセットがあり、モデルはファセット a から 60 人、ファセット d から 30 人にローン
を許可することを推奨したとします。つまり、予測された比率には、DPPL メトリクスに関するバイアス
はありません。しかし、観測ラベルは、ファセット a から 70 人、ファセット d から 20 人にローンが許可
されたことを示しています。言い換えれば、このモデルは、提案されたトレーニングデータの観測ラベル
よりも中高年グループのファセットから 17% 少なくローンを許可し (70/60 = 1.17)、他の年齢グループか
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らは、提案された観測ラベルよりも 33％ 多くローンを許可したことになります (20/30 = 0.67)。DCAcc 値
を計算すると、次のようになります。
DCAcc = 70/60 - 20/30 = 1/2
正の値は、中高年ファセットに対して潜在的なバイアスがあることを示します。ある他のファセットに比
べて合格率が低いd.観測されたデータ（偏りがないと見なされる）が示すよりもそうです。
例 2: 負のバイアス
ローンを申請した 100 人の中高年の人たち (ファセット a) と 50 人の他の年齢グループの人たち (ファセッ
ト d) からなるデータセットがあり、モデルはファセット a から 60 人、ファセット d から 30 人にローン
を許可することを推奨したとします。つまり、予測された比率には、DPPL メトリクスに関するバイアス
はありません。しかし、観測ラベルは、ファセット a から 50 人、ファセット d から 40 人にローンが許可
されたことを示しています。言い換えれば、このモデルは、提案されたトレーニングデータの観測ラベル
よりも中高年グループのファセットから 17% 少なくローンを許可し (50/60 = 0.83) 、他の年齢グループか
らは、提案された観測ラベルよりも 33% 多くローンを許可したことになります (40/30 = 1.33)。DCAcc 値
を計算すると、次のようになります。
DCAcc = 50/60 - 40/30 = -1/2
負の値は、ファセットに対して潜在的なバイアスがあることを示します。d.中年のファセットに比べて合
格率が低いある観測されたデータ（偏りがないと見なされる）が示すよりもそうです。
DCAcc を使用すると、人間参加型モデル予測を監督する人間による潜在的な (意図的でない) バイアスを検
出するのに役立ちます。 human-in-the-loop設定。例えば、モデルによる予測 y' にはバイアスはないが、
最終的な決定は、モデル予測を変更して新しい最終バージョンの y' を生成できる (おそらく追加機能のア
クセス権を持つ) 人間によって行われると仮定します。人間による追加処理は、1 つのファセットからの不
均衡な数へのローンを意図せずに拒否する可能性があります。DCAcc は、このような潜在的なバイアスの
検出に役立ちます。
バイナリ、マルチカテゴリファセット、連続ラベルの条件付き承認の差の値の範囲は、(-∞, +∞) です。
• 正の値は、ファセット a の予測された承認数に対する観測された承認数の比率が、ファセット d の同じ
比率よりも高い場合に発生します。これらの値は、ファセット a の対象となる申請者に対するバイアス
がある可能性を示しています。比率の差が大きいほど、見かけ上のバイアスは大きくなります。
• ゼロに近い値は、ファセット a の予測された承認数に対する観測された承認数の比率が、ファセット
d の比率と似ている場合に発生します。これらの値は、予測された承認率がラベル付きデータの観測値
と一致しており、両方のファセットから対象となる申請者が同様の方法で承認されていることを示しま
す。
• 負の値は、ファセット a の予測された承認数に対する観測された承認数の比率が、ファセット d の同様
の比率よりも低い場合に発生します。これらの値は、ファセット d の対象となる申請者に対するバイア
スがある可能性を示しています。比率の差が負であるほど、見かけ上のバイアスは大きくなります。

条件付き拒否の差 (DCR)
このメトリクスは、観測ラベルとモデルによって予測されたラベルを比較し、負の結果 (拒否) のファセッ
ト全体でこれが同じかどうかを評価します。このメトリクスは、特定のファセットに対してモデルから得
られた負の結果 (予測ラベル y') が、トレーニングデータセットのラベルで提案された結果 (観測ラベル y)
と比較してどれだけ多いかを定量化するという点で、人間のバイアスを模倣することに近づいています。
たとえば、中年層のローン申請で却下が多く見られた（否定的な結果）場合（ファセット）ある）は、
他の年齢層を含むファセットと比較して、資格に基づくモデルによって予測されたものよりも（ファセッ
ト）d.）、これは、ローンの拒否方法に潜在的なバイアスがかかり、他のグループよりも中年層に有利に
なったことを示している可能性があります。
条件付き承認の差の計算式は次のとおりです。
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DCR = rd - ra
実行する条件は以下のとおりです。
(0)

(0)

• rd= nd /n'd ファセットの値が0（拒否）の場合のネガティブアウトカムの観測数の比率ですd.ファセッ
トのネガティブな結果（リジェクション）の予測数までd.。
(0)

(0)

• ra = na / n'a は、ファセット a の値 0 (拒否) の負の結果の観測数と、ファセット a の値 0 (拒否) の負
の結果の予測数の比率です。
DCR メトリクスは、資格に基づく優先処理を明らかにする、正と負の両方のバイアスを捉えることができ
ます。次のような、ローンの拒否に関する年齢ベースのバイアスの例を考えてみましょう。
例 1: 正のバイアス
ローンを申請した 100 人の中高年の人たち (ファセット a) と 50 人の他の年齢グループの人たち (ファセッ
ト d) からなるデータセットがあり、モデルはファセット a から 60 人、ファセット d から 30 人がローン
を拒否することを推奨したとします。つまり、予測された比率には DPPL メトリクスによるバイアスはあ
りません。しかし、観測ラベルは、ファセット a から 50 人、ファセット d から 40 人が拒否されたことを
示しています。言い換えれば、このモデルは、提案されたトレーニングデータの観測ラベルよりも中高年
グループのファセットから 17% 多くローンを拒否し (50/60 = 0.83)、他の年齢グループからは、提案され
た観測ラベルよりも 33％ 少なくローンを拒否したことになります (40/30 = 1.33)。DCR値は、ファセット
間の観測拒否率と予測拒否率の比率におけるこの差を定量化します。正の値は、観察されたデータ（偏り
がないと見なされる）が示すよりも、他のグループと比較して拒絶率が低い中年のグループに有利なバイ
アスが存在することを示しています。
DCR = 40/30 - 50/60 = 1/2
例 2: 負のバイアス
ローンを申請した 100 人の中高年の人たち (ファセット a) と 50 人の他の年齢グループの人たち (ファセッ
ト d) からなるデータセットがあり、モデルはファセット a から 60 人、ファセット d から 30 人がローン
を拒否することを推奨したとします。つまり、予測された比率には DPPL メトリクスによるバイアスはあ
りません。しかし、観測ラベルは、ファセット a から 70 人、ファセット d から 20 人が拒否されたこと
を示しています。言い換えれば、このモデルは、提案されたトレーニングデータの観測ラベルよりも中高
年グループのファセットから 17% 少なくローンを拒否し (70/60 = 1.17)、他の年齢グループからは、提案
された観測ラベルよりも 33% 多くローンを拒否したことになります (20/30 = 0.67)。負の値は、ファセッ
トに有利なバイアスがあることを示します。ある中年のファセットに比べて拒絶率が低いある観測された
データ（偏りがないと見なされる）が示すよりもそうです。
DCR = 20/30 - 70/60 = -1/2
バイナリ、マルチカテゴリファセット、連続ラベルの条件付き拒否の差の値の範囲は、(-∞, +∞) です。
• 正の値は、ファセット d の予測された拒否数に対する観測された拒否数の比率が、ファセット a の比率
よりも大きい場合に発生します。これらの値は、ファセット a の対象となる申請者に対するバイアスが
ある可能性を示しています。DCR メトリクスの値が大きいほど、見かけ上のバイアスは大きくなりま
す。
• ゼロに近い値は、ファセット a の予測された承認数に対する観測された拒否数の比率が、ファセット d
の比率と似ている場合に発生します。これらの値は、予測された拒否率がラベル付きデータの観測値と
一致しており、両方のファセットから対象となる申請者が同様の方法で拒否されていることを示してい
ます。
• 負の値は、ファセット d の予測された拒否数に対する観測された拒否数の比率が、ファセット a の同様
の比率よりも低い場合に発生します。これらの値は、ファセット d の対象となる申請者に対するバイア
スがある可能性を示しています。負の DCR メトリクスが大きいほど、見かけ上のバイアスは大きくな
ります。
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特異性差 (SD)
特異度差（SD）は、好ましいファセット間の特異度の違いですあると嫌いなファセットd.。特異度は、モ
デルが否定的な結果（y'=0）を正しく予測する頻度を測定します。これらの特異性に差があると、バイア
スの潜在的な形です。
特異性は、すべての y=0 のケースがそのファセットに対して正しく予測されている場合に、ファセット
に最適です。モデルが偽陽性を最小化すると、タイプ I エラーと呼ばれる偽陽性が最小化されます。たと
えば、ファセットへの融資の特異性が低いことの違いある、ファセットへの融資の特異性が高いd.、ファ
セットに対するバイアスの尺度ですd.。
次の式は、ファセットの特異度の違いを表しています。あるそしてd.。
SD = TNd/(TNd+ + FPd)-TNa/(TNa+ + FPa) = TNRd-TNRa
SDの計算に使用される次の変数は次のように定義されます。
• TNd は、ファセット d に対して予測される真陰性です。
• FPd は、ファセット d に対して予測される偽陽性です。
• TNdファセットの真陰性要素は予測されていますかある。
• FPd は、ファセット a に対して予測される偽陽性です。
• TNRa= TNa/(TNa+ + FPa) はファセットの真負率 (特異度とも呼ばれる)ある。
• TNRd= TNd/(TNd+ + FPd) はファセットの真負率 (特異度とも呼ばれる)d.。
例えば、ファセット a と d について、次の混同行列を考えてみます。

優先ファセットの混同マトリックスa
クラス a の予測

実際の結果 0

実際の結果 1

合計

0

20

5

25

1

10

65

75

合計

30

70

100

嫌いなファセットの混同マトリックスd
クラス d の予測

実際の結果 0

実際の結果 1

合計

0

18

7

25

1

5

20

25

合計

23

27

50

特異度の差の値はSD = 18/(18+5) - 20/(20+10) = 0.7826 - 0.6667 = 0.1159これはファセッ
トに対するバイアスを示していますd.。
ファセット間の特異性差の値の範囲あるそしてd.二項分類と多分類分類の場合[-1, +1]。このメトリク
スは、連続ラベルの場合には使用できません。SDのさまざまな値が意味するものは次のとおりです。
• ファセットの特異性が高い場合は、正の値が得られます。d.ファセットよりある。このことから、モデ
ルではファセットの誤検出が少なくなっていることがわかります。d.ファセットよりある。正の値は
ファセットに対するバイアスを示しますd.。
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• ゼロに近い値は、比較されるファセットの特異性が類似していることを示します。これは、モデルがこ
れらのファセットの両方で同じ数の偽陽性を検出し、バイアスがないことを示しています。
• 負の値は、ファセットの特異性が高い場合に得られます。あるファセットよりd.。これは、モデルが
ファセットに対してより多くの誤検出を検出することを示唆しています。あるファセットよりd.。負の
値はファセットに対するバイアスを示しますある。

リコール差 (RD)
リコール差 (RD) メトリクスは、有利なファセット a と不利なファセット d 間のモデルのリコールの差で
す。これらのリコールの差は、バイアスの潜在的な形です。リコールは真陽性率 (TPR) で、モデルが正の
結果を受け取る場合を正しく予測する頻度を測定します。リコールは、すべての y=1 のケースがそのファ
セットの y'=1 として正しく予測されている場合に、ファセットに最適です。モデルがタイプ II エラーと呼
ばれる偽陰性を最小化すると、リコールが大きくなります。例えば、ローンの対象となるべき 2 つの異な
るグループ (ファセット a と d) に属する人のうち、何人がモデルによって正しく検出されましたか。ファ
セット a への融資ではリコール率が高いが、ファセット d への融資ではリコール率が低い場合、その差は
ファセット d に属するグループに対するこのバイアスの測定値を提供します。
ファセット a および d のリコール率の差の計算式は次のとおりです。
RD = TPa/(TPa + FNa) - TPd/(TPd + FNd) = TPRa - TPRd
実行する条件は以下のとおりです。
• TPa は、ファセット a に対して予測される真陽性です。
• FNa は、ファセット a に対して予測される偽陰性です。
• TPd は、ファセット d に対して予測される真陽性です。
• FNd は、ファセット d に対して予測される偽陰性です。
• TPRa = TPa/(TPa + FNa) は、ファセット a のリコールまたはその真陽性率です。
• TPRd TPd/(TPd + FNd) は、ファセット d のリコールまたはその真陽性率です。
例えば、ファセット a と d について、次の混同行列を考えてみます。

有利なファセット a の混同行列
クラス a の予測

実際の結果 0

実際の結果 1

合計

0

20

5

25

1

10

65

75

合計

30

70

100

不利なファセット d の混同行列
クラス d の予測

実際の結果 0

実際の結果 1

合計

0

18

7

25

1

5

20

25

合計

23

27

50

リコール差の値は、RD = 65/70 - 20/27 = 0.93 - 0.74 = 0.19 で、ファセット d に対するバイアスを示しま
す。
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二項分類とマルチカテゴリ分類のファセット a と d 間のリコール差の値の範囲は、[-1, +1] です。このメ
トリクスは、連続ラベルの場合には使用できません。
• 正の値は、ファセット d よりもファセット a の方が、リコールが高い場合に得られます。これは、モデ
ルが、バイアスの形式であるファセット d よりもファセット a の真陽性をより多く検出することを示し
ています。
• ゼロに近い値は、比較されるファセットのリコールが類似していることを示します。これは、モデルが
これらのファセットの両方でほぼ同じ数の真陽性を検出し、バイアスがないことを示しています。
• 負の値は、ファセット a よりもファセット d の方が、リコールが高い場合に得られます。これは、モデ
ルが、バイアスの形式であるファセット a よりもファセット d の真陽性をより多く検出することを示し
ています。

承認率の差 (DAR)
承認率の差 (DAR) メトリクスは、ファセット a および d の観測された陽性 (TP + FP) に対する真陽性
(TP) 予測の比率の差です。このメトリクスは、これらの 2 つのファセットからの承認を予測するためのモ
デルの精度の差を測定します。精度は、対象となる候補のプールから、モデルによってそのように識別さ
れた対象となる候補の割合を測定します。対象となる申請者を予測するためのモデルの精度がファセット
間で異なる場合、これはバイアスであり、その大きさは DAR によって測定されます。
ファセット a および d の承認率の差の計算式は次のとおりです。
DAR = TPa/(TPa + FPa) - TPd/(TPd + FPd)
実行する条件は以下のとおりです。
• TPa は、ファセット a に対して予測される真陽性です。
• FPa は、ファセット a に対して予測される偽陽性です。
• TPd は、ファセット d に対して予測される真陽性です。
• FPd は、ファセット d に対して予測される偽陽性です。
例えば、モデルが 70 人の中高年層の申請者 (ファセット a) のローンを承認し (正の予測ラベル)、そのう
ち 35 人だけが実際に承認されたとします (正の観測ラベル)。また、モデルが他の年齢層 (ファセット d)
から 100 人の申請者のローンを承認し (正の予測ラベル)、そのうち 40 人だけが実際に承認されたとしま
す (正の観測ラベル)。そうすると、DAR = 35/70 - 40/100 = 0.10 となり、これは、2 番目の年齢層 (ファ
セット d) からの対象となる人たちに対する潜在的なバイアスを示しています。
バイナリ、マルチカテゴリファセット、連続ラベルの DAR の値の範囲は、[-1, +1] です。
• 正の値は、ファセット a の予測された正の結果 (承認) と観測された正の結果 (対象となる申請者) の比率
が、ファセット d の同様の比率よりも大きい場合に発生します。これらの値は、ファセット d で比較的
多くの偽陽性が発生することによって引き起こされる不利なファセット d に対するバイアスの可能性を
示します。比率の差が大きいほど、見かけ上のバイアスは大きくなります。
• ゼロに近い値は、ファセット a と d の予測された正の結果 (承認) と観測された正の結果 (対象となる申
請者) の比率が類似した値を持ち、正の結果の観察ラベルがモデルによって同じ精度で予測されている
ことを示す場合に発生します。
• 負の値は、ファセット d の予測された正の結果 (承認) と観測された正の結果 (対象となる申請者) の比率
が、ファセット a の比率よりも大きい場合に発生します。これらの値は、ファセット a で比較的多くの
偽陽性が発生することによって引き起こされる有利なファセット a に対するバイアスの可能性を示しま
す。比率の差が負であるほど、見かけ上のバイアスは大きくなります。

拒否率の差 (DRR)
拒否率の差 (DRR) メトリクスは、ファセット a と d の観測された負の結果 (TN + FN) に対する真陰性
(TN) 予測の比率の差です。このメトリクスは、これらの 2 つのファセットからの拒否を予測するためのモ
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デルの精度の差を測定します。精度は、対象外のプールから、モデルによってそのように識別された対象
外の候補の割合を測定します。対象外の申請者を予測するためのモデルの精度がファセット間で異なる場
合、これはバイアスであり、その大きさは DRR によって測定されます。
ファセット a および d の拒否率の差の計算式は次のとおりです。
DRR = TNd/(TNd + FNd) - TNa/(TNa + FNa)
実行する条件は以下のとおりです。
• TNd は、ファセット d に対して予測される真陰性です。
• FNd は、ファセット d に対して予測される偽陰性です。
• TPa は、ファセット a に対して予測される真陰性です。
• FNa は、ファセット a に対して予測される偽陰性です。
例えば、モデルが 100 人の中高年のローンの申請者 (ファセット a) を拒否し (負の予測ラベル)、そのうち
80 人は実際に対象外だとします (負の観察ラベル)。また、モデルが他の年齢層からの50人の応募者を拒
否したとします（ファセット）d.）ローン (負の予測ラベル) で、そのうち 40 だけが実際に対象外だとし
ます (負の観測ラベル)。そうすると、DRR = 40/50 - 80/100 = 0 となり、バイアスがないことがわかりま
す。
バイナリ、マルチカテゴリファセット、連続ラベルの DRR の値の範囲は、[-1, +1] です。
• 正の値は、ファセット d の予測された負の結果 (拒否) と観測された負の結果 (資格のない申請者) の比率
が、ファセット a の同様の比率よりも大きい場合に発生します。これらの値は、ファセット a で比較的
多くの偽陰性が発生することによって引き起こされる有利なファセット a に対するバイアスの可能性を
示します。比率の差が大きいほど、見かけ上のバイアスは大きくなります。
• ゼロに近い値は、ファセット a と d の予測された負の結果 (拒否) と観測された負の結果 (対象となる申
請者) の比率が類似した値を持ち、負の結果の観察ラベルがモデルによって同じ精度で予測されている
ことを示す場合に発生します。
• 負の値は、ファセット a の予測された負の結果 (拒否) と観測された負の結果 (対象となる申請者) の比率
が、ファセット d の比率よりも大きい場合に発生します。これらの値は、ファセット d で比較的多くの
偽陽性が発生することによって引き起こされる不利なファセット d に対するバイアスの可能性を示しま
す。比率の差が負であるほど、見かけ上のバイアスは大きくなります。

精度差 (AD)
精度差 (AD) メトリクスは、異なるファセットの予測精度の差です。このメトリクスは、モデルによる分類
が、あるファセットに対して他のファセットよりも正確であるかどうかを決定します。AD は、1 つのファ
セットでタイプ I とタイプ II のエラーの割合が大きいかどうかを示します。ただし、タイプ I とタイプ II
のエラーを区別することはできません。例えば、モデルの精度は年齢層が異なっても同じになりますが、
エラーは、ある年齢ベースのグループでは大部分が偽陽性 (タイプ I エラー)で 、他の年齢層では大部分が
偽陰性 (タイプ II エラー) である可能性があります。
また、中高年層 (ファセット a) に対して、別の年齢層 (ファセット d) よりもはるかに高い精度でローンの
承認が行われる場合、2 番目の年齢層の対象となる申請者の割合が大きい方がローンを拒否される (FN)
か、そのグループの対象外の申請者の割合が大きい方がローンを受ける (FP) か、またはその両方になりま
す。このため、両方の年齢ベースのグループで承認されたローンの割合がほぼ同じであっても、2 番目の
グループでグループの不公平につながる可能性があります。これはゼロに近い DPPL 値で示されます。
AD メトリクスの計算式は、ファセット a の予測精度 ACCa から、ファセット d の予測精度 ACCd を引い
た差です。
AD = ACCa - ACCd
実行する条件は以下のとおりです。
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• ACCa = (TPa + TNa)/(TPa + TNa + FPa + FNa)

• TPa は、ファセット a に対して予測される真陽性です
• TNa は、ファセット a に対して予測される真陰性です
• FPa は、ファセット a に対して予測される偽陽性です
• FNa は、ファセット a に対して予測される偽陰性です
• ACCd = (TPd + TNd)/(TPd + TNd + FPd + FNd)
• TPd は、ファセット d に対して予測される真陽性です

• TNd は、ファセット d に対して予測される真陰性です
• FPd は、ファセット d に対して予測される偽陽性です
• FNd は、ファセット d に対して予測される偽陰性です
例えば、あるモデルが 100 人のファセット a から 70 人の申請者のローンを承認し、残りの 30 人を拒否
したとします。10 人はローンを提供されるべきではなく (FPa)、承認されるべき 60 人は承認されました
(TPa)。拒否のうち 20 人は承認されるべきであり (FNa)、10 人は正しく拒否されました (TNa)。ファセッ
ト a の精度は次のとおりです。
ACCa = (60 + 10)/(60 + 10 + 20 + 10) = 0.7
次に、あるモデルが 100 人のファセット d から 50 人の申請者のローンを承認し、残りの 50 人を拒否し
たとします。10 人はローンを提供されるべきではなく (FPa)、承認されるべき 40 人が承認されました
(TPa)。承認されるべき 40 人が拒否され (FNa)、10 人は正しく拒否されました (TNa)。ファセット a の精
度は次のように決定されます。
ACCd= (40 + 10)/(40 + 10 + 40 + 10) = 0.5
したがって、精度の差は、AD = ACCa - ACCd = 0.7 - 0.5 = 0.2 となります。これは、メトリクスが正の値
であるため、ファセット d に対してバイアスがあることを示します。
バイナリおよびマルチカテゴリファセットラベルの AD の値の範囲は、[-1, +1] です。
• 正の値は、ファセット a の予測精度がファセット d の予測精度より大きい場合に発生します。これは、
ファセット d が、偽陽性 (タイプ I エラー) または偽陰性 (タイプ II エラー) の組み合わせで、より大きな
問題を受けることを示します。これは、不利なファセット d に対して潜在的なバイアスがあることを意
味します。
• ゼロに近い値は、ファセット a の予測精度がファセット d の予測精度と類似している場合に発生しま
す。
• 負の値は、ファセット d の予測精度がファセット a の予測精度より大きい場合に発生します。これは、
ファセット a が、偽陽性 (タイプ I エラー) または偽陰性 (タイプ II エラー) の組み合わせでより大きな問
題を受けることを示します。これは、有利なファセット a に対してバイアスがあることを意味します。

処理の同等性 (TE)
処理の同等性 (TE) は、ファセット間の偽陰性と偽陽性の比率の差です。あるそしてd.。このメトリクス
の主な考え方は、グループ全体の精度が同じであっても、あるグループに対するエラーが、他のグループ
よりも、より有害であるかどうかを評価することです。エラー率は偽陽性と偽陰性の合計から得られます
が、これら 2 つの内訳はファセット間で大きく異なる可能性があります。TE は、エラーがファセット全
体で類似または異なる方法で補正されているかどうかを測定します。
処理の同等性の計算式は次のとおりです。
TE = 楽しいd/FXd-楽しいa/FXa
実行する条件は以下のとおりです。
• FNd は、ファセット d に対して予測される偽陰性です。
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• FPd は、ファセット d に対して予測される偽陽性です。
• FNa は、ファセット a に対して予測される偽陰性です。
• FPa は、ファセット a に対して予測される偽陽性です。
FP の場合、メトリクスは無限になることに注意してくださいaまたはFPdゼロです。
例えば、ファセット a から 100 人、ファセット d から 50 人のローン申請者がいるとします。ファセット
a の場合、8 人が誤ってローンを拒否され (FNa)、別の 6 人が誤って承認されました (FPa)。残りの予測は
正しかったので、TPa + TNa = 86 になります。ファセット d の場合、5 人が誤って拒否され (FNd)、2 人
が誤って承認されました (FPd)。残りの予測は正しかったので、TPd + TNd = 43 になります。偽陰性と偽
陽性の比率は、ファセットで8/6 = 1.33に等しいあるファセットの場合は 5/2 = 2.5d.。したがって、両方の
ファセットの精度が同じであっても、TE = 2.5-1.33 = 1.167 になります。
ACCa= (86)/(86+ 8 + 8 + 8 + 6) = 0.86
ACCd = (43)/(43 + 5 + 2) = 0.86
バイナリおよびマルチカテゴリファセットラベルの条件付き拒否の差の値の範囲は、(-∞, +∞) です。TE メ
トリクスは、連続ラベルには定義されていません。このメトリクスの解釈は、偽陽性 (タイプ I エラー) と
偽陰性 (タイプ II エラー) の相対的な重要性により異なります。
• 正の値は、ファセットの偽陰性と偽陽性の比率の場合に発生しますd.ファセットの値以上ある。
• ゼロに近い値は、ファセットで偽陰性と偽陽性の比率がファセットで偽陽性の比率がある場合に発生し
ます。あるファセットのものと似ているd.。
• 負の値は、ファセットの偽陰性と偽陽性の比率の場合に発生しますd.ファセットの場合はそれ未満あ
る。

Note
以前のバージョンでは、治療平等指標はFPとして計算されると書かれていましたa/FNa--FPd/
FNdFNの代わりにd//FPd-楽しいa//FPa。どちらのバージョンも使用できますが。詳細について
は、「Fairness measures for Machine Learning in Finance」を参照してください。

予測ラベルの条件付き属性格差 (CDDPL)
属性格差メトリクス (DDPL) は、ファセット d が、予測された拒否ラベルの割合が予測された承認ラベル
の割合よりも大きいかどうかを決定します。これにより、ファセット全体で予測される拒否率と承認率
の差を比較できます。このメトリクスは、観測ラベルではなく予測ラベルから計算される点を除いて、ト
レーニング前の CDD メトリクスとまったく同じです。このメトリクスは、(-1,+1) の範囲にあります。
ファセット d のラベルに対する属性格差予測の計算式は次のとおりです。
(0)

(0)

DDPLd = n'd /n'

(1)

(1)

- n'd /n'

R

0

A

1

= Pd (y' ) - Pd (y' )

実行する条件は以下のとおりです。
(0)

• n'
•
•
•

(1)

(0)

= n'a

(0)

+ n'd

は、ファセット a と d の予測された拒否ラベルの数です。

(1)
(1)
n' = n'a + n'd は、ファセット a と d の予測された承認ラベルの数です。
R 0
Pd (y' ) は、ファセット d の予測された拒否ラベル (値 0) の割合です。
A 1
Pd (y' ) は、ファセット d の予測された承認ラベル (値 1) の割合です。

シンプソンのパラドックスを除外するには、データセット上のサブグループの層を定義する属性に対して
DDPL を条件付ける予測ラベルの条件付き属性格差 (CDDPL) メトリクスが必要です。再グループ化によ
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り、有利でないファセットの明らかな属性格差の原因についてインサイトを得ることができます。典型的
な例は、バークレー校の入試で、男性の方が女性よりも全体的に合格率が高かったというものです。しか
し、学科別のサブグループを調べると、学科別では女性の方が男性よりも高い合格率であることが示され
ました。その説明は、女性は男性よりも合格率の低い学科に志願していたということでした。サブグルー
プ別の合格率を調べると、合格率の低い学科では、実際に女性の方が男性よりも高い合格率であることが
わかりました。
CDDPL メトリクスは、データセットの属性によって定義されたサブグループに見られる格差をすべて平
均化することで、1 つの測定値を提供します。これは、各サブグループの予測ラベル (DDPLi) における属
性格差の加重平均として定義され、各サブグループの格差は、含まれる観測値の数に比例して加重されま
す。予測ラベルの条件付き属性格差の計算式は次のとおりです。
CDDPL = (1/n)*∑ini *DDPLi
実行する条件は以下のとおりです。
• ∑ini = n は、観測値の総数であり、niは、各サブグループの観測値の数です。
(0)

(0)

• DDPLi = n'i /n

(1)

(1)

- n'i /n

R

0

A

1

= Pi (y' ) - Pi (y' ) は、サブグループの予測ラベルにおける属性格差です。

したがって、予測ラベルにおけるサブグループの属性格差 (DDPLi) は、各サブグループの予測された拒否
ラベルの割合と承認ラベルの割合の差です。
バイナリ、マルチカテゴリ、連続結果の DDPL 値の範囲は、[-1,+1] です。
• +1: ファセット a またはサブグループに対して予測された拒否ラベルがなく、ファセット d またはサブ
グループに対して予測された承認がない場合。
• 正の値は、ファセット d またはサブグループが、予測された拒否ラベルの割合が予測された承認ラベル
の割合よりも大きいため、予測ラベルに属性格差があることを示します。値が大きいほど、格差が大き
くなります。
• ゼロに近い値は、平均して属性格差がないことを示します。
• 負の値は、ファセット d またはサブグループが、予測された拒否ラベルの割合が予測された承認ラベル
の割合よりも大きいため、予測ラベルに属性格差があることを示します。値が小さいほど、格差が大き
くなります。
• -1: ファセット d またはサブグループに対して予測された拒否ラベルがなく、ファセット a またはサブ
グループに対して予測された承認がない場合。

反事実フリップテスト (FT)
フリップテストは、ファセット d の各メンバーを調べ、ファセット a の類似したメンバーが異なるモデル
予測を持っているかどうかを評価するアプローチです。ファセット a のメンバーは、ファセット d から
の観測の k 最近傍になるよう選択されます。反対のグループの最近傍が異なる予測を受ける数を評価しま
す。反転した予測は正から負に、またはその逆になることがあります。
反事実フリップテストの計算式は、2 つのセットの基数の差をファセット d のメンバー数で割ったもので
す。
+

-

FT = (F - F )/nd
実行する条件は以下のとおりです。
+

• F = は、不利な結果を得た不利なファセット d メンバーのうち、有利なファセット a の最近傍が有利な
結果を受け取った数でず。
-

• F = は、有利な結果を得た不利なファセット d メンバーのうち、有利なファセット a の最近傍が不利な
結果を受け取った数でず。
• nd は、ファセット d のサンプルサイズです。
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バイナリおよびマルチカテゴリファセットラベルの反事実フリップテストの値の範囲は、[-1, +1] です。連
続ラベルの場合、ラベルをバイナリに折りたたむためのしきい値を設定します。
• 正の値は、不利なファセット d の不利な反事実フリップテスト決定数が有利な反事実フリップテスト決
定数を上回る場合に発生します。
• ゼロに近い値は、不利な反事実フリップテスト決定数と有利な反事実フリップテスト決定数のバランス
がとれるときに発生します。
• 負の値は、不利なファセット d の不利な反事実フリップテスト決定数が有利な反事実フリップテスト決
定数を下回る場合に発生します。

一般化エントロピー (GE)
一般化エントロピー指数 (GE) は利益の不平等を測定しますb観測されたラベルと比較した予測ラベルにつ
いて。偽陽性が予測されると、有益性が生じます。偽陽性は、陰性の観測値（y=0）の予測が陽性（y'=1）
である場合に発生します。また、観測ラベルと予測ラベルが同じ場合、つまり真陽性と真陰性としても知
られています。偽陰性が予測されても効果は得られません。偽陰性は、陽性の観測値（y=1）が陰性の結
果（y'=0）をもたらすと予測される場合に発生します。利点bは次のように定義されています。
b = y' - y + 1

この定義を使用すると、誤検出にはメリットがありますbの2、偽陰性は次のような恩恵を受けます0。真
陽性と真陰性の両方に次のメリットがあります1。
GE メトリックは次の式で計算されます。一般化エントロピー指数(GE) と重量alphaをに設定します2。
この重みは、さまざまなベネフィット値に対する感度を制御します。小さなalphaつまり、小さい値に対
する感度が高くなるということです。

GE の計算に使用される次の変数は次のように定義されます。
• b.iが受け取る給付金はithデータポイント。
• b' はすべての利益の平均です。
GE の範囲は 0 ～ 0.5 で、値が 0 の場合、すべてのデータポイントにわたって利益に不平等がないことを
示します。これは、すべての入力が正しく予測された場合、またはすべての予測が誤検出の場合に発生し
ます。すべての予測が偽陰性の場合、GEは未定義です。

Note
指標のGEは、ファセット値が好まれているか嫌われているかに依存しません。

アマゾン SageMaker モデルの説明可能性の明確化
アマゾン SageMaker Clarify には、機械学習 (ML) モデルが予測を行う方法を説明するのに役立つツール
が用意されています。これらのツールは、ML モデラー、デベロッパー、その他の内部ステークホルダー
が、デプロイ前にモデル特性を全体として理解したり、デプロイ後にモデルが提供する予測をデバッグし
たりするのに役立ちます。ML モデルがどのように予測に至るかについての透明性は、消費者や規制当局
に非常に重要です。モデル予測に基づく判断を受け入れる場合、モデル予測を信頼する必要があります。
SageMaker Clarify は、モデルに依存しない特徴帰属アプローチを使用します。これを使用して、モデルが
トレーニング後に予測を行った理由を理解したり、推論中にインスタンスごとの説明を提供したりできま
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す。この実装には、SHAP のスケーラブルで効率的な実装が含まれます。これは、協調ゲーム理論の分野
における Shapley 値という概念に基づいており、特定の予測で各特徴に重要度を割り当てます。
Clarifyは、特徴が機械学習モデルの予測結果に与える限界的な影響を示す部分依存性プロット（PDP）を
生成します。部分依存性は、一連の入力特徴を考慮した場合のターゲット応答を説明するのに役立ちま
す。また、表形式のデータ説明に使用されているのと同じShapley Values（SHAP）アルゴリズムを使用
して、コンピュータービジョン（CV）と自然言語処理（NLP）の両方の説明可能性をサポートします。
機械学習のコンテキストにおける説明の特徴とは何でしょうか。説明とは、人間が予測の原因を理解する
のに役立つ「なぜ」という質問に対する答えであると考えることができます。ML モデルのコンテキスト
では、次のような質問に答えることに興味があるかれません。
• モデルが特定の申請者のローン拒否などの負の結果を予測したのはなぜか
• モデルはどのように予測をするのか
• モデルが誤った予測をしたのはなぜか
• モデルの動作に最も大きな影響を与える特徴はどれか
説明を使用して、規制要件の監査と適合、モデルの信頼の構築と人間の意思決定のサポート、モデルのパ
フォーマンスのデバッグと改善を行うことができます。
ML 推論の性質と結果に関する人間の理解の要求を満たすニーズが、必要な説明の種類の鍵となります。
哲学や認知科学の分野の研究によると、人は特に対照的な説明、つまり、ある事象 X が、起こらなかった
他の事象 Y の代わりになぜ起こったのか、という説明に関心を持つことがわかっています。ここでX は、
発生した予期せぬまたは驚くべき事象であり、Y はベースラインと呼ばれる既存のメンタルモデルに基づ
く期待に対応します。同じ事象 Xでも、人の視点やメンタルモデル Y によって、求める説明が異なる場合
があることに注意してください。説明可能な AI のコンテキストでは、X は説明される例であり、Y はデー
タセット内の情報の少ない例や平均的な例を表すために通常選択されるベースラインだと考えることがで
きます。ベースラインは ML モデルの場合、すべてのピクセルが同じ色のイメージは、すべてのピクセル
が同じ色のイメージが、すべてのピクセルが同じ色のイメージは、すべてのピクセルが同じ色のイメージ
が、すべてのピクセルが同じ色のイメージが、すべてのピクセルが同じ色のイメージは、すべてのピクセ
ルが同じ色のイメージ

サンプルノートブック
アマゾン SageMaker モデルをわかりやすくするために、Clarify には次のサンプルノートブックが用意さ
れています。
• アマゾン SageMaker 処理を明確化— 使用アイテム: SageMaker バイアスを検出し、特徴属性を使用
してモデル予測を説明するための処理ジョブを作成することを明確にします。例としては、CSV や
JSONlines データ形式の使用、独自のコンテナーの使用、Spark による処理ジョブの実行などがありま
す。
• イメージ分類の説明 SageMaker Clarify– SageMaker Clarifyは、コンピュータビジョンモデルがどのよう
に画像を分類するかについての洞察を提供します。
• による物体検出モデルの説明 SageMaker Clarify– SageMaker Clarifyは、コンピュータビジョンモデルが
どのようにオブジェクトを検出するかについての洞察を提供します。
このノートブックが動作することが確認されています。 SageMaker スタジオのみ。Amazon でノート
ブックを開く方法の手順については、こちらを参照してください。 SageMaker スタジオ、見るAmazon
を作成する、または開く SageMaker Studio ノートブック (p. 110)。カーネルの選択を求めるメッセージが
表示されたら、[Python 3 (Data Science)] (Python 3 (データサイエンス)) を選択します。
トピック
• Shapley 値を使用する特徴属性 (p. 2480)
• 説明可能性のための SHAP ベースライン (p. 2480)
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• 部分依存性プロット: 分析設定と出力 (p. 2481)
• SageMaker コンピュータビジョンの明確化 (p. 2483)
• 特徴属性ベースラインと説明可能性レポートを作成する (p. 2484)
• 自然言語処理モデルの説明可能性レポート (p. 2485)

Shapley 値を使用する特徴属性
SageMaker Clarify は、以下の概念に基づいて特徴属性を提供します。Shapley 値。Shapley 値を使って、
各特徴がモデル予測に与える寄与度を判断できます。これらの属性は、特定の予測に対して提供すること
も、モデル全体に対してグローバルレベルで提供することもできます。例えば、大学入試に ML モデルを
使用した場合、説明を使用し、GPA と SAT スコアのどちらがモデルの予測に最も貢献した特徴かを判断
し、特定の学生に関する合否判定を決定するために各特徴がどの程度貢献したかを判断できます。
SageMaker Clarify は、ゲーム理論から Shapley 値の概念を取り入れ、機械学習のコンテキストにデプロ
イしました。Shapley 値は、ゲームに対する各プレイヤーの貢献度を定量化する方法であり、これによ
り、ゲームによって得られる総利益をプレイヤーの貢献度に応じて分配する手段を提供します。この機械
学習の文脈では、 SageMaker Clarifyは、特定のインスタンスでのモデルの予測を次のように扱いますゲー
ムそしてモデルに含まれる機能はプレーヤー。最初の近似値では、モデルからその特徴を削除した場合
と、モデルから他の特徴をすべて削除した場合の結果を定量化することで、各特徴のわずかな貢献度や効
果を判断したくなる場合があります。ただし、このアプローチでは、モデルに含まれる特徴が互いに独立
していない場合が多いことを考慮していません。例えば、2 つの特徴が高度に相関している場合、いずれ
かの特徴を削除してもモデルの予測が大きく変化しない可能性があります。
これらの潜在的な依存関係に対処するために、Shapley 値では、各特徴の重要性を判断するために、特徴
の可能な各組み合わせ (または連結) の結果を考慮する必要があります。d 個の特徴がある場合、このよう
d
な特徴の組み合わせは 2 とおりあり、それぞれが潜在的なモデルに対応します。特定の特徴 f の属性を決
定するには、f を含まないすべての特徴の組み合わせ (および関連モデル) に f を含めた場合のわずかな貢
献度を考慮し、その平均をとります。Shapley 値は、特定の望ましい特性を満たす各特徴の貢献度や重要
度を割り当てる唯一の方法であることが示すことができます。特に、各特徴の Shapley 値の合計は、その
モデルと特徴を持たないダミーモデルの予測の差に対応します。ただし、妥当な値の d、例えば 50 個の
d
特徴であっても、2 の可能なモデルをトレーニングすることは計算上禁止されており、現実的ではありま
せん。結果として、以下のようになります。 SageMaker Clarify はさまざまな近似手法を利用する必要が
あります。この目的のために、 SageMaker Clarify は SHapley Additive enPlanations (SHAP) を使用しま
す。SHAP はこのような近似を取り入れ、追加の最適化によってカーネルの SHAP アルゴリズムのスケー
ラブルで効率的な実装を考案しました。
Shapley 値の詳細については、「モデル予測を解釈するための統一アプローチ」を参照してください。

説明可能性のための SHAP ベースライン
説明は一般的に対照的です (つまり、ベースラインからの逸脱を考慮しています)。その結果、同じモデル
の予測でも、ベースラインが異なれば説明も異なるので、予測も異なるので、予測も異なります。した
がって、ベースラインの選択は非常に重要です。ML コンテキストでは、ベースラインは情報が少ないか
情報が多いかのどちらかの仮想的なインスタンスに対応します。Shapley値の計算中、 SageMaker Clarify
はベースラインと特定のインスタンスの間に複数の新しいインスタンスを生成します。この場合、特徴が
ない場合は特徴値をベースラインの値に設定することでモデル化し、特徴値を特定のインスタンスの値に
設定することでモデル化し、特徴値を特定のインスタンスの値に設定することでモデル化し、特徴値を特
定のインスタンスの値に設定することでモデル化します。したがって、すべての特徴がない場合はベース
ラインに対応し、すべての特徴がある場合は特定のインスタンスに対応します。
適切なベースラインはどのように選択すればよいでしょうか。多くの場合、情報コンテンツが非常に少な
いベースラインを選択することが望ましいです。例えば、数値特徴では、中央値または平均値、カテゴリ
特徴では、モードをとることで、トレーニングデータセットから平均的なインスタンスを構築できます。
大学入試の例では、平均的な志願者に基づくベースラインの合格率と比較して、特定の志願者が合格した
理由を説明することに興味があるかれません。指定しない場合、ベースラインは次の式で自動的に計算さ
れます SageMaker 入力データセットに K-means または K-prototypes を使用して明確にします。
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または、情報の多いベースラインに関する説明の生成を選択することもできます。大学入試のシナリオで
は、特定の志願者が不合格になった理由を、類似の属性背景を持つ他の志願者と比較して説明したい場合
があります。この場合、関心のある志願者、つまり類似の属性背景を持つ志願者を表すベースラインを選
択できます。このように、情報の多いベースラインを使用することで、特定のモデル予測の特定の側面に
分析を集中させることができます。操作できない人口統計の属性や他の特徴を、特定のインスタンスと同
じ値に設定することで、評価の特徴を分離できます。

部分依存性プロット: 分析設定と出力
部分依存性プロット（PDP）は、予測されたターゲット応答が関心のある入力特徴のセットに依存して
いることを示します。これらは他のすべての入力フィーチャの値よりも疎外されており、機能を補完しま
す。。直感的に言うと、部分依存関係をターゲット応答として解釈できます。ターゲット応答は、対象の
各入力特徴の関数として期待されます。
トピック
• 部分依存性プロット解析設定 (p. 2481)
• 部分依存性プロット解析出力 (p. 2482)

部分依存性プロット解析設定
部分依存性プロット (PDP) を作成するには、Amazon SageMaker Clarifyは最初に、以下のJSON配列で指
定された機能列を探しますanalysis_config.json。処理ジョブの分析を設定するその他のパラメータ
は、この JSON ファイルで提供する必要があります。PDP の設定と分析のその他の側面の詳細について
は、以下を参照してください。分析を設定する (p. 2447)。
次のコードには、JSON の例が含まれています。"pdp"内のオブジェクト。"methods"オブジェクトのオ
ブジェクト。analysis_config.json.設定ファイル。
{

"dataset_type":...
"baseline": [[..]]
.
.
"methods": {
"shap" : {
"baseline": ".."
"num_samples": 100
},
"pdp": {
"features": ["Age", "MaturityMonths"] // The features for which we need to plot
PDP.
"grid_resolution": 20, //Required for numerical columns only.
//The number of buckets into which the range of values is
divided.
"top_k_features": 10, //Specifies how many of the top features must be used for
PDP plots. The default is 10.
},
.
.
}
.
.

}

Note
もし"features"には記載されていません"pdp"オブジェクトだが"shap"設定が提供され、
SageMaker Clarifyは、グローバルSHAPの結果から上位10の特徴量を取り出し、PDPビジュアラ
イゼーションをプロットします。
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部分依存性プロット解析出力
コードの例を、analysis.json 結果ファイルで返される部分依存プロット (PDP) スキーマの例を示しま
す。-"pdp"この解析出力ファイルのセクションには、PDP プロットの生成に必要な情報が含まれて
います。リスト内の各ディクショナリには、によって指定された機能の PDP の仕様が含まれていま
す。feature_name。
-data_typeデータがnumericalまたはcategorical。-feature_valuesフィールドに
は、フィーチャに含まれる値が含まれます。そのファイルにdata_typeClarifyが推測するの
はcategorical,feature_values機能が想定できる一意の値をすべて含めてください。そのファイ
ルにdata_typeClarifyが推測するのはnumerical、それぞれの中心的価値のリストが含まれていま
すgrid_resolutionClarifyによって生成されたバケットの数。
特定の特徴について部分依存性プロットを計算すると、feature_values,model_predictions、およ
びdata_distributionsフィールドはerrorエラーメッセージを含むフィールド。
{

"version": "1.0",
"explanations":{
"kernel_shap":{
.
.
.
},
"pdp": [
{
"feature_name": "Age",
"data_type": "numerical"
"feature_values": [
20.4,
23.2,
26.0,
28.799999999999997,
31.599999999999998,
34.4,
70.8,
73.6
],
"model_predictions": [
[
0.6830344458296895,
0.6812452118471265,
0.6908621763065458,
0.7008252082392573,
0.733054383918643,
0.7352442337572574,
0.7337257475033403,
0.7395857129991055,
],

},
{

],
"data_distribution": [
0.13,
0.25,
0.15,
0.35.
0.17
]

"feature_name": "text_column",
"data_type": "free_text"
"error": "Detected data type is not supported for PDP. PDP can only be
computed for numerical or categorical columns"
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}

}

]

}

この PDP スキーマは、Age フィーチャーの次の部分依存性プロットを生成します。PDP
はfeature_valuesx 軸に沿って。Y 軸には次の値が含まれますmodel_predictions 。内の各リス
トmodel_predictionsフィールドは、モデルからの出力の 1 つのクラスに対応します。

プロットは、入力した解析出力パスの report.pdf ファイルで確認できます。

SageMaker コンピュータビジョンの明確化
アマゾン SageMaker Clarifyは、分析中の特徴を強調する画像のヒートマップを生成します。特に、ヒート
マップは、コンピュータービジョンモデルがどのように画像を分類し、画像内のオブジェクトをどのよう
に検出するかについての洞察を提供します。
トピック
• Amazon で画像分類について説明してください SageMaker Clarify (p. 2483)
• Amazon でのオブジェクト検出について説明する SageMaker Clarify (p. 2484)

Amazon で画像分類について説明してください SageMaker Clarify
SageMaker Clarify 処理ジョブは、を使用して画像を説明するためのサポートを提供しますkernelSHAP ア
ルゴリズム。このアルゴリズムは、画像をスーパーピクセルの集合として扱います。画像で構成される
データセットを指定すると、処理ジョブは画像のデータセットを出力します。各画像には、関連するスー
パーピクセルのヒートマップが表示されます。
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を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker 画像の分類を明確にし、その分類を説明してくださ
い。イメージ分類の説明 SageMaker Clarify。

Amazon でのオブジェクト検出について説明する SageMaker Clarify
アマゾン SageMaker Clarifyは、画像内のオブジェクトを検出して分類し、検出を予測して説明することが
できます。オブジェクトはまず、指定されたコレクション内のクラスの 1 つに分類されます。 SageMaker
Clarifyは、各オブジェクトがクラスに属しているという信頼度スコアと、オブジェクトを区切る境界ボッ
クスの座標を生成します。十分な確率で特定された検出された各オブジェクトについて、 SageMaker
Clarifyは以下を使用して特徴を抽出します単純線形反復クラスタリング (SLIC)scikit-learn ライブラリの画
像セグメンテーション用メソッド。
SageMaker その後、Clarifyは画像シーン内のオブジェクトを検出するための説明を提供できま
す。Shapley 値を使用して、各特徴がモデル予測に与える寄与度を判断します。これにより、画像シーン
の各特徴が物体の検出にとってどれほど重要であるかを示すヒートマップが生成されます。オブジェクト
のコンテキストは、オブジェクトを正しく識別するために非常に重要であることが多いため、切り取った
画像だけを分類に使用しないことが重要です。
を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker 画像内の物体を検出し、その予測を説明することを
明確にしてください。Amazonでの物体検出モデルの説明 SageMakerClarify。

特徴属性ベースラインと説明可能性レポートを作成する
その実行方法を説明したノートブックの例については、 SageMaker ベースラインに関連する予測の説明
を作成する Studio 処理ジョブを、ベースラインに関連する予測の説明を作成する。Amazon による説明可
能性と偏り検知 SageMaker Clarify。
Amazon でノートブックを開く方法の手順については、こちらを参照してください。 SageMaker スタジ
オ、見るAmazon を作成する、または開く SageMaker Studio ノートブック (p. 110)。次のコード例は、前
述のノートブックの例から抜粋したものです。このセクションでは、各特徴が予測した相対的な貢献度を
比較するレポートを提供するための Shapley 値の使用に関連するコードについて説明します。
SHAPConfig を使用してベースラインを作成します。この例では、mean_abs はベースラインとして指定
されたすべてのインスタンスの絶対 SHAP 値の平均です。DataConfig を使用して、ターゲット変数、
データの入力パスと出力パス、それらの形式を設定します。

shap_config = clarify.SHAPConfig(baseline=[test_features.iloc[0].values.tolist()],
num_samples=15,
agg_method='mean_abs')
explainability_output_path = 's3://{}/{}/clarify-explainability'.format(bucket, prefix)
explainability_data_config = clarify.DataConfig(s3_data_input_path=train_uri,
s3_output_path=explainability_output_path,
label='Target',
headers=training_data.columns.to_list(),
dataset_type='text/csv')

Note
カーネル SHAP IN SageMaker Clarify は、「baseline」パラメータの省略をサポートしていま
す。この場合、入力データセットのクラスタリングに基づくベースラインが自動的に生成されま
す。
次に、説明可能性ジョブを実行します。
clarify_processor.run_explainability(data_config=explainability_data_config,
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explainability_config=shap_config)

部分依存性プロット (PDP) を表示するには、explainability_config=PDP_config。
以下のコマンドで両方のタイプのレポートを選択できま
すexplainability_config=[PDP_config,shap_config]。
Studio で結果を表示するか、explainability_output_path S3 バケットから結果をダウンロードしま
す。

自然言語処理モデルの説明可能性レポート
アマゾン SageMaker Clarify は、自然言語処理 (NLP) モデルの説明をサポートしています。自然言語処理
モデルは、モデルの予測においてテキストのどの部分が最も重要であるかを理解するのに役立ちます。こ
の機能は、個々の局所的な予測を説明したり、全体的なグローバル説明のためのモデルの予測を説明した
りするために使用できます。テキストセグメント (トークン、フレーズ、センテンス、パラグラフ) の長さ
を定義して、モデルの動作を複数の粒度で理解し、視覚化できます。
SageMaker NLPの説明可能性は分類モデルと回帰モデルと両立することを明確にする。Clarifyを使用し
て、テキスト、カテゴリ、または数値の特徴を含むマルチモーダルデータセットでのモデルの動作を説明
することもできます。マルチモーダルデータセットの自然言語処理の説明可能性は、各特徴がモデルの出
力にとってどれほど重要であるかを理解するのに役立ちます。 SageMaker Clarifyは62言語をサポートし
ており、複数の言語を含むテキストを処理できます。
入力テキストの一部の特徴の重要度を取得するには、TextConfigを指定します。granularityテキス
トの部分とlanguage。Clarifyは、選択した内容に応じて、テキストをトークン、センテンス、またはパ
ラグラフに分割しますgranularity。これらのパーツのサブセットをbaseline。-baselineデフォルト
は空文字列、つまり SageMaker Clarify は入力テキストの一部を削除します。 SageMaker 次に、Clarifyは
トークン（それぞれ文と段落）を置換して、これらの置換がモデルの予測にどのように影響するかを判断
し、その重要性を評価します。
from sagemaker import clarify
text_config = clarify.TextConfig(
# Specify the language of your text or use "multi-language" for multi-language.
language="english",
# Choose the granularity of your explanations as tokens, sentences or paragraphs.
granularity="token"
)
shap_config = clarify.SHAPConfig(
# For now, we don't support global aggregation,
# so make sure you retrieve local explanations.
save_local_shap_values=True,
text_config=text_config,
# Determine with what to replace tokens/sentences/paragraphs (based on your choice of
granularity) with.
baseline=[["<UNK>"]],
# You can further specify num_samples and agg_method.
)

説明可能性ジョブの残りの部分は、通常どおりコーディングされます。
explainability_output_path = 's3://{}/{}/clarify-explainability'.format(bucket, prefix)
explainability_data_config = clarify.DataConfig(
s3_data_input_path=train_uri,
s3_output_path=explainability_output_path,
# With text data sometimes detection of headers fails,
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# so we recommend explicitly setting it in the config.
headers=["text"],
dataset_type="text/csv")
model_config = clarify.ModelConfig(
model_name=model_name,
# Specialized hardware is well-suited for NLP models.
instance_type="ml.p2.xlarge",
instance_count=1
)
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor(
role=role, instance_count=1, instance_type="ml.m5.xlarge", sagemaker_session=session
)
clarify_processor.run_explainability(
data_config=explainability_data_config,
model_config=model_config,
explainability_config=shap_config)

現地の説明を以下でご覧くださいexplainability_output_pathS3 バケット。 SageMaker Clarifyは
個々のトークン/文章/段落の重要性を集計しません。
拡張機能:
• マルチモーダルデータ-データにカテゴリや数値などのテキスト以外の要素が含まれている場合は、それ
らの特徴に合わせてヘッダーとベースラインに列を追加できます。
• JSON-モデルの入力または出力データが JSON Lines 形式の場合、dataset_type()DataConfigまた
はaccept_typeそしてcontent_type()ModelConfig。
• 多クラスモデル出力-モデルがマルチクラスまたはマルチラベルの予測を行う場合、 SageMaker Clarify
は各クラスの重要度を計算します。
• モデル出力-一部のモデル出力には複数のスコアが含まれています。3 つの例を予測すると、形状のマト
リックスが返されます。[3, 1]のような[[0.1], [-1.1], [10.2], [0.0], [3.2]]。を指定で
きます。model_scoresにrun_explainability。たとえば、モデルが5つのクラスの確率を予測し、
さらに勝ったクラスを出力するとします。["c1", [0.1, 0.4, 0.3, 0.2]]、そして設定すること
ができますmodel_scores=1。
すばやく結果を得るためのヒント:
• 開発段階では、短いサンプルサブセットを使用してすばやくイテレーションを行います。
• デプロイメントに合わせてスケールアップするには、instance_count処理ジョブとプレディクタ
用です。これは指示します。 SageMaker データを分割し、複数のマシンをparallel することを明確
にする。parallel 処理では、Spark が CSV ファイル内の特殊文字を扱うのに苦労することがあるた
め、parquet データ形式を使用することをおすすめします。
• 適切なものを選択してください。instance_typeモデルに。GPU インスタンスは多くの場合、NLP モ
デルに適しています。
• 不要な計算を省くために、テキストを切り捨てることを検討してください。多くのモデルは最大テキス
ト長で動作します。前処理ステップで切り捨てを適用すると、 SageMaker Clarifyは、モデルで無視され
るテキスト部分の機能の重要度を判断するためにリソースを無駄にしません。

のトラブルシューティング SageMaker 処理ジョブを
明確化
次の条件で障害が発生した場合 SageMaker 処理ジョブを明確にし、次のシナリオを参照して問題を特定
してください。
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Note
エラーの理由と終了メッセージは、実行中に発生した場合に、説明メッセージと例外を含めるこ
とを目的としています。一般的な理由の 1 つは、パラメータの無効または欠落です。不明確、紛
らわしい、または誤解を招くようなメッセージが表示された場合や、解決策が見つからない場合
は、フィードバックを送信してください。
トピック
• 処理ジョブを終了できない (p. 2487)
• 処理ジョブが結果なしで終了すると、 CloudWatch 警告メッセージ (p. 2487)
• 無効な分析設定に関するエラーメッセージ (p. 2487)
• バイアスメトリクスのコンピュテーションが、一部またはすべてのメトリクスで失敗する (p. 2488)
• 分析設定とデータセット/モデルの入出力が一致しない (p. 2488)
• モデルが 500 内部サーバーエラーを返すか、コンテナがモデルエラーによりレコードごとの予測に
フォールバックする (p. 2488)
• 実行ロールが無効 (p. 2488)
• データのダウンロードに失敗しました (p. 2488)
• に接続できない SageMaker (p. 2488)

処理ジョブを終了できない
処理ジョブを終了できない場合は、以下を試してください。
• ジョブを実行したノートブックでジョブログを直接調べます。ジョブログは、実行を開始したノート
ブックセルの出力にあります。
• ジョブログを調べる CloudWatch。
• 次の行をノートブックに追加して、最後の処理ジョブを記述し、エラーの理由と終了メッセージを探し
ます。
• clarify_processor.jobs[-1].describe()
• 次の AWS CLI コマンドを実行し、処理ジョブを記述し、エラーの理由と終了メッセージを探します。
• aws sagemaker describe-processing-job —processing-job-name <processing-jobid>

処理ジョブが結果なしで終了すると、 CloudWatch 警告メッセー
ジ
処理ジョブが終了しても結果が見つからず、警告メッセージが CloudWatch ログに「シグナル 15 を受信
しました。クリーンアップしています」というログは、顧客からStopProcessingJobAPI、またはジョ
ブが完了するまでに割り当てられた時間切れになったこと。後者の場合、ジョブ設定の最大ランタイム
(max_runtime_in_seconds) を確認し、必要に応じて増やしてください。

無効な分析設定に関するエラーメッセージ
• 「分析設定を JSON としてロードできません」 というエラーメッセージが表示される場合は、処理ジョ
ブの分析設定入力ファイルに有効な JSON オブジェクトが含まれていないことを意味します。JSON リ
ンターを使用して、JSON オブジェクトの有効性をチェックしてください。
• 「分析設定スキーマの検証エラー」 というエラーメッセージが表示される場合は、処理ジョブの分析設
定入力ファイルに、不明なフィールドまたは一部のフィールド値の無効なタイプが含まれていることを
意味します。ファイル内の設定パラメータを確認し、設定仕様ファイルに記載されているパラメータと
照合してください。
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バイアスメトリクスのコンピュテーションが、一部またはすべて
のメトリクスで失敗する
「予測ラベル列にラベル値がありません。正の予測インデックスシリーズにはすべての False 値が含まれ
ています」 または「予測ラベル列シリーズ」のデータ型が、ラベル列シリーズと同じではありません。
「、以下を試してみます。
• 正しいデータセットが使用されているかチェックします。
• データセットのサイズが小さすぎないか、例えば、数行しか含まれていないか、などをチェックしま
す。これにより、モデルの出力が同じ値になったり、データ型が正しく推測されなかったりする可能性
があります。
• ラベルまたはファセットが、連続またはカテゴリとして扱われているかチェックします。 SageMaker
Clarify は、ヒューリスティックを使ってDataType。トレーニング後のバイアスメトリクスの場合、モ
デルによって返されるデータ型がデータセット内のものと一致しない可能性があります。 SageMaker
Clarifyは正しく変換できない可能性があります。
• バイアスレポートでは、カテゴリ列の場合は 1 つの値、連続列の場合は間隔が表示されます。
• 例えば、列の値が 0.0 と 1.0 の浮動小数点である場合、一意の値が少なすぎる場合にも連続として扱
われます。

分析設定とデータセット/モデルの入出力が一致しない
• 分析設定のベースライン形式がデータセット形式と同じかチェックします。
• 「文字列を浮動小数点に変換できませんでした」というエラーメッセージが表示される場合は、形式が
正しく指定されているかチェックします。また、モデル予測がラベル列と異なる形式であることや、ラ
ベルや確率の設定が正しくないことを示す可能性もあります。
• 「ファセットが見つかりません」、「ヘッダーにはラベルが含まれている必要があります」、「config
のヘッダーがデータセットの列数と一致しません」、「特徴名が見つかりません」というエラーメッ
セージが表示される場合は、ヘッダーが列と一致しているかチェックします。
• 「データにはフィーチャが含まれている必要があります。 「、JSON ラインのコンテンツテンプレート
をチェックし、データセットのサンプルがある場合はそれと比較します。

モデルが 500 内部サーバーエラーを返すか、コンテナがモデル
エラーによりレコードごとの予測にフォールバックする
「モデルエラーのためにレコードごとの予測にフォールバックします」というエラーメッセージが表示さ
れる場合は、モデルがバッチサイズを処理できないか、スロットルされているか、シリアル化の問題のた
めにコンテナから渡された入力を受け入れないことを示す可能性があります。を確認する必要があります
CloudWatch のログ SageMakerエンドポイントに移動し、エラーメッセージまたはトレースバックを使用
します。モデルスロットリングの場合は、別のインスタンスタイプを使用するか、エンドポイントのイン
スタンス数を増やすと役立つ場合があります。

実行ロールが無効
これは、提供されたロールが正しくないか、必要なアクセス許可がないことを示します。処理ジョブの設
定に使用されたロールとそのアクセス許可をチェックし、ロールの許可と信頼ポリシーを確認してくださ
い。

データのダウンロードに失敗しました
これは、ジョブを開始するためのジョブ入力をダウンロードできなかったことを示します。バケット名
と、データセットおよび設定入力の許可を確認してください。
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に接続できない SageMaker
これは、ジョブに到達できなかったことを示します SageMaker サービスエンドポイント。処理ジョブの
ネットワーク設定をチェックし、VPC 設定を確認してください。

異種クラスタを使用したトレーニング
の異種クラスタ機能の使用 SageMaker トレーニングでは、複数のタイプの ML インスタンスでトレーニン
グジョブを実行して、さまざまな ML トレーニングタスクや目的でのリソースのスケーリングと利用率を
高めることができます。たとえば、GPU インスタンスを含むクラスターでのトレーニングジョブで、CPU
負荷の高いタスクが原因で GPU 使用率が低く、CPU ボトルネックの問題が発生した場合、異種クラス
ターを使用すると、コスト効率の高い CPU インスタンスグループを追加して CPU 負荷の高いタスクの負
荷を軽減し、このようなボトルネックの問題を解決して、GPU の利用率が向上しました。

Note
この機能は、 SageMaker Python SDK v2.98.0 以降。

Note
この機能は、 SageMaker PyTorchそしてTensorFlowフレームワーク見積もりクラス。サポートさ
れるフレームワーク: PyTorchv1.10 以降 TensorFlow v2.6 以降。
トピック
• 異種クラスタを構成する方法 (p. 2489)
• 異機種クラスタによる分散トレーニング (p. 2492)
• トレーニングスクリプトを変更してインスタンスグループを割り当てる (p. 2495)
• 考慮事項 (p. 2496)

異種クラスタを構成する方法
このセクションでは、複数のインスタンスタイプで構成される異種クラスタを使用してトレーニングジョ
ブを実行する方法について説明します。
トピック
• の使用 SageMaker Python SDK は (p. 2489)
• 低レベルを使用する SageMakerAPI (p. 2492)

の使用 SageMaker Python SDK は
を使用して異種クラスターのインスタンスグループを設定する方法の指示に従ってください。 SageMaker
Python SDK のライブラリ。
1. トレーニングジョブ用に異種クラスターのインスタンスグループを設定するに
は、sagemaker.instance_group.InstanceGroupクラス。各インスタンスグループのカスタム
名、インスタンスタイプ、および各インスタンスグループのインスタンス数を指定できます。詳細につ
いては、次を参照してください。sagemaker.instance_group。InstanceGroup()SageMakerPython SDK
のドキュメント。

Note
利用可能なインスタンスタイプと異種クラスターで設定できるインスタンスグループの最大数
の詳細については、 InstanceGroupAPI リファレンス。
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次のコード例は、2 つのインスタンスグループで構成される 2 つのインスタンスグループを
セットアップする方法を示しています。ml.c5.18xlarge名前付きの CPU 専用インスタン
スinstance_group_1そして1 つのml.p3dn.24xlargeGPU インスタンス名instance_group_2、
以下の図にあるように。

The preceding diagram shows a conceptual example of how pre-training processes, such as data
preprocessing, can be assigned to the CPU instance group and stream the preprocessed data to the
GPU instance group.
from sagemaker.instance_group import InstanceGroup
instance_group_1 = InstanceGroup(
"instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 2
)
instance_group_2 = InstanceGroup(
"instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 1
)
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2. インスタンスグループオブジェクトを使用してトレーニング入力チャンネルを設定
し、インスタンスグループをチャンネルに割り当てます。instance_group_names引
数sagemaker.inputs。TrainingInputクラス。-instance_group_names引数はインスタンスグループ名
の文字列のリストを受け入れます。
次の例は、2 つのトレーニング入力チャンネルを設定し、前のステップの例で作成したインスタンスグ
ループを割り当てる方法を示しています。Amazon S3 バケットパスをs3_dataインスタンスグループ
が使用目的でデータを処理するための引数。
from sagemaker.inputs import TrainingInput
training_input_channel_1 = TrainingInput(
s3_data_type='S3Prefix', # Available Options: S3Prefix | ManifestFile |
AugmentedManifestFile
s3_data='s3://your-training-data-storage/folder1',
distribution='FullyReplicated', # Available Options: FullyReplicated |
ShardedByS3Key
input_mode='File', # Available Options: File | Pipe | FastFile
instance_group_names=["instance_group_1"],
)
training_input_channel_2 = TrainingInput(
s3_data_type='S3Prefix',
s3_data='s3://your-training-data-storage/folder2',
distribution='FullyReplicated',
input_mode='File',
instance_group_names=["instance_group_2"],
)

引数の詳細については、引数TrainingInput、以下のリンクを参照してください。
• -sagemaker.inputs。TrainingInput引数:SageMaker Python SDK のドキュメント
• -S3DataSourceの APISageMakerAPI リファレンス
3. 設定: SageMaker 引数instance_groups次のコード例に示すように、引数 -instance_groups引数
は以下のリストを受け入れますInstanceGroupオブジェクト。
PyTorch
from sagemaker.pytorch import PyTorch
estimator = PyTorch(
...
entry_point='my-training-script.py',
framework_version='x.y.z',
# 1.10.0 or later
py_version='pyxy',
job_name='my-training-job-with-heterogeneous-cluster',
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2]
)

TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(
...
entry_point='my-training-script.py',
framework_version='x.y.z', # 2.6.0 or later
py_version='pyxy',
job_name='my-training-job-with-heterogeneous-cluster',
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2]
)
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Note
-instance_typeそしてinstance_count引数ペアとinstance_groups引数 SageMaker
引クラスは相互に排他的です。均質なクラスタトレーニングには、instance_typeそし
てinstance_count引数ペア。異種クラスタトレーニングの場合は、instance_groups。

Note
使用可能なフレームワークコンテナ、フレームワークバージョン、Python バージョンの完全な
リストについては、以下を参照してください。SageMaker フレームワークのコンテナ()AWS深
層学習コンテナ GitHub リポジトリ。
4. 設定:estimator.fitインスタンスグループで構成されたトレーニング入力チャネルを使用してメソッ
ドを実行し、トレーニングジョブを開始します。
estimator.fit(
inputs={
'training': training_input_channel_1,
'dummy-input-channel': training_input_channel_2
}
)

低レベルを使用する SageMakerAPI
使用するものAWS Command Line InterfaceまたはAWS SDK for Python (Boto3)低レベルを使いたい
SageMaker 異種クラスタでトレーニングジョブリクエストを送信するための API については、次の API
リファレンスを参照してください。
• CreateTrainingJob
• ResourceConfig
• InstanceGroup
• S3DataSource

異機種クラスタによる分散トレーニング
を通じてdistribution引数 SageMaker 見積もりクラスでは、特定のインスタンスグループを割り当て
て分散トレーニングを実行できます。たとえば、次の 2 つのインスタンスグループがあり、そのうちの 1
つでマルチ GPU トレーニングを実行するとします。
from sagemaker.instance_group import InstanceGroup
instance_group_1 = InstanceGroup("instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 1)
instance_group_2 = InstanceGroup("instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 2)

いずれかのインスタンスグループに分散トレーニング設定を設定できます。たとえば、次のコード例は、
割り当て方法を示していますtraining_group_2二つとml.p3dn.24xlargeインスタンスを分散型ト
レーニング構成に変換します。

Note
現在、ディストリビューション設定に指定できる異種クラスターのインスタンスグループは 1 つ
だけです。
MPI 付き MPI

2492

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
異機種クラスタによる分散トレーニング

PyTorch
from sagemaker.pytorch import PyTorch
estimator = PyTorch(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"mpi": {
"enabled": True, "processes_per_host": 8
},
"instance_groups": [instance_group_2]
}
)

TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"mpi": {
"enabled": True, "processes_per_host": 8
},
"instance_groups": [instance_group_2]
}
)

の使用 SageMaker データparallel のライブラリ
PyTorch
from sagemaker.pytorch import PyTorch
estimator = PyTorch(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"smdistributed": {
"dataparallel": {
"enabled": True
}
},
"instance_groups": [instance_group_2]
}
)

TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"smdistributed": {
"dataparallel": {
"enabled": True
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)

}

}
},
"instance_groups": [instance_group_2]

Note
使用するもの SageMaker データparallel ライブラリ、インスタンスグループがライブラリでサ
ポートされるインスタンスタイプ。
詳細については、「」」」 SageMaker データparallel ライブラリ、参照SageMaker データ並列トレーニン
グ。
の使用 SageMaker モデルparallel のライブラリ
PyTorch
from sagemaker.pytorch import PyTorch
estimator = PyTorch(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"smdistributed": {
"modelparallel": {
"enabled":True,
"parameters": {
...
# SageMaker model parallel parameters
}
}
},
"instance_groups": [instance_group_2]
}
)

TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"smdistributed": {
"modelparallel": {
"enabled":True,
"parameters": {
...
# SageMaker model parallel parameters
}
}
},
"instance_groups": [instance_group_2]
}
)

詳細については、「」」」 SageMaker モデルparallel ライブラリ。SageMaker モデル並列トレーニング。
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トレーニングスクリプトを変更してインスタンスグ
ループを割り当てる
前のセクションで説明した異種クラスタ構成では、次の準備が整いました。 SageMaker トレーニング
ジョブ用のトレーニング環境とインスタンス インスタンスグループを特定のトレーニングおよびデータ処
理タスクにさらに割り当てるには、次のステップはトレーニングスクリプトを変更することです。デフォ
ルトでは、トレーニングジョブはインスタンスのサイズに関係なくすべてのノードのトレーニングスクリ
プトのレプリカを作成するだけなので、パフォーマンスが低下する可能性があります。
たとえば、異種クラスタに CPU インスタンスと GPU インスタンスを混在させながら、ディープニューラ
ルネットワークのトレーニングスクリプトをentry_point引数 SageMaker 引数、引数entry_pointス
クリプトは各インスタンスに複製されます。つまり、適切なタスク割り当てがないと、CPU インスタンス
はスクリプト全体を実行し、GPU インスタンスでの分散トレーニング用に設計されたトレーニングジョブ
を開始することになります。そのため、CPU インスタンスでオフロードして実行する特定の処理関数を変
更する必要があります。以下を使用できます。 SageMaker 環境変数を使用して異種クラスターの情報を
取得し、それに応じて特定のプロセスを実行できるようにします。

の初期化段階でインスタンスグループ情報をクエリする
SageMakerトレーニングジョブ
トレーニングジョブが始まると、トレーニングスクリプトは次のようになります。 SageMaker 異種クラ
スタ構成を含むトレーニング環境情報。設定には、現在のインスタンスグループ、各グループの現在のホ
スト、現在のホストが属するグループなどの情報が含まれます。
インスタンスグループ情報は以下の方法で取得できます。
(推奨) でインスタンスグループ情報を読む SageMaker トレーニングツールキット
Pythonという環境モジュールを使ってSageMaker トレーニングツールキットのライブラリ提供する。ツー
ルキットライブラリは、SageMaker フレームワークのコンテナにとって TensorFlow そして PyTorchその
ため、ビルド済みのコンテナを使用するときに、追加のインストール手順は必要ありません。検索にはこ
れが推奨される方法です SageMaker トレーニングスクリプトのコード変更が少ない環境変数。
from sagemaker_training import environment
env = environment.Environment()

一般に関連する環境変数 SageMaker トレーニングと異種クラスタ:
• env.is_hetero— 異種クラスタが構成されているかどうかに関係なく、ブール結果を返します。
• env.current_host— 現在のホストを返します。
• env.current_instance_type— 現在のホストのインスタンスのタイプを返します。
• env.current_instance_group— 現在のインスタンスグループの名前を返します。
• env.current_instance_group_hosts— 現在のインスタンスグループ内のホストのリストを返しま
す。
• env.instance_groups— トレーニングに使用されたインスタンスグループ名のリストを返します。
• env.instance_groups_dict— トレーニングジョブの異種クラスタ構成全体を返します。
• env.distribution_instance_groups— に割り当てられているインスタンスグループのリストを返
しますdistribution引数 SageMaker 引クラス。
• env.distribution_hosts— に割り当てられたインスタンスグループに属するホストのリストを返し
ますdistribution引数 SageMaker 引クラス。
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たとえば、次の 2 つのインスタンスグループで構成される異種クラスターの例を考えてみましょう。
from sagemaker.instance_group import InstanceGroup
instance_group_1 = InstanceGroup(
"instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 1)
instance_group_2 = InstanceGroup(
"instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 2)

引数:env.instance_groups_dict異種クラスタの例は次のようになります。
{

}

"instance_group_1": {
"hosts": [
"algo-2"
],
"instance_group_name": "instance_group_1",
"instance_type": "ml.c5.18xlarge"
},
"instance_group_2": {
"hosts": [
"algo-3",
"algo-1"
],
"instance_group_name": "instance_group_2",
"instance_type": "ml.p3dn.24xlarge"
}

(オプション) リソース設定 JSON ファイルからインスタンスグループ情報を読み込む
環境変数を JSON 形式で取得したい場合は、リソース設定 JSON ファイルを直接使用できます。の中の
JSON ファイル SageMaker トレーニングインスタンスは次の場所にあります/opt/ml/input/config/
resourceconfig.jsonデフォルト。
file_path = '/opt/ml/input/config/resourceconfig.json'
config = read_file_as_json(file_path)
print(json.dumps(config, indent=4, sort_keys=True))

考慮事項
異種クラスタ機能を使用するときは、以下の項目について考慮します。
• すべてのインスタンスグループが同じ Docker イメージとトレーニングスクリプトを共有します。その
ため、トレーニングスクリプトはどのインスタンスグループに属しているかを検出し、それに応じて実
行をフォークするように変更する必要があります。
• 異種クラスタ機能はではサポートされていません SageMaker ローカルモード。
• アマゾン CloudWatch 異種クラスターのトレーニングジョブのログストリームはインスタンスグループ
ごとにグループ化されません。どのノードがどのグループにあるかをログから把握する必要がありま
す。
• 異種クラスタ機能は、 SageMaker PyTorchそしてTensorFlowフレームワーク見積もりクラス。サポー
トされるフレームワーク: PyTorch v1.10 以降 TensorFlow v2.6 以降。使用可能なフレームワークコンテ
ナ、フレームワークバージョン、Python バージョンの完全なリストについては、以下を参照してくださ
い。SageMaker フレームワークのコンテナ()AWS深層学習コンテナ GitHub リポジトリ。
• 分散型トレーニング戦略は 1 つのインスタンスグループにのみ適用できます。
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を使用して列車 SageMaker ウォームプール管理
SageMaker マネージドウォームプールを使用すると、トレーニングジョブの完了後にプロビジョニングさ
れたインフラストラクチャを保持して再利用することで、反復的な実験や多数のジョブの連続実行などの
反復的なワークロードの待ち時間を短縮できます。指定されたパラメータと一致する後続のトレーニング
ジョブは、保持されたウォームプールインフラストラクチャ上で実行されます。これにより、リソースの
プロビジョニングにかかる時間が短縮され、開始時間が短縮されます。

Important
SageMaker マネージドウォームプールは有料リソースです。詳細については、「請
求 (p. 2499)」を参照してください。
トピック
• 使用方法 (p. 2497)
• ウォームプールリソース制限 (p. 2499)
• を使用する方法 SageMaker ウォームプール管理 (p. 2499)
• 考慮事項 (p. 2503)

使用方法
を使用するには SageMaker ウォームプールを管理し、同様の連続したトレーニングジョブ間の待ち時間
を短縮し、KeepAlivePeriodInSecondsその中の価値ResourceConfig。この値は、後続のトレーニ
ングジョブ用に設定されたリソースをウォームプールに保持する時間を秒単位で表します。
トピック
• ウォームプールのライフサイクルについて (p. 2497)
• ウォームプールを作成する (p. 2498)
• マッチングトレーニングジョブ (p. 2498)
• ウォームプール最大時間 (p. 2498)
• 請求 (p. 2499)

ウォームプールのライフサイクルについて
1. で初期トレーニングジョブを作成KeepAlivePeriodInSeconds0 より大きい値。この最初のトレーニ
ングジョブを実行すると、通常の起動時間でクラスターが「コールドスタート」されます。
2. 最初のトレーニングジョブが完了すると、プロビジョニングされたリソースは、で指定された期間、
ウォームプールに保持されます。KeepAlivePeriodInSeconds価値。クラスターが正常で、ウォー
ムプールが指定された範囲内にある限りKeepAlivePeriodInSeconds、ウォームプールのステータス
はAvailable。
3. ウォームプールは残りますAvailable一致するトレーニングジョブを特定して再利用するか、
指定された値を超えるまでKeepAlivePeriodInSecondsそして終了しました。に許容される
最大時間KeepAlivePeriodInSeconds3600秒 (60分) です。ウォームプールステータスがの場
合Terminatedこれで、ウォームプールのライフサイクルは終了です。
4. ウォームプールが仕様 (インスタンス数、インスタンスタイプなど) と一致する 2 つ目のトレーニング
ジョブを特定すると、ウォームプールは最初のトレーニングジョブから 2 番目のトレーニングジョブ
に移動して再利用します。最初のトレーニングジョブのウォームプールのステータスはReused。これ
で、最初のトレーニングジョブのウォームプールのライフサイクルは終了です。
5. ウォームプールを再利用した第2のトレーニングジョブのステータスはInUse。2 つ目のトレーニング
ジョブが完了すると、ウォームプールはAvailableのためのKeepAlivePeriodInSeconds2 番目の

2497

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
使用方法

トレーニングジョブで指定された期間。ウォームプールでは、最大7日間、次のマッチングトレーニン
グジョブに移動し続けることができます。
6. ウォームプールが再利用できなくなった場合、ウォームプールのステータスはTerminated。ウォーム
プールは、ユーザーによって終了されたり、パッチの更新が行われたり、指定された量を超えたりする
と、使用できなくなりますKeepAlivePeriodInSeconds。
ウォームプールステータスオプションの詳細については、「」を参照してください。WarmPoolStatus()ア
マゾン SageMaker API リファレンス。

ウォームプールを作成する
最初のトレーニングジョブが正常に完了し、KeepAlivePeriodInSeconds値が 0 より大きい場合、
ウォームプールが作成されます。クラスターがすでに起動した後にトレーニングジョブを停止しても、
ウォームプールは保持されます。アルゴリズムまたはクライアントエラーが原因でトレーニングジョブが
失敗しても、ウォームプールは保持されます。クラスターの状態を損なう可能性のあるその他の理由でト
レーニングジョブが失敗した場合、ウォームプールは作成されません。
ウォームプールが正常に作成されたことを確認するには、トレーニングジョブのウォームプールステー
タスを確認します。ウォームプールが正常にプロビジョニングされると、ウォームプールのステータ
スはAvailable。ウォームプールがプロビジョニングに失敗した場合、ウォームプールのステータス
はTerminated。

マッチングトレーニングジョブ
ウォームプールが持続するには、で指定された時間内に一致するトレーニングジョブを見つける必要があ
りますKeepAlivePeriodInSeconds価値。次の値が同じ場合、次のトレーニングジョブは一致します。
• RoleArn
• ResourceConfig値:
• InstanceCount
• InstanceType
• VolumeKmsKeyId
• VolumeSizeInGB
• VpcConfig値:
• SecurityGroupIds
• Subnets
• EnableInterContainerTrafficEncryption
• EnableNetworkIsolation
ウォームプールを次のトレーニングジョブに移して再利用するには、これらの値がすべて同じでなければ
なりません。

ウォームプール最大時間
最大KeepAlivePeriodInSeconds1つのトレーニングジョブの場合は3600秒（60分）で、ウォームプー
ルクラスターが連続してトレーニングジョブを実行し続けることができる最大時間は7日間です。
後続の各トレーニングジョブには、KeepAlivePeriodInSeconds価値。ウォームプールが次
のトレーニングジョブに移動すると、ウォームプールは新しいトレーニングジョブを継承しま
すKeepAlivePeriodInSecondsそのトレーニングジョブで指定された値ResourceConfig。これによ
り、温水プールを最大7日間トレーニングジョブからトレーニングジョブに移動させることができます。
「いいえ」の場合KeepAlivePeriodInSecondsを指定すると、トレーニングジョブの完了後にウォーム
プールがスピンダウンします。
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請求
SageMaker マネージドウォームプールは有料リソースです。トレーニングジョブのウォームプールステー
タスを取得して、ウォームプールの請求可能時間を確認します。ウォームプールのステータスは、アマゾ
ンの使用 SageMaker コンソール (p. 2502)または直接DescribeTrainingJobAPI コマンド。詳細について
は、次を参照してください。WarmPoolStatus()アマゾン SageMaker API リファレンス。

ウォームプールリソース制限
開始するには、まず以下のサービス制限の引き上げをまずリクエストする必要があります SageMaker マ
ネージドウォームプール。ウォームプールのデフォルトのリソース制限は 0 です。
でトレーニングジョブを作成した場合KeepAlivePeriodInSeconds指定されたが、ウォームプー
ル制限の引き上げをリクエストしなかった場合、ウォームプールはトレーニングジョブの完了後
に保持されません。ウォームプールは、ウォームプールの制限に十分なリソースがある場合にの
み作成されます。ウォームプールが作成された後、リソースは一致するトレーニングジョブに移
動するか、KeepAlivePeriodInSeconds期限切れ (ウォームプールのステータスがReusedまた
はTerminated).

ウォームプールクォータ引き上げをリクエストする
Note
すべてのウォームプールインスタンスの使用量は、 SageMaker トレーニングリソースの上限。
ウォームプールのリソース制限を増やしてもインスタンス制限は増加しませんが、リソース制限
の一部がウォームプールのトレーニングに割り当てられます。
1. を開きますAWSService Quotas コンソール。
2. 左側のナビゲーションパネルで、[選択] を選択しますAWSサービス。
3. 検索して選択するアマゾン SageMaker。
4. 「ウォームプール」というキーワードを検索すると、利用可能なウォームプールサービスクォータがす
べて表示されます。
5. ウォームプールクォータを増やしたいインスタンスタイプを探し、そのインスタンスタイプのウォーム
プールサービスクォータを選択し、クォータ引き上げのリクエスト。
6. リクエストしたインスタンス制限数を以下に入力してくださいクォータ値を変更する。新しい値は現在
の値より大きくなければなりません適用クォータ値。
7. [Request] (リクエスト) を選択します。
ウォームプールごとに保持できるインスタンスの数には制限があります。これはインスタンスタイプに
よって決まります。リソース制限は、「」で確認できますAWSService Quotas コンソールまたは直接使用
するlist-service-quotas AWSCLI コマンド。詳細についてはAWSサービスクォータについては、「」を参
照してください。クォータ引き上げのリクエスト()Service Quotas ユーザーガイド。また、を使用するこ
ともできますAWSサポートセンターウォームプールのクォータ増加をリクエストします。リージョン別に
使用可能なインスタンスタイプの一覧については、アマゾン SageMaker料金そして選んでくださいトレー
ニングオンデマンド価格表の 1 つです。

を使用する方法 SageMaker ウォームプール管理
トピック
• の使用 SageMaker SDK (p. 2500)
• アマゾンの使用 SageMaker コンソール (p. 2502)
• 低レベルを使う SageMaker API (p. 2502)
• IAM 条件キー (p. 2502)
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の使用 SageMaker SDK
Note
この機能は、 SageMaker パイソン SDK v2.110.0以降。
トピック
• ウォームプールを作成する (p. 2500)
• ウォームプールを更新する (p. 2501)
• ウォームプールを終了する (p. 2501)

ウォームプールを作成する
ウォームプールを作成するには、 SageMaker Python SDK を使用して推定器を作成する方
法keep_alive_period_in_seconds0 より大きい値で呼び出すfit()。トレーニングが完了しても、
温かいプールが保たれます。トレーニングスクリプトと見積もりの詳細については、を使用してモデルを
トレーニングする SageMaker SDK。スクリプトでウォームプールが作成されない場合は、以下を参照し
てください。ウォームプールを作成する (p. 2498)考えられる説明について。
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
# Creates a SageMaker session and gets execution role
session = sagemaker.Session()
role = get_execution_role()
# Creates an example estimator
estimator = TensorFlow(
...
entry_point='my-training-script.py',
source_dir='code',
role=role,
model_dir='model_dir',
framework_version='x.y.z',
py_version='pyxy',
job_name='my-training-job-1',
instance_type='instance_type',
instance_count=1,
volume_size=250,
hyperparameters={
"batch-size": 512,
"epochs": 1,
"learning-rate": 1e-3,
"beta_1": 0.9,
"beta_2": 0.999,
},
keep_alive_period_in_seconds=1800,
)
# Starts a SageMaker training job and waits until completion
estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

次に、2 つ目のマッチングトレーニングジョブを作成します。この例では、を作成しますmy-trainingjob-2、一致させるのに必要な属性がすべて揃っていますmy-training-job-1ですが、実験用に別の
ハイパーパラメータがあります。2 つ目のトレーニングジョブはウォームプールを再利用し、1 つ目のト
レーニングジョブよりも早く開始します。どの属性が一致する必要があるかの詳細については、以下を参
照してください。マッチングトレーニングジョブ (p. 2498)。
# Creates an example estimator
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estimator = TensorFlow(
...
entry_point='my-training-script.py',
source_dir='code',
role=role,
model_dir='model_dir',
framework_version='x.y.z',
py_version='pyxy',
job_name='my-training-job-2',
instance_type='instance_type',
instance_count=1,
volume_size=250,
hyperparameters={
"batch-size": 512,
"epochs": 2,
"learning-rate": 1e-3,
"beta_1": 0.9,
"beta_2": 0.999,
},
keep_alive_period_in_seconds=1800,
)
# Starts a SageMaker training job and waits until completion
estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

両方のトレーニングジョブのウォームプールステータスをチェックして、ウォームプールがReusedにとっ
てmy-training-job-1そしてInUseにとってmy-training-job-2。
session.describe_training_job('my-training-job-1')
session.describe_training_job('my-training-job-2')

の結果describe_training_job特定のトレーニングジョブに関するすべての詳細を提供します。検索結
果WarmPoolStatus属性は、トレーニングジョブのウォームプールに関する情報を確認するための属性で
す。出力は以下のようになります。
# Warm pool status for training-job-1
...
'WarmPoolStatus': {'Status': 'Reused',
'ResourceRetainedBillableTimeInSeconds': 1000,
'ReusedByName': my-training-job-2}
...
# Warm pool status for training-job-2
...
'WarmPoolStatus': {'Status': 'InUse'}
...

ウォームプールを更新する
トレーニングジョブが完了し、ウォームプールのステータスが次のようになったときAvailable、その
後、更新できますKeepAlivePeriodInSeconds価値。
session.update_training_job(job_name, resource_config={"KeepAlivePeriodInSeconds":3600})

ウォームプールを終了する
ウォームプールを手動で終了するには、KeepAlivePeriodInSeconds を 0 にします。
session.update_training_job(job_name, resource_config={"KeepAlivePeriodInSeconds":0})
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ウォームプールは、指定された値を超えると自動的に終了しますKeepAlivePeriodInSecondsまたはク
ラスタのパッチアップデートがある場合。

アマゾンの使用 SageMaker コンソール
コンソールからウォームプールを作成または更新することはできませんが、コンソールを使用してウォー
ムプールの状態と特定のトレーニングジョブの請求可能時間を確認できます。また、コンソールを使用し
て、どのトレーニングジョブがウォームプールを再利用したかを確認することもできます。
1.

Amazon を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/そして選ん
でくださいトレーニングジョブナビゲーションペインから。各トレーニングジョブのウォームプール
ステータスはウォームプールステータス列。

2.

詳細については、トレーニングジョブ ID を選択してください。

3.

下にスクロールしてウォームプールステータスセクションでウォームプールのステータスを確認し、
ウォームプールのステータスが次の場合の残り時間Available、ウォームプールの請求可能な秒数、
およびウォームプールのステータスがの場合、ウォームプールを再利用したトレーニングジョブの名
前Reused。

低レベルを使う SageMaker API
SageMaker API
セットアップ SageMaker を使用してウォームプールを管理 SageMaker 以下のコマンドを含む API:
• CreateTrainingJob
• UpdateTrainingJob
• ListTrainingJobs
• DescribeTrainingJob

AWS CLI
セットアップ SageMaker を使用してウォームプールを管理AWSCLI には以下のコマンドを入力します。
• create-training-job
• update-training-job
• list-training-jobs
• describe-training-job

IAM 条件キー
管理者はオプションでsagemaker:KeepAlivePeriod条件キーでさらに制限す
るKeepAlivePeriodInSeconds特定のユーザーまたはグループの制限。 SageMaker マネージドウォー
ムプールはKeepAlivePeriodInSeconds3600秒（60分）ですが、管理者は必要に応じてこの制限を下
げることができます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceKeepAlivePeriodLimit",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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}

]

}

"sagemaker:CreateTrainingJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"NumericLessThanIfExists": {
"sagemaker:KeepAlivePeriod": 1800
}
}

詳細については、次を参照してください。Amazon の条件キー SageMaker()サービス認証リファレンス。

考慮事項
を使用するときは、以下の項目について考慮してください SageMaker マネージドウォームプール。
• SageMaker マネージドウォームプールは、異種クラスタトレーニングでは使用できません。
• SageMaker マネージドウォームプールはスポットインスタンスでは使用できません。
• SageMaker マネージドウォームプールはKeepAlivePeriodInSeconds3600秒 (60分) の。
• ウォームプールが引き続き指定範囲内のトレーニングジョブと正常に一致する場
合KeepAlivePeriodInSecondsでは、クラスタは最大 7 日間のみ実行を継続できます。

Amazon の段階的トレーニング SageMaker
時間が経つにつれて、モデルが以前ほど良くない推論を生成することに気付く場合があります。段階的ト
レーニングでは、既存のモデルの成果物を使用したり、拡張されたデータセットを使用して新しいモデル
をトレーニングしたりすることができます。段階的トレーニングは時間とリソースの両方を節約します。
段階的トレーニングは次の目的で使用します。
• 前回のトレーニングでは考慮されていなかったためモデルのパフォーマンスが低下していた根本的なパ
ターンを含む拡張データセットを使用して、新しいモデルをトレーニングする。
• トレーニングジョブで、一般に入手可能な一般的なモデルのモデルアーティファクトまたはその一部を
使用する。新しいモデルを最初からトレーニングする必要がない。
• 中止されたトレーニングジョブを再開する。
• さまざまなハイパーパラメータ設定を使用するか、さまざまなデータセットを使用して、モデルのいく
つかのバリアントをトレーニングする。
トレーニングジョブの詳細については、Amazon でモデルをトレーニングする SageMaker (p. 8)を参照し
てください。
を使用して段階的にトレーニングできます SageMaker コンソールまたはアマゾン SageMaker SDK。

Important
段階的トレーニングを現在サポートしているのは、3 つの組み込みアルゴリズム (オブジェクトの
検出 (p. 2064)、イメージ分類-MXNet (p. 2039)、および セマンティックセグメンテーションア
ルゴリズム (p. 2074)) のみです。
トピック
• 段階的トレーニングを実行する (コンソール) (p. 2504)
• 段階的トレーニングを実行する (API) (p. 2506)
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段階的トレーニングを実行する (コンソール)
この手順を完了するには、以下が必要です。
• トレーニングデータを保存した Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。
• ジョブの出力を保存する S3 バケットの URI。
• トレーニングコードが保存される Amazon Elastic コンテナレジストリのパス。詳細については、
「Docker レジストリパスとサンプルコード (p. 989)」を参照してください。
• 段階的トレーニングで使用するモデルアーティファクトが保存されている S3 バケットの URL。モデル
アーティファクトの URL を見つけるには、モデルの作成に使用されたトレーニングジョブの詳細ページ
を参照してください。詳細ページを見つけるには、 SageMaker コンソール、選択推論、選択してくだ
さいモデルを選択し、モデルを選択します。
停止したトレーニングジョブを再開するには、モデルまたは完了したトレーニングジョブの場合と同様
に、詳細ページに保存されているモデルアーティファクトの URL を使用します。

段階的トレーニングを実行するには (コンソール)
1.

アマゾンを開く SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

ナビゲーションペインで [トレーニング]、[トレーニングジョブ] の順に選択します。

3.

[トレーニングジョブの作成] を選択します。

4.

トレーニングジョブの名前を指定します。名前は、AWS アカウントの AWS リージョン内で一意で
ある必要があります。トレーニングジョブ名は 1 〜 63 文字で指定する必要があります。有効な文字
は、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、および . : + = @ _ % - (ハイフン) です。

5.

使用するアルゴリズムを選択します。アルゴリズムについては、Amazon を使った SageMaker 組み
込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモデル (p. 981)を参照してください。

6.

(オプション) [リソース設定] で、デフォルト値をそのまま使用するか、リソース消費量を増やして計
算時間を短縮します。

7.

a.

(オプション) [インスタンスタイプ] で、使用する ML コンピューティングインスタンスのタイプ
を選択します。ほとんどの場合、ml.m4.xlarge で十分です。

b.

[インスタンス数] で、デフォルトの 1 を使用します。

c.

(オプション) [インスタンスあたりのボリュームサイズ (GB)] で、プロビジョニングする ML スト
レージボリュームのサイズを選択します。ほとんどの場合、デフォルトの 1 を使用できます。大
規模なデータセットを使用する場合は、サイズを大きくします。

トレーニングデータセットの入力データに関する情報を入力します。
a.

[チャネル名] で、デフォルト (train) をそのまま使用するか、またはトレーニングデータセット
にわかりやすい名前 (expanded-training-dataset など) を入力します。

b.

にとってInputMode、選択してくださいファイル。段階的トレーニングの場合は、ファイル入力
モードを使用する必要があります。

c.

にとってS3 データ配信タイプ、選択してくださいFullyReplicated。これにより、各 ML コン
ピューティングインスタンスは、段階的にトレーニングするときに、展開されたデータセットの
完全なレプリケーションを使用します。

d.

展開されたデータセットが圧縮されていない場合は、[圧縮タイプ] を [なし] に設定します。展開
されたデータセットが Gzip を使用して圧縮されている場合は、[Gzip] に設定します。

e.

(オプション) ファイル入力モードを使用している場合は、[コンテンツタイプ] を空のままにしま
す。パイプ入力モードの場合は、適切な MIME タイプを指定します。コンテンツタイプ は、多目
的インターネットメール拡張 (MIME) タイプのデータです。

f.

[レコードラッパー] で、データセットが RecordIO 形式で保存されている場合は、[RecordIO] を
選択します。データセットが RecordIO 形式のファイルとして保存されていない場合は、[なし]
を選択します。
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8.

9.

g.

[S3 data type] (S3 データタイプ) で、データセットを単一ファイルとして保存した場合
は、[S3Prefix] を選択します。データセットがフォルダ内の複数のファイルとして保存されている
場合は、[マニフェスト] を選択します。

h.

[S3 の場所] に、展開したデータセットが保存されている場所のパスの URL を入力します。

i.

[Done] (完了) をクリックします。

トレーニングジョブでモデルアーティファクトを使用するには、新しいチャネルを追加して、モデル
アーティファクトに関する必要な情報を提供する必要があります。
a.

[入力データ設定] で [チャネルの追加] を選択します。

b.

[チャネル名] に、このチャネルをモデルアーティファクトのソースとして識別するため
に、model と入力します。

c.

にとってInputMode、選択してくださいファイル。モデルアーティファクトがファイルとして保
存されます。

d.

にとってS3 データ配信タイプ、選択してくださいFullyReplicated。これは、各 ML コンピュー
ティングインスタンスがトレーニングにすべてのモデルアーティファクトを使用する必要がある
ことを示しています。

e.

[圧縮タイプ] で、チャネルにモデルを使用しているため、[なし] を選択します。

f.

[コンテンツタイプ] を空のままにしておきます。コンテンツタイプは、多目的インターネット
メール拡張 (MIME) タイプのデータです。モデルアーティファクトは、空のままにしておきま
す。

g.

モデルアーティファクトは RecordIO 形式で保存されていないため、[レコードラッパー] を [なし]
に設定します。

h.

[S3 データタイプ] で、組み込みアルゴリズムまたはモデルを単一ファイルとして保存するアルゴ
リズムを使用している場合は、[S3Prefix] を選択します。モデルを複数のファイルとして保存する
アルゴリズムを使用している場合は、[マニフェスト] を選択します。

i.

[S3 の場所] に、モデルアーティファクトが保存されている場所のパスの URL を入力します。通
常、モデルは model.tar.gz という名前で保存されます。モデルアーティファクトの URL を検
索するには、ナビゲーションペインで [推論] を選択してから [モデル] を選択します。モデルのリ
ストから、詳細ページを表示するモデルを選択します。モデルアーティファクトの URL は、[プ
ライマリコンテナ] にリストされます。

j.

[Done] (完了) をクリックします。

[出力データ設定] で、以下の情報を入力します。
a.

[S3 の場所] に、出力データを保存する S3 バケットのパスを入力します。

b.

(オプション) [暗号化キー] で、保存する出力データを暗号化するための AWS Key Management
Service (AWS KMS) 暗号化キーを追加できます。キー ID またはその Amazon リソース番号
(ARN) を入力します。詳細については、KMS で管理された暗号化キーを参照してください。

10. (オプション) [タグ] で、1 つ以上のタグをトレーニングジョブに追加します。タグは、定義して AWS
リソースに割り当てることができるメタデータです。この例では、タグを使用してトレーニングジョ
ブを管理しやすくすることができます。タグは、ユーザーが定義するキーと値で構成されます。た
とえば、Project をキーとし、トレーニングジョブに関連するプロジェクトを参照する値 (Home
value forecasts など) を持つタグを作成するとします。
11. 選択してくださいトレーニングジョブの作成。 SageMaker トレーニングジョブを作成して実行しま
す。
トレーニングジョブが完了すると、新しくトレーニングされたモデルアーティファクトは、[Output data
configuration] (出力データ設定) フィールドで指定された S3 出力パスに保存されます。モデルをデプロイ
して予測を得るには、ステップ 5: モデルを Amazon EC2 にデプロイする (p. 85)を参照してください。
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段階的トレーニングを実行する (API)
この例では、使用方法を示します SageMaker を使用してモデルをトレーニングするための API
SageMaker 画像分類アルゴリズムとカリフォルニア工科大学 256 画像データセット次に、最初のモデル
を使用して新しいモデルをトレーニングします。入力および出力ソースに Amazon S3 を使用します。段
階的トレーニング使用の詳細については、段階的トレーニングのサンプルノートブックを参照してくださ
い。

Note
この例では、段階的トレーニングで元のデータセットを使用しましたが、新しく追加されたサ
ンプルを含むものなど、さまざまなデータセットを使用できます。新しいデータセットを S3 に
アップロードし、新しいモデルのトレーニングに使用される data_channels 変数を調整しま
す。
必要な許可を付与し、環境変数を初期化する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを取得し
ます。
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
role = get_execution_role()
print(role)
sess = sagemaker.Session()
bucket=sess.default_bucket()
print(bucket)
prefix = 'ic-incr-training'

イメージ分類アルゴリズムのトレーニングイメージを取得します。
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri
training_image = get_image_uri(sess.boto_region_name, 'image-classification',
repo_version="latest")
#Display the training image
print (training_image)

トレーニングと検証のデータセットをダウンロードして、それらを Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) にアップロードします。
import os
import urllib.request
import boto3
# Define a download function
def download(url):
filename = url.split("/")[-1]
if not os.path.exists(filename):
urllib.request.urlretrieve(url, filename)
# Download the caltech-256 training and validation datasets
download('http://data.mxnet.io/data/caltech-256/caltech-256-60-train.rec')
download('http://data.mxnet.io/data/caltech-256/caltech-256-60-val.rec')
# Create four channels: train, validation, train_lst, and validation_lst
s3train = 's3://{}/{}/train/'.format(bucket, prefix)
s3validation = 's3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)
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# Upload the first files to the train and validation channels
!aws s3 cp caltech-256-60-train.rec $s3train --quiet
!aws s3 cp caltech-256-60-val.rec $s3validation --quiet

トレーニングハイパーパラメータを定義します。
# Define hyperparameters for the estimator
hyperparams = { "num_layers": "18",
"resize": "32",
"num_training_samples": "50000",
"num_classes": "10",
"image_shape": "3,28,28",
"mini_batch_size": "128",
"epochs": "3",
"learning_rate": "0.1",
"lr_scheduler_step": "2,3",
"lr_scheduler_factor": "0.1",
"augmentation_type": "crop_color",
"optimizer": "sgd",
"momentum": "0.9",
"weight_decay": "0.0001",
"beta_1": "0.9",
"beta_2": "0.999",
"gamma": "0.9",
"eps": "1e-8",
"top_k": "5",
"checkpoint_frequency": "1",
"use_pretrained_model": "0",
"model_prefix": "" }

推定器オブジェクトを作成し、トレーニングデータセットと検証データセットを使用して最初のモデルを
トレーニングします。
# Fit the base estimator
s3_output_location = 's3://{}/{}/output'.format(bucket, prefix)
ic = sagemaker.estimator.Estimator(training_image,
role,
instance_count=1,
instance_type='ml.p2.xlarge',
volume_size=50,
max_run=360000,
input_mode='File',
output_path=s3_output_location,
sagemaker_session=sess,
hyperparameters=hyperparams)
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3train, distribution='FullyReplicated',
content_type='application/x-recordio',
s3_data_type='S3Prefix')
validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3validation,
distribution='FullyReplicated',
content_type='application/x-recordio',
s3_data_type='S3Prefix')
data_channels = {'train': train_data, 'validation': validation_data}
ic.fit(inputs=data_channels, logs=True)

モデルを使用して別のモデルを段階的にトレーニングするには、新しい推定器オブジェクトを作成
し、model_uri 入力引数にモデルアーティファクト (この例では ic.model_data) を使用します。
# Given the base estimator, create a new one for incremental training
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incr_ic = sagemaker.estimator.Estimator(training_image,
role,
instance_count=1,
instance_type='ml.p2.xlarge',
volume_size=50,
max_run=360000,
input_mode='File',
output_path=s3_output_location,
sagemaker_session=sess,
hyperparameters=hyperparams,
model_uri=ic.model_data) # This parameter will
ingest the previous job's model as a new channel
incr_ic.fit(inputs=data_channels, logs=True)

トレーニングジョブが完了した後、新しくトレーニングされたモデルアーティファクトは、Output_path
で指定した S3 output path に保存されます。モデルをデプロイして予測を得るには、ステップ 5: モデ
ルを Amazon EC2 にデプロイする (p. 85)を参照してください。

アマゾン SageMaker トレーニングデータセット、
チェックポイント、モデルアーティファクト、およ
び出力用のトレーニングストレージフォルダー
このページでは、使用方法の概要は次のとおりです。 SageMaker トレーニングプラットフォームは、ト
レーニングデータセット、モデルアーティファクト、チェックポイント、および出力間のストレージパス
を管理しますAWSクラウドストレージとトレーニングの仕事 SageMaker。このガイド全体を通して、に
よって設定されたデフォルトパスを特定する方法を学びます SageMaker プラットフォームと、Amazon
S3、FSx for Lustre、および Amazon EFS のデータソースを使用してデータチャネルを合理化する方法。
さまざまなデータチャネル入力モード方法の詳細については、次を参照してください。トレーニングデー
タにアクセスする (p. 2512)。
トピック
• 概要 (p. 2508)
• SageMaker トレーニングストレージフォルダーの環境変数とデフォルトパス (p. 2510)
• ストレージパスを設定する際のヒントと考慮事項 (p. 2511)

概要
次の図は、その方法概要は次のとおりです。 SageMaker を使用してトレーニングジョブを実行すると、
入力フォルダと出力フォルダを管理します SageMaker Python SDK見積りクラスとそのフィット方法。こ
れは、データアクセス戦略としてファイルモードを使用し、トレーニング入力チャネルのデータソースと
して Amazon S3 を使用することに基づいています。
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This figure shows an overview of how SageMaker pairs storage paths between an Amazon S3 bucket as
the data source and the SageMaker training instance based on how the paths are specified in a SageMaker
estimator class. More information about the paths, how they read from or write to the paths, and purposes
of the paths are described in the following section the section called “SageMaker トレーニングストレージ
フォルダーの環境変数とデフォルトパス” (p. 2510).
詳細な説明と例については SageMaker のデータソース、入力モード、およびローカルパスを管理します
SageMaker トレーニングインスタンス、を参照してくださいトレーニングデータにアクセスする。

SageMaker トレーニングストレージフォルダーの環
境変数とデフォルトパス
次の表は、によって管理されるトレーニングデータセット、チェックポイント、モデルアーティファク
ト、および出力の入力パスと出力パスをまとめたものです。 SageMaker トレーニングプラットフォー
ム。
のローカ
SageMaker 目的
ルパス
環境変数
SageMaker
トレーニン
グインスタ
ンス

起動時に
S3 から読
み込む

スポット再 トレーニン ジョブが終
起動中に
グ中に S3 了すると
S3 から読 に書き込む S3 に書き
み込む
込む

で指定された入力チャ
/opt/ml/ CHANNEL_CHANNEL_NAME
ンネルからトレーニン
input/
グデータを読み取りま
data/
1
す SageMaker Python
channel_name
SDK見積りクラスまた
はCreateTrainingJobAPI
オペレーション。ト
レーニングスクリプ
トで指定する方法の
詳細については、次を
参照してください。
SageMaker Python
SDK を参照してくださ
い。トレーニングスク
リプトを用意してくだ
さい。

はい

はい

いいえ

いいえ

/opt/ml/
2
output

SM_OUTPUT_DIR
損失、精度、中間層、
重み、勾配、バイア
スなどの出力の保存
TensorBoard-互換性の
ある出力。このパスを
使用して、任意の出力
を保存することもでき
ます。これは、最終的
なモデルアーティファ
クトを保存するパスと
は異なることに注意し
てください。/opt/ml/
model/。

いいえ

いいえ

いいえ

はい

/opt/ml/
3
model

SM_MODEL_DIR
最終的なモデルアー
ティファクトを保存し

いいえ

いいえ

いいえ

はい
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のローカ
SageMaker 目的
ルパス
環境変数
SageMaker
トレーニン
グインスタ
ンス

起動時に
S3 から読
み込む

スポット再 トレーニン ジョブが終
起動中に
グ中に S3 了すると
S3 から読 に書き込む S3 に書き
み込む
込む

はい

はい

はい

いいえ

/opt/ml/
code

SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY
トレーニングスクリプ
はい
ト、追加ライブラリ、
依存関係のコピー

はい

いいえ

いいえ

/tmp

-

いいえ

いいえ

いいえ

ます。これは、モデル
アーティファクトがデ
プロイされる場所でも
あります。リアルタイ
ム推論に SageMaker ホ
スティング。
/opt/ml/ 4
checkpoints

モデルのチェックポイ
ント (モデルの状態) を
保存して、ある時点か
らトレーニングを再開
し、予期しない状態か
ら回復する、またはス
ポットトレーニング
マネージドトレーニン
グ中断。

読み取りまたは書き込
み/tmpスクラッチス
ペースとして。

いいえ

1

channel_nameトレーニングデータ入力用のユーザー定義チャンネル名を指定する場所です。各トレー
ニングジョブには、複数のデータ入力チャネルを含めることができます。トレーニングジョブごとに最大
20 のトレーニング入力チャネルを指定できます。データチャネルからのデータダウンロード時間は、請求
可能な時間としてカウントされることに注意してください。データ入力パスの詳細については、次を参照
してください。Amazonがどうですか SageMakerトレーニング情報を提供します。また、データ入力モー
ドには次の3種類があります。 SageMaker サポート:ファイル、 FastFile、およびパイプモード。トレーニ
ング用のデータ入力モードについては、次を参照してください。 SageMakerを参照してください。トレー
ニングデータにアクセスする。
2

SageMaker トレーニングアーティファクトを圧縮して TAR ファイルに書き込みます (tar.gz). 圧縮時
間とアップロード時間は請求可能な時間としてカウントされます。詳細については、次を参照してくださ
い。Amazonがどうですか SageMaker トレーニングの出力を処理します。
3

SageMaker 最終的なモデルアーティファクトを圧縮して TAR ファイルに書き込みます (tar.gz). 圧縮
時間とアップロード時間は請求可能な時間としてカウントされます。詳細については、次を参照してくだ
さい。Amazonがどうですか SageMaker トレーニングの出力を処理します。
4

トレーニング中に Amazon S3 と同期します。TAR ファイルに圧縮せずにそのまま書き込んでください。
詳細については、次を参照してください。Amazon でチェックポイントを使用する SageMaker。

ストレージパスを設定する際のヒントと考慮事項
でトレーニングジョブのストレージパスを設定する際には、次の点を考慮してください。 SageMaker。
• 分散トレーニング用のトレーニングアーティファクトを/opt/ml/output/ディレクトリでは、モデル
定義またはトレーニングスクリプトを使用して、アーティファクトのサブフォルダまたは一意のファイ
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ル名を適切に割り当てる必要があります。サブフォルダとファイル名が適切に設定されていない場合、
分散トレーニングワーカー全員が Amazon S3 の同じ出力フォルダにある同じファイル名に出力を書き
込む可能性があります。
• カスタムトレーニングコンテナを使用する場合は、必ずSageMaker トレーニングツールキット環境を
セットアップするのに役立ちます SageMaker トレーニングジョブ。それ以外の場合は、Dockerfile で環
境変数を明示的に指定する必要があります。詳細については、次を参照してください。独自のアルゴリ
ズムとモデルでコンテナを作成する。
• で ML インスタンスを使用する場合NVMe SSD ボリューム, SageMaker Amazon EBS GP2 ストレージ
はプロビジョニングしません。使用可能なストレージは、NVMe タイプのインスタンスのストレージ
容量に固定されます。 SageMaker インスタンスストレージの全容量を使用するように、トレーニング
データセット、チェックポイント、モデルアーティファクト、および出力のストレージパスを設定しま
す。たとえば、NVME タイプのインスタンスストレージを持つ ML インスタンスファミリーには次のも
のが含まれます。ml.p4d,ml.g4dn、およびml.g5。EBS のみのストレージオプションで、インスタ
ンスストレージなしで ML インスタンスを使用する場合、EBS ボリュームのサイズをvolume_sizeの
パラメータ SageMaker見積もりクラス (またはVolumeSizeInGB使用方法の概要は次のとおりで
す。ResourceConfigAPI)。たとえば、EBS ボリュームを使用する ML インスタンスファミリーには次
のものが含まれます。ml.c5そしてml.p2。インスタンスタイプとそのインスタンスストレージタイプ
とボリュームを確認するには、Amazon EC2 インスタンスタイプ。
• のデフォルトパス SageMaker トレーニングジョブは、ML インスタンスの Amazon EBS ボリュームま
たは NVMe SSD ボリュームにマウントされます。トレーニングスクリプトを次のように使用方法の概
要は次のとおりです。 SageMaker、前のトピックで説明したデフォルトパスを使用していることを確認
してくださいthe section called “SageMaker トレーニングストレージフォルダーの環境変数とデフォル
トパス” (p. 2510)。を使用することをお勧めします。/tmpトレーニング中に大きなオブジェクトを一時
的に保存するためのスクラッチスペースとしてのディレクトリ。つまり、次のようなシステムに割り当
てられた小さなディスク領域にマウントされたディレクトリは使用しないでください。/userそして/
home、使用しない方が良い out-of-space エラー。
詳細については、次を参照してください。AWS機械学習ブログAmazon に最適なデータソースを選択し
てください SageMaker トレーニングジョブさらに、データソースと入力モードのケーススタディとパ
フォーマンスベンチマークについても説明します。

トレーニングデータにアクセスする
トレーニングジョブを作成するとき、ユーザーはトレーニングデータセットの場所とそのデータセッ
トアクセスの入力モードを指定します。データロケーションについては、Amazon SageMaker Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Elastic File System Simple Storage Service (Amazon
S3)、Amazon FSx for Lustre をサポートしています。入力モードは、データセットのデータファイルをリ
アルタイムでストリーミングするか、トレーニングジョブの開始時にデータセット全体をダウンロードす
るかを決定します。

SageMaker 入力モードとAWSクラウドストレージ
このセクションでは要約します。 SageMaker Amazon S3 と Amazon EFS のファイルシステム Amazon
FSx for Lustre
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• File モードでは、トレーニングコンテナへのデータセットをファイルシステムビューで表示します。
他の 2 つのオプションのうちの 1 つを明示的に指定しない場合、これがデフォルトの入力モードにな
ります。ファイルモードを使用する場合、 SageMaker トレーニングデータは、ストレージの場所から
Docker コンテナのローカルディレクトリにダウンロードされます。トレーニングは、データセットのす
べてがダウンロードされた後に開始されます。ファイルモードでは、トレーニングインスタンスにデー
タセット全体を収容するのに十分なストレージ容量が必要です。ファイルモードのダウンロード速度
は、データセットのサイズ、ファイルの平均サイズ、およびファイル数によって異なります。Amazon
S3 プレフィックス、マニフェストファイル、または拡張マニフェストファイルのいずれかを指定するこ
とで、データセットをファイルモードに設定できます。すべてのデータセットファイルが共通の S3 プ
レフィックス内にある場合は、S3 プレフィックスを使用する必要があります。ファイルモードは以下
に対応SageMaker ローカルモード(の起動 SageMaker 数秒でインタラクティブにコンテナをトレーニン
グできます）。分散型トレーニングでは、次の方法でデータセットを複数のインスタンスに分割できま
す。ShardedByS3Keyオプション。
• 高速ファイルモードは、Pipe のパフォーマンスにおける利点を生かしながら Amazon S3 データソース
にファイルシステムとしてアクセスできます。高速ファイルモードでは、トレーニングの開始時にデー
タファイルを識別しますが、ダウンロードはしません。トレーニングは、データセットのすべてがダウ
ンロードされるのを待たずに開始できます。これは、Amazon S3 プレフィックスで指定されるファイル
数が少ない場合は、トレーニングスタートアップにかかる時間が短縮されることを意味します。
Pipe モードとは異なり、高速ファイルモードではデータにランダムにアクセスできます。ただし、デー
タを順番に読み取るほうが効率は優れています。高速ファイルモードは拡張マニフェストファイルをサ
ポートしていません。
高速ファイルモードでは、POSIX 準拠のファイルシステムインターフェイスを使用して S3 オブジェク
トがトレーニングインスタンスのローカルディスクにあるかのように公開されます。トレーニングスク
リプトがデータを消費すると、オンデマンドで S3 コンテンツをストリーミングします。つまり、デー
タセットがトレーニングインスタンスのストレージスペース全体に収まる必要がなくなり、トレーニ
ングを開始する前にデータセットがトレーニングインスタンスにダウンロードされるのを待つ必要がな
くなります。Fast fileは現在、S3プレフィックスのみをサポートしています（マニフェストと拡張マニ
フェストはサポートしていません）。高速ファイルモードは以下に対応 SageMaker ローカルモード。
• Pipe モードでは、データは Amazon S3 データソースから直接ストリーミングされます。ストリーミン
グにより、ファイルモードよりトレーニングジョブの開始時間が短縮され、スループットが向上しま
す。
データを直接ストリーミングすると、トレーニングインスタンスで使用される Amazon EBS ボリューム
のサイズを縮小できます。パイプモードでは、最終的なモデルアーティファクトを保存するのに十分な
ディスク容量しか必要ありません。
これは、主に新しいものに取って代わられた別のストリーミングモードです simpler-to-use高速ファ
イルモード。パイプモードでは、データは高い並行性とスループットで Amazon S3 からプリフェッ
チされ、名前付きパイプにストリーミングされます。名前付きパイプは、その動作から First-In-FirstOut (FIFO) パイプとも呼ばれます。各パイプは 1 つのプロセスでのみ読み取ることができます。ある
SageMakerへの特定の拡張 TensorFlow 便利にパイプモードをネイティブに統合します TensorFlow
データローダーストリーミングテキスト、TFRecords、または RecordIO ファイル形式用。パイプモー
ドでは、データのマネージドシャーディングとシャッフルもサポートしています。
• Amazon FSx for Lustre — Simple Storage Service (Amazon Simple Storage Storage Storage Service) —
Simple Storage Service (Amazon FSx for Lustre) — Simple Storage トレーニングジョブを始めるとき
SageMakerFSx for Lustre ファイルシステムをトレーニングインスタンスファイルシステムにマウント
し、トレーニングスクリプトを開始します。マウント自体は比較的速い操作で、FSx for Lustre に保存さ
れているデータセットのサイズには依存しません。
FSx for Lustre へのアクセスには、トレーニングジョブが Amazon Virtual Private Cloud (VPC) に接続す
る必要があります。 DevOps セットアップと関与。データ転送コストを回避するために、ファイルシス
テムは単一のアベイラビリティーゾーンを使用します。トレーニングジョブの実行時には、このアベイ
ラビリティーゾーン ID に対応する VPC サブネットを指定する必要があります。
• Amazon EFS — Amazon EFS をデータソースとして使用するには、トレーニング前にデータが既に
Amazon EFS に存在している必要があります。 SageMaker 指定された Amazon EFS ファイルシステム
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をトレーニングインスタンスにマウントし、トレーニングスクリプトを開始します。Amazon EFS にア
クセスするには、トレーニングジョブを VPC に接続する必要があります。

Tip
To learn more about how to specify your VPC configuration to SageMaker 推定者、見るファイ
ルシステムをトレーニングインプットとして使用()SageMaker SDK ドキュメント。

を使用してデータ入力モードを選択する SageMaker
SDK
SageMaker Python SDK はジェネリックを提供します推定クラスそしてそのML フレームワークの
バリエーショントレーニングジョブを始めるため You can specify one of the data input modes while
configuring the SageMaker EstimatorクラスまたはEstimator.fit方法。以下のコードテンプレート
は、入力モードを指定する 2 つの方法を示しています。
Estimator クラスを使用して入力モードを指定するには
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.inputs import TrainingInput
estimator = Estimator(
checkpoint_s3_uri='s3://my-bucket/checkpoint-destination/',
output_path='s3://my-bucket/output-path/',
base_job_name='job-name',
input_mode='File' # Available options: File | Pipe | FastFile
...
)
# Run the training job
estimator.fit(
inputs=TrainingInput(s3_data="s3://my-bucket/my-data/train")
)

詳細については、『』を参照してください。Sagemaker.Estimator.EstimatorのクラスSageMaker SDK ド
キュメント。
Estimator fit メソッドを使用して入力モードを指定するには
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.inputs import TrainingInput
estimator = Estimator(
checkpoint_s3_uri='s3://my-bucket/checkpoint-destination/',
output_path='s3://my-bucket/output-path/',
base_job_name='job-name',
...
)
# Run the training job
estimator.fit(
inputs=TrainingInput(
s3_data="s3://my-bucket/my-data/train",
input_mode='File' # Available options: File | Pipe | FastFile
)
)

詳細については、『』を参照してください。Sagemaker.Estimator.Estimator.FITクラスメソッド
とsagemaker.inputs。TrainingInputのクラスSageMaker SDK ドキュメント。
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Tip
Amazon FSx for Lustre または Amazon EFS を VPC 設定で設定する方法の詳細については、
SageMaker Python SDK エスティメータ、を参照してくださいファイルシステムをトレーニング
インプットとして使用()SageMaker SDK ドキュメント。

Tip
Amazon S3、Amazon EFS、FSx for Lustre とのデータ入力モードの統合は、ベストプラクティス
に合わせてデータソースを最適に設定する方法として推奨されます。を使用すると、データロー
ドのパフォーマンスを戦略的に向上させることができます。 SageMaker マネージドストレージの
オプションと入力モードですが、厳密には制限されていません。独自のデータ読み取りロジック
をトレーニングコンテナに直接記述できます。たとえば、別のデータソースから読み取るように
設定したり、独自の S3 データローダークラスを作成したり、トレーニングスクリプト内でサー
ドパーティフレームワークのデータロード関数を使用したりすることができます。ただし、次の
ような正しいパスを指定する必要があります。 SageMaker認識できる。

Tip
カスタムトレーニングコンテナを使用する場合は、必ずSageMaker トレーニングツールキッ
ト環境をセットアップするのに役立ちます SageMaker トレーニングジョブ それ以外の場合
は、Dockerfile で環境変数を明示的に指定する必要があります。詳細については、次を参照して
ください。独自のアルゴリズムとモデルでコンテナを作成する。
低レベルを使用してデータ入力モードを設定する方法の詳細については
SageMaker API、を参照してくださいAmazonはどのように SageMaker ト
レーニング情報を提供します (p. 2944)、CreateTrainingJobAPI、およ
びTrainingInputModeにAlgorithmSpecification。

Amazon FSx for Lustre に使用するようにデータ入力
チャネルを設定する
Amazon FSx for Lustre をデータソースとして使用して、データロードの時間を短縮することで、スルー
プットを高め、トレーニングを高速化する方法を学びましょう。

Amazon S3 と Amazon FSx for Lustre
Amazon S3 を Amazon FSx for Lustre にリンクしてトレーニングデータセットをアップロードするには、
次の操作を行います。
1. データセットを準備して Amazon S3 バケットにアップロードしてください。たとえば、列車データ
セットとテストデータセットの Amazon S3 パスが次の形式であるとします。
s3://my-bucket/data/train
s3://my-bucket/data/test

2. Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにリンクされた FSx for Lustre ファイルシステムを作成
し、次の場所にある手順に従います。Amazon S3 バケットにファイルシステムをリンク()Amazon FSx
for Lustre ユーザーガイド。Amazon S3 アクセスを許可するエンドポイントを VPC に追加してくださ
い。詳細については、「the section called “Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する” (p. 3417)」を
参照してください。指定するとデータリポジトリパス、データセットを含むフォルダの Amazon S3 バ
ケット URI を指定します。たとえば、ステップ 1 のサンプル S3 パスに基づくと、データリポジトリパ
スは次のようになります。
s3://my-bucket/data
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3. FSx for Lustre ファイルシステムを作成したら、次のコマンドを実行して構成情報を確認します。
aws fsx describe-file-systems && \
aws fsx describe-data-repository-association

これらのコマンドは戻りますFileSystemId,MountName,FileSystemPath、およ
びDataRepositoryPath。出力は以下の例のようになります。
# Output of aws fsx describe-file-systems
"FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0"
"MountName": "1234abcd"
# Output of aws fsx describe-data-repository-association
"FileSystemPath": "/ns1",
"DataRepositoryPath": "s3://my-bucket/data/"

Amazon S3 と Amazon FSx 間の同期が完了すると、データセットは Amazon FSx の次のディレクトリ
に保存されます。
/ns1/train
/ns1/test

# synced with s3://my-bucket/data/train
# synced with s3://my-bucket/data/test

Amazon FSx ファイルシステムパスをのデータ入力チャネルとし
て設定します。 SageMaker トレーニング
以下の手順では、Amazon FSx ファイルシステムをのデータソースとして設定するプロセスについて、順
を追って説明します SageMaker トレーニングジョブ
Using the SageMaker Python SDK
Amazon FSx ファイルシステムをデータソースとして適切に設定するには、 SageMaker 推定器クラ
スとFileSystemInput次の指示を使用してください。
1. の起動 FileSystemInput クラスオブジェクト。
from sagemaker.inputs import FileSystemInput
train_fs = FileSystemInput(
file_system_id="fs-0123456789abcdef0",
file_system_type="FSxLustre",
directory_path="/1234abcd/ns1/",
file_system_access_mode="ro",
)

Tip
指定するとdirectory_pathでは、必ず Amazon FSx ファイルシステムのパスが次の文
字で始まっていることを確認してくださいMountName。
2. の起動 SageMaker Amazon FSx ファイルシステムで使用される VPC 設定の見積もり
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(
...
role="your-iam-role-with-access-to-your-fsx",
subnets=["subnet-id"], # Should be the same as the subnet used for Amazon FSx
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security_group_ids="security-group-id"

3. Amazon FSx ファイルシステムで estimator.fit メソッドを実行して、トレーニングジョブを起動し
ます。
estimator.fit(train_fs)

その他のコード例については、ファイルシステムをトレーニングインプットとして使用()SageMaker
SDK ドキュメント。
Using the SageMaker CreateTrainingJob API
の一環としてCreateTrainingJobJSON のリクエスト、InputDataConfig以下のように設定します。
"InputDataConfig": [
{
"ChannelName": "string",
"DataSource": {
"FileSystemDataSource": {
"DirectoryPath": "/1234abcd/ns1/",
"FileSystemAccessMode": "ro",
"FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",
"FileSystemType": "FSxLustre"
}
}
}
],

Tip
指定するとDirectoryPathでは、必ず Amazon FSx ファイルシステムのパスが次の文字で
始まっていることを確認してくださいMountName。

FSx for Lustre を設定する際のヒントと考慮事項
1. P4d や P3DN などの EFA 対応インスタンスを使用するときは、セキュリティグループに適切なインバ
ウンドルールとアウトプットルールを設定してください。特に、これらのポートを開く必要があるのは
SageMaker は、トレーニングジョブで Amazon FSx ファイルシステムにアクセスできます。詳細につ
いては、次を参照してください。Amazon VPC によるファイルシステムアクセスコントロール。
2. 起動に使用した IAM ロールを確認してください SageMaker トレーニングジョブは Amazon FSx にアク
セスできます。

データソースと入力モードの選択に関するベストプラ
クティス
トレーニングジョブに最適なデータソースは、データセットのサイズ、ファイル形式、ファイルの平均サ
イズ、トレーニング時間、データローダーのシーケンシャルまたはランダムの読み取りパターン、モデル
がトレーニングデータをどれだけ速く消費できるかなど、ワークロードの特性によって異なります。以下
のベストプラクティスは、ユースケースに最適な入力モードとデータストレージを使い始めるためのガイ
ドラインです。
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This flowchart summarizes and visualizes best practices of choosing the best storage as the data source
and input file mode. All of the cases in the flowchart are described in the following sections.

Amazon EFS を使用するタイミング
データセットが Amazon Elastic File System に保存されている場合、ストレージに Amazon EFS を使用
する前処理アプリケーションまたは注釈アプリケーションを使用している可能性があります。Amazon
EFS ファイルシステムを指すデータチャネルで設定されたトレーニングジョブを実行できます。詳細につ
いては、次を参照してください。Amazon でのトレーニングをスピードアップ SageMaker Lustre および
Amazon EFS ファイルシステムに Amazon FSx を使用する。パフォーマンスを向上させることができない
場合は、次の方法で最適化オプションを確認してくださいAmazon Elastic File System パフォーマンスガ
イドあるいは、異なる入力モードやデータストレージの使用を検討してください。

小さなデータセットにはファイルモードを使う
データセットが Amazon Simple Storage Service に保存されていて、全体のボリュームが比較的小さい
（たとえば、50 ～ 100 GB 未満）場合は、ファイルモードを使用してみてください。50 GB のデータセッ
トをダウンロードする場合のオーバーヘッドは、ファイルの総数によって異なります。たとえば、データ
セットを 100 MB のシャードにまとめると、約 5 分かかります。この起動時のオーバーヘッドが許容でき
るかどうかは、主にトレーニングジョブ全体の所要時間によって異なります。トレーニングフェーズが長
いほど、ダウンロードフェーズがそれに比例して小さくなるためです。

多数の小さなファイルをシリアル化する
データセットのサイズが小さい（50 ～ 100 GB 未満）が、多数の小さなファイル（1 ファイルあたり 50
MB 未満）で構成されている場合、ファイルモードのダウンロードオーバーヘッドは大きくなります。
これは、各ファイルを Amazon Simple Storage Service からトレーニングインスタンスボリュームに個
別にダウンロードする必要があるためです。このオーバーヘッドとデータトラバーサル時間を一般的に
削減するには、次のようなファイル形式を使用して、このような小さなファイルのグループをより小さ
なサイズのファイルコンテナ（ファイルあたり 150 MB など）にシリアル化することを検討してくださ
い。TFRecordにとって TensorFlow, WebDatasetにとって PyTorch、およびRecordIOMXNet

高速ファイルモードを使用するタイミング
大きなファイル（ファイルあたり 50 MB 以上）を含む大規模なデータセットの場合、最初のオプションは
高速ファイルモードを試すことです。ファイルシステムを作成したり VPC に接続したりする必要がないた
め、FSx for Lustre よりも簡単に使用できます。高速ファイルモードは、大きなファイルコンテナ (150 MB
以上) に最適で、50 MB を超えるファイルにも適している場合があります。高速ファイルモードは POSIX
インタフェースを提供するため、ランダム読み込み (連続しないバイト範囲の読み込み) をサポートしま
す。ただし、これは理想的な使用例ではなく、スループットはシーケンシャル読み取りの場合よりも低
くなる可能性があります。ただし、比較的大規模で計算量の多い ML モデルを使用している場合は、高速
ファイルモードでもトレーニングパイプラインの有効帯域幅が飽和し、IO のボトルネックにならない可能
性があります。実験して見る必要があります。ファイルモードから高速ファイルモードに切り替える（ま
たはその逆にする）には、input_mode='FastFile'を使用して入力チャンネルを定義する際のパラメー
タ SageMaker SDK
sagemaker.inputs.TrainingInput(S3_INPUT_FOLDER,

input_mode = 'FastFile')

Amazon FSx for Lustre
データセットがファイルモードには大きすぎる場合、簡単にシリアル化できない小さなファイルが多数あ
る場合、またはランダムな読み取りアクセスパターンを使用している場合は、FSx for Lustre を検討するこ
とをお勧めします。ファイルシステムは1秒あたり数百ギガバイト (GB/秒) のスループットと数百万IOPS
まで拡張できるため、小さなファイルが多数存在する場合に最適です。ただし、ロードの遅延や FSx for
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Lustre ファイルシステムのセットアップと初期化のオーバーヘッドが原因で、コールドスタートの問題が
発生する可能性があることに注意してください。

Tip
詳細については、次を参照してください。Amazon に最適なデータソースを選択してください
SageMaker トレーニングジョブ。これAWSMachine Learning ブログでは、データソースと入力
モードのケーススタディとパフォーマンスベンチマークについてさらに説明しています。

Amazon でのマネージドスポットトレーニング
SageMaker
アマゾン SageMaker マネージド型の Amazon EC2 スポットインスタンスを使用して機械学習モデルを簡
単にトレーニングできます。マネージド型のスポットトレーニングでは、オンデマンドインスタンスと比
較して、トレーニングモデルのコストを最大 90% 抑えることができます。 SageMaker ユーザーに代わっ
て、スポットの中断を管理します。
マネージドスポットトレーニングでは、オンデマンドインスタンスではなく Amazon EC2 スポットインス
タンスを使用してトレーニングジョブを実行します。スポットインスタンスを使用するトレーニングジョ
ブと、スポットインスタンスを使用する停止条件を指定できます。 SageMaker Amazon EC2 スポットイ
ンスタンスを使用してジョブが実行されるのを待機します。トレーニングの実行中に生成されたメトリク
スとログは、次のURLにあります CloudWatch。
アマゾン SageMaker ハイパーパラメータチューニングニングニングニングニングニングニングにはマ
ネージドスポットトレーニングを使用できます。自動モデルチューニングの詳細については、「」を参照
してください。を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)。
スポットインスタンスは中断されることがあります。その場合、ジョブの開始または終了に時間がかかる
場合があります。チェックポイントを使用するように、マネージドスポットトレーニングジョブを設定で
きます。 SageMaker チェックポイントデータをローカルパスから Amazon S3 にコピーします。ジョブ
が再開されると、 SageMaker Amazon S3 からローカルパスにデータを再度コピーします。その結果、ト
レーニングジョブは最初からではなく、最後のチェックポイントから再開できます。チェックポイントの
詳細については、Amazon でチェックポイントを使用する SageMaker (p. 2522)を参照してください。

Note
トレーニングジョブがすぐに完了しない限り、マネージドスポットトレーニングではチェックポ
イントを使用することをお勧めします。 SageMaker チェックポイントを行わない組み込みアルゴ
リズムとマーケットプレイスアルゴリズムは、現在MaxWaitTimeInSeconds3600秒 (60分)。
トピック
• マネージドスポットトレーニングの使用 (p. 2521)
• マネージド型スポットトレーニングのライフサイクル (p. 2522)

マネージドスポットトレーニングの使用
マネージド型スポットトレーニングを使用するには、トレーニングジョブを作成しま
す。EnableManagedSpotTraining を True に設定し、MaxWaitTimeInSeconds を指定しま
す。MaxWaitTimeInSeconds は、MaxRuntimeInSeconds より大きい値にする必要があります。ト
レーニングジョブの作成の詳細については、「DescribeTrainingJob」を参照してください。
削減率を計算するには、式 (1 - (BillableTimeInSeconds / TrainingTimeInSeconds))
* 100 を使用して、マネージド型スポットトレーニングを使用します。たとえ
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ば、BillableTimeInSeconds が 100 で、TrainingTimeInSeconds が 500 の場合、削減率は 80%
です。
Amazon でトレーニングジョブを実行する方法を知るには SageMaker スポットインスタンスとマネージ
ドスポットトレーニングの仕組み、請求対象時間を短縮する方法については、次のサンプルノートブック
を参照してください。
• を使ったマネージドスポットトレーニング TensorFlow
• XGBoost を使ったマネージドスポットトレーニング
• MXNet を使ったマネージドスポットトレーニング
• アマゾン SageMaker マネージドスポットトレーニングの例 GitHub 倉庫

マネージド型スポットトレーニングのライフサイクル
次の方法でトレーニングジョブを監視できますTrainingJobStatusそしてSecondaryStatus戻り
値:DescribeTrainingJob。以下のリストは、トレーニングのシナリオに基づき、TrainingJobStatus お
よび SecondaryStatus の値が変化する様子を示しています。
• トレーニング中に中断することなく取得したスポットインスタンス
1. InProgress: Starting↠ Downloading ↠ Training ↠ Uploading
• スポットインスタンスは 1 回中断されました。その後、トレーニングジョブを完了するのに十分な数の
スポットインスタンスが取得されました。
1. InProgress: Starting ↠ Downloading ↠ Training ↠ Interrupted ↠ Starting ↠
Downloading ↠ Training ↠ Uploading
• スポットインスタンスが 2 回中断され、MaxWaitTimeInSeconds が超過しました。
1. InProgress: Starting ↠ Downloading ↠ Training ↠ Interrupted ↠ Starting ↠
Downloading ↠ Training ↠ Interrupted ↠ Downloading ↠ Training
2. Stopping: Stopping
3. Stopped: MaxWaitTimeExceeded
• スポットインスタンスは起動されませんでした。
1. InProgress: Starting
2. Stopping: Stopping
3. Stopped: MaxWaitTimeExceeded

Amazon でチェックポイントを使用する
SageMaker
Amazonでチェックポイントを使う SageMaker トレーニング中の機械学習モデルの状態を保存する。
チェックポイントはモデルのスナップショットであり、機械学習フレームワークのコールバック関数を
使用して設定できます。保存されたチェックポイントを使用して、トレーニングジョブを最後に保存した
チェックポイントから再開できます。
- SageMaker トレーニングメカニズムでは Amazon EC2 インスタンス上にあるトレーニングコンテナを使
い、チェックポイントファイルはコンテナのローカルディレクトリに保存されます (デフォルトは/opt/
ml/checkpoints). SageMaker ローカルパスから Amazon S3 にチェックポイントをコピーし、そのディ
レクトリにあるチェックポイントを Amazon S3 と自動的に同期する機能が用意されています。S3 の既存
のチェックポイントは SageMaker ジョブの開始時にコンテナを配置し、チェックポイントからジョブを
再開できるようにします。ジョブの開始後に S3 フォルダーに追加されたチェックポイントは、トレーニ
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ングコンテナにコピーされません。 SageMaker また、トレーニング中にコンテナから S3 に新しいチェッ
クポイントを書き込みます。でチェックポイントが削除された場合 SageMaker コンテナの場合は、S3
フォルダからも削除されます。
チェックポイントを使用すると、以下を実行できます。
• トレーニングジョブまたはインスタンスの予期せぬ中断の発生に備えて、トレーニング中のモデルのス
ナップショットを保存する。
• 後でモデルのトレーニングをチェックポイントから再開する。
• トレーニングの中間段階にあるモデルを分析する。
• チェックポイントを SageMaker マネージドスポットトレーニングにより、トレーニングコストを節約
できます。
でチェックポイントを使っている場合 SageMaker マネージドスポットトレーニング SageMaker モデル
トレーニングのチェックポイントを管理し、次のスポットインスタンスでトレーニングジョブを再開しま
す。と SageMaker マネージドスポットトレーニングを使用すると、機械学習モデルのトレーニングにか
かる請求対象時間を大幅に短縮できます。詳細については、「Amazon でのマネージドスポットトレーニ
ング SageMaker (p. 2521)」を参照してください。
トピック
• のフレームワークとアルゴリズムのチェックポイント SageMaker (p. 2523)
• チェックポイントを有効にする (p. 2524)
• チェックポイントファイルを参照する (p. 2525)
• トレーニングをチェックポイントから再開する (p. 2526)
• チェックポイントに関する考慮事項 (p. 2526)

のフレームワークとアルゴリズムのチェックポイント
SageMaker
チェックポイントを使用して、任意のフレームワーク上に構築された ML モデルのスナップショットを保
存します。 SageMaker。
SageMaker チェックポイントをサポートするフレームワークとアルゴリズム
SageMaker チェックポイントをサポートしていますAWSDeep Learning Containers と組み込みアルゴリ
ズムのサブセットで、トレーニングスクリプトの変更は不要です。 SageMaker チェックポイントをデ
フォルトのローカルパスに保存します'/opt/ml/checkpoints'そしてそれらを Amazon S3 にコピーす
る。
• Deep Learning Containers: TensorFlow,PyTorch,MXNet、およびHuggingFace

Note
使用するもの HuggingFace フレームワーク推定器では、ハイパーパラメータにチェックポイン
トの出力パスを指定する必要があります。詳細については、次を参照してください。Amazon
でトレーニングを実施 SageMaker()HuggingFaceドキュメンテーション。
• 組み込みアルゴリズム: イメージ分類,オブジェクト検出,セマンティックセグメンテーション、およ
びXGBoost(0.90-1 またはそれ以降)

Note
XGBoost アルゴリズムをフレームワークモード (スクリプトモード) で使用する場合は、手動で
設定されたチェックポイントを持つ XGBoost トレーニングスクリプトを使用する必要がありま
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す。モデルのスナップショットを保存するための XGBoost トレーニングメソッドの詳細につい
ては、XGBoost Python SDK ドキュメントの「XGBoost をトレーニングする」を参照してくだ
さい。
チェックポイントをサポートしない構築済みアルゴリズムがマネージドスポットトレーニングジョブにお
いて使用されている場合、 SageMaker 割り込みによる無駄なトレーニング時間を制限するために、ジョ
ブが 1 時間より長く待機することを許可しません。
カスタムトレーニングコンテナおよびその他のフレームワークの場合
前のセクションにリストされていない独自のトレーニングコンテナ、トレーニングスクリプト、またはそ
の他のフレームワークを使用する場合、コールバックまたはトレーニング API を使用してトレーニング
スクリプトを適正に設定し、チェックポイントをローカルパスに保存する必要があります ('/opt/ml/
checkpoints') を選択し、トレーニングスクリプトのローカルパスからロードします。 SageMaker 推定
器は、ローカルパスと同期し、チェックポイントを Amazon S3 に保存できます。

チェックポイントを有効にする
チェックポイントを有効にすると、 SageMaker チェックポイントを Amazon S3 に保存し、トレーニング
ジョブをチェックポイント S3 バケットと同期します。

次の例は、を構築する際に、チェックポイントパスを設定する方法を示しています。 SageMaker
推定器。チェックポイントを有効にするには、推定器に checkpoint_s3_uri パラメータと
checkpoint_local_path パラメータを指定します。
次のテンプレート例は、ジェネリックの作成方法を示しています。 SageMaker 推定してチェックポイン
トを有効にする。image_uri パラメータを指定すると、このテンプレートをサポート対象のアルゴリズ
ムに使用できます。チェックポイントがサポートするアルゴリズムの Docker イメージ URI を見つけるに
は SageMaker、「」を参照してくださいDocker レジストリパスとサンプルコード (p. 989)。交換するこ
ともできますestimatorそしてEstimator他と SageMaker フレームワークの推定子の親クラスと推定子
クラス。例:TensorFlow,PyTorch,MXNet,HuggingFaceそしてXGBoost。
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"
# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name, checkpoint_in_bucket)
# The local path where the model will save its checkpoints in the training container
checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints"
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estimator = Estimator(
...
image_uri="<ecr_path>/<algorithm-name>:<tag>" # Specify to use built-in algorithms
output_path=bucket,
base_job_name=base_job_name,

)

# Parameters required to enable checkpointing
checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket,
checkpoint_local_path=checkpoint_local_path

次の 2 つのパラメータは、チェックポイントのパスを指定します。
• checkpoint_local_path - モデルがチェックポイントを定期的に保存するトレーニングコンテナの
ローカルパスを指定します。デフォルトでは、パスは '/opt/ml/checkpoints' に設定されていま
す。他のフレームワークを使用する場合、または独自のトレーニングコンテナを取り込む場合は、ト
レーニングスクリプトのチェックポイント設定のパスが '/opt/ml/checkpoints' に指定されている
ことを確認します。

Note
ローカルパスを次のように指定することをお勧めします。'/opt/ml/checkpoints'デ
フォルトと一貫性を持たせるには SageMaker チェックポイント設定。独自のローカル
パスを指定する場合は、トレーニングスクリプトにおけるチェックポイントの保存パス
とcheckpoint_local_pathのパラメータ SageMaker推定器。
• checkpoint_s3_uri - チェックポイントをリアルタイムで保存する S3 バケットの URI。
の完全なリストを検索するには SageMaker 推定パラメータについては、推定器 API()アマゾン SageMaker
SDKドキュメンテーション。

チェックポイントファイルを参照する
以下を使用してチェックポイントファイルを検索します。 SageMaker Python SDK と Amazon S3 コン
ソール。
プログラムを使用してチェックポイントファイルを見つけるには
チェックポイントが保存された S3 バケット URI を取得するには、推定器の次の属性を確認します。
estimator.checkpoint_s3_uri

これにより、CreateTrainingJob リクエストをリクエストしているときに設定されたチェックポイント
の Amazon S3 出力パスが返されます。保存されたチェックポイントファイルを Amazon S3 コンソールを
使用して見つけるには、次の手順を実行します。

Amazon S3 コンソールからチェックポイントファイルを見つけるには
1.

にサインインします。AWS Management Consoleそして開く SageMaker コンソールでhttps://
console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左のナビゲーションペインで [Training jobs] (トレーニングジョブ) を選択します。

3.

チェックポイントを有効にしたトレーニングジョブへのリンクを選択すると、[Job settings] (ジョブ設
定) が開きます。

4.

トレーニングジョブの [Job settings] (ジョブ設定) ページで、[Checkpoint configuration] (チェックポイ
ントの設定) セクションを見つけます。
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5.

S3 バケットへのリンクを使用して、チェックポイントファイルにアクセスします。

トレーニングをチェックポイントから再開する
トレーニングジョブをチェックポイントから再開するには、checkpoint_s3_uri セクションで作成した
チェックポイントを有効にする (p. 2524) と同じ URI を持つ新しい推定器を実行します。トレーニングが
再開されると、新しいトレーニングジョブの各インスタンスの checkpoint_local_path にこの S3 バ
ケットのチェックポイントが復元されます。現在の S3 バケットと同じリージョンにあることを確認しま
す。 SageMaker session。

チェックポイントに関する考慮事項
でチェックポイントを使用するときは、以下について考慮します。 SageMaker。
• 複数のインスタンスを使った分散トレーニングで上書きされないようにするには、トレーニングスクリ
プトのチェックポイントファイル名とパスを手動で設定する必要があります。概要レベル SageMaker
チェックポイント設定では、Amazon S3 の場所が 1 か所指定されます。複数のインスタンスのチェック
ポイントにタグ付するためのサフィックスやプレフィックスは追加されません。
• - SageMaker Python SDK は、チェックポイント頻度の簡易設定をサポートしません。チェックポイン
トの頻度を制御するには、フレームワークのモデル保存関数またはチェックポイントのコールバックを
使用してトレーニングスクリプトを変更します。
• 使用するもの SageMaker チェックポイントと SageMaker デバッガーと SageMaker 分散データで、問
題が発生した場合は、以下のトラブルシューティングと考慮事項のページを参照してください。
• Amazon に関する考慮事項 SageMaker デバッガー (p. 2299)
• データ並列のトラブルシューティング (p. 2373)
• モデル並列のトラブルシューティング (p. 2437)
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拡張マニフェストファイルを使用してトレーニング
ジョブにデータセットメタデータを提供する
データセットとともにメタデータをトレーニングジョブに含めるには、拡張マニフェストファイルを
使用します。拡張マニフェストファイルを使用する場合は、データセットを Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) に保存し、そこに保存されているデータセットを使用するようにトレーニングジョ
ブを設定する必要があります。1 つ以上の Channel に対してこのデータセットの場所と形式を指定しま
す。拡張マニフェストはパイプ入力モードのみをサポートできます。「」セクションを参照してくださ
い。InputModeにChannelパイプ入力モードの詳細については、を参照してください。
チャンネルのパラメータを指定するときは、と呼ばれるファイルへのパスを指定し
ます。S3Uri。アマゾン SageMaker 指定されたに基づいて、この URI を解釈しま
す。S3DataTypeにS3DataSource。AugmentedManifestFile オプションは、入力データを含むメタ
データを含むマニフェスト形式を定義します。データにラベルを付けた場合は、拡張マニフェストファイ
ルの使用が、前処理の代わりになります。ラベル付きのデータを使用してジョブをトレーニングする場合
は、通常、トレーニング前にデータセットを前処理して、データセットをメタデータと結合する必要があ
ります。トレーニングデータセットが大きい場合、前処理に時間とコストがかかる可能性があります。

拡張マニフェストファイル形式
拡張マニフェストファイルは JSON Lines 形式で形式設定する必要があります。JSON Lines 形式では、
ファイル内の各行が完全な JSON オブジェクトであり、その後に改行区切り文字が続きます。
トレーニング中、 SageMaker は各 JSON 行を解析し、その属性の一部または全部をトレーニング
アルゴリズムに送ります。渡す属性の内容とそれらを渡す順序は、CreateTrainingJob API の
AttributeNames パラメータで指定します。-AttributeNamesparameter は、次の属性名の順序付き
リストです。 SageMaker は、トレーニング入力として使用するためにが JSON オブジェクト内で探しま
す。
たとえば、AttributeNames に ["line", "book"] をリストした場合、入力データには、指定された
順序で line と book の属性名を含める必要があります。この例では、次の拡張マニフェストファイルの
内容が有効です。
{"author": "Herman Melville", "line": "Call me Ishmael", "book": "Moby Dick"}
{"line": "It was love at first sight.", "author": "Joseph Heller", "book": "Catch-22"}

SageMaker は、リストにない属性名については、リストされている属性の前、後、または間にある場合で
も、無視します。
拡張マニフェストファイルを使用するときには、以下のガイドラインに従ってください。
• AttributeNames パラメータにリストされている属性の順序によって、トレーニングジョブでアルゴ
リズムに渡される属性の順序が決まります。
• リストされているAttributeNamesは、JSON 行のすべての属性のサブセットにすることができます。
SageMaker は、ファイル内のリストされていない属性を無視します。
• テキスト、数値、データ配列、オブジェクトなど、JSON 形式で許可されている任意のタイプのデータ
を AttributeNames に指定できます。
• 属性名として S3 URI を含めるには、サフィックス -ref をそれに追加します。
属性名にサフィックス -ref が含まれている場合、属性の値はトレーニングジョブにアクセス可能な
データファイルの S3 URI である必要があります。例えば、次のようになります。AttributeNames含
む["image-ref", "is-a-cat"]の場合、以下の例では、有効な拡張マニフェストファイルを示してい
ます。
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{"image-ref": "s3://mybucket/sample01/image1.jpg", "is-a-cat": 1}
{"image-ref": "s3://mybucket/sample02/image2.jpg", "is-a-cat": 0}

このマニフェストファイルの最初の JSON 行の場合、 SageMaker の取得image1.jpgファイルか
らs3://mybucket/sample01/との、の文字列表現is-a-cat属性"1"イメージの分類用。

Tip
拡張マニフェストファイルを作成するには、Amazon を使用します。 SageMaker Ground Truth
とラベリングジョブを作成します。ラベリングジョブの出力の詳細については、「」を参照して
ください。出力データ (p. 508)。

拡張マニフェストファイルのデータをストリーミング
する
拡張マニフェスト形式を使用すると、RecordIO ファイルを作成しなくても、ファイルを使ってパイプモー
ドでトレーニングを行うことができます。CreateTrainingJob リクエストの InputDataConfig パ
ラメータの値として、トレーニングチャネルと検証チャネルの両方を指定する必要があります。拡張マ
ニフェストファイルは、パイプ入力モードを使用しているチャネルでのみサポートされます。チャネル
ごとにデータがその拡張マニフェストファイルから抽出され、チャネルの名前付きパイプを介してアルゴ
リズムに (順番に) ストリーミングされます。パイプモードは先入れ先出し (FIFO) 方式を使用するため、
レコードはキューに入れられた順に処理されます。パイプ入力モードについては、「」を参照してくださ
い。Input Mode。
サフィックス "-ref" が付いた属性名は、形式設定済みのバイナリデータを指します。アルゴリズムに
とって、そのデータの解析方法は既知である場合があります。また、レコードがアルゴリズム用に区切
られるようにデータをラップしなければならない場合もあります。アルゴリズムが RecordIO 形式のデー
タと互換性がある場合は、RecordWrapperType に RecordIO を指定すると、この問題は解決します。
アルゴリズムが RecordIO 形式と互換性がない場合は、RecordWrapperType に None を指定し、デー
タがアルゴリズムに対して正しく解析されることを保証します。
["image-ref", "is-a-cat"] の例を使用して、RecordIO ラッピングを使用している場合は、次の
データストリームがキューに送信されます。
recordio_formatted(s3://mybucket/foo/
image1.jpg)recordio_formatted("1")recordio_formatted(s3://mybucket/bar/
image2.jpg)recordio_formatted("0")
RecordIO 形式でラップされていないイメージは、対応する is-a-cat 属性値と共に 1 つのレコードとし
てストリーミングされます。これは問題を引き起こす場合があります。アルゴリズムがイメージと属性を
正しく区切らない可能性があるためです。イメージ分類のための拡張マニフェストファイル使用の詳細に
ついては、「拡張マニフェストイメージ形式でトレーニングする」を参照してください。
一般的に拡張マニフェストファイルとパイプモードでは、EBS ボリュームのサイズ制限が適用されませ
ん。これには、それ以外では EBS ボリュームのサイズ制限内でなければならない設定が含まれます (な
ど)。S3DataDistributionType 。パイプモードとその使用方法の詳細については、「独自のトレーニ
ングアルゴリズムを使用する - 入力データ設定」を参照してください。

拡張マニフェストファイルを使用する (コンソール)
この手順を完了するには、以下が必要です。
• 拡張マニフェストファイルを保存している S3 バケットの URL。
• 拡張マニフェストファイルにリストされているデータを S3 バケットに保存する。
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• ジョブの出力を保存する S3 バケットの URL。

拡張マニフェストファイルをトレーニングジョブで使用する (コンソール)
1.

Amazonを開きます。 SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

ナビゲーションペインで [トレーニング]、[トレーニングジョブ] の順に選択します。

3.

[トレーニングジョブの作成] を選択します。

4.

トレーニングジョブの名前を指定します。名前は、AWS アカウントの AWS リージョン内で一意であ
る必要があります。1 〜 63 文字で指定できます。有効な文字は、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、および . : +
= @ _ % - (ハイフン) です。

5.

使用するアルゴリズムを選択します。サポートされている組み込みアルゴリズムの詳細については、
「Amazon を使った SageMaker 組み込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモデル (p. 981)」を
参照してください。カスタムアルゴリズムを使用するには、パイプモードと互換性があることを確認
してください。

6.

(オプション) [リソース設定] で、デフォルト値をそのまま使用するか、計算時間を短縮するためにリ
ソース使用量を増やします。

7.

8.

a.

(オプション) [インスタンスタイプ] で、使用する ML コンピューティングインスタンスのタイプ
を選択します。ほとんどの場合、ml.m4.xlarge で十分です。

b.

[インスタンス数] で、デフォルトの 1 を使用します。

c.

(オプション) [インスタンスあたりのボリュームサイズ (GB)] で、プロビジョニングする ML スト
レージボリュームのサイズを選択します。ほとんどの場合、デフォルトの 1 を使用できます。大
規模なデータセットを使用する場合は、サイズを大きくします。

トレーニングデータセットの入力データに関する情報を入力します。
a.

[チャネル名] で、デフォルト (train) をそのまま使用するか、training-augmentedmanifest-file のようにわかりやすい名前を入力します。

b.

[入力モード] で [Pipe (パイプ)] を選択します。

c.

[S3 データディストリビューションタイプ] で [FullyReplicated] を選択します。段階的にトレーニ
ングする場合は、完全なレプリケーションを実行すると、各 ML コンピューティングインスタン
スが、展開されたデータセットの完全なコピーを使用します。ニューラルトピックモデル (NTM)
アルゴリズム (p. 1958) などのニューラルベースのアルゴリズムの場合は、ShardedByS3Key を
選択します。

d.

拡張マニフェストファイルで指定されたデータが圧縮されていない場合は、[圧縮の種類] を [な
し] に設定します。データが gzip を使用して圧縮されている場合は、[Gzip] に設定します。

e.

(オプション) [コンテンツタイプ] に、適切な MIME タイプを指定します。コンテンツタイプは、
多目的インターネットメール拡張 (MIME) タイプのデータです。

f.

[レコードラッパー] で、拡張マニフェストファイルで指定されたデータセットが RecordIO 形式
で保存されている場合は、[RecordIO] を選択します。データセットが RecordIO 形式のファイル
として保存されていない場合は、[なし] を選択します。

g.

[S3 データタイプ] で [AugmentedManifestFile (拡張マニフェストファイル)] を選択します。

h.

[S3 の場所] に、拡張マニフェストファイルを保存したバケットのパスを指定します。

i.

[AugmentedManifestFile attribute names (拡張マニフェストファイルの属性名)] に、使用する属性
の名前を指定します。属性名は、拡張マニフェストファイル内に存在する必要があり、大文字と
小文字が区別されます。

j.

(オプション) 属性名をさらに追加するには、[行を追加] を選択して、各属性に別の属性名を指定
します。

k.

(オプション) 属性名の順序を調整するには、名前の横にある上下ボタンを選択します。拡張マニ
フェストファイルを使用するときには、指定する属性名の順序が重要です。

l.

[Done] (完了) をクリックします。

[出力データ設定] で、以下の情報を入力します。
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9.

a.

[S3 の場所] に、出力データを保存する S3 バケットのパスを入力します。

b.

(オプション) AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キーを使用すると、保存データ
を暗号化できます。[暗号化キー] に、キー ID またはその Amazon リソース番号 (ARN) を入力し
ます。詳細については、KMS で管理された暗号化キーを参照してください。

(オプション) [タグ] で、1 つ以上のタグをトレーニングジョブに追加します。タグは、定義して AWS
リソースに割り当てることができるメタデータです。この例では、タグを使用してトレーニングジョ
ブを管理しやすくすることができます。タグは、ユーザーが定義するキーと値で構成されます。たと
えば、Project をキーとし、Home value forecasts などのトレーニングジョブに関連するプロ
ジェクトを参照する値を持つタグを作成するとします。

10. 選択トレーニングジョブの作成。 SageMaker がトレーニングジョブを作成し、実行します。
トレーニングの仕事が終わったら、 SageMaker 指定したパスを持つバケットにモデルアーティファクト
を格納します。S3 出力パスの出力データ構成フィールド。モデルをデプロイして予測を得るには、ステッ
プ 5: モデルを Amazon EC2 にデプロイする (p. 85)を参照してください。

拡張マニフェストファイルを使用する (API)
以下は、拡張マニフェストファイルでモデルをトレーニングする方法を示しています。を使用して、
SageMaker 高レベルの Python ライブラリ:
import sagemaker
# Create a model object set to using "Pipe" mode.
model = sagemaker.estimator.Estimator(
training_image,
role,
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.2xlarge',
volume_size = 50,
max_run = 360000,
input_mode = 'Pipe',
output_path=s3_output_location,
sagemaker_session=session
)
# Create a train data channel with S3_data_type as 'AugmentedManifestFile' and attribute
names.
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(
your_augmented_manifest_file,
distribution='FullyReplicated',
content_type='application/x-recordio',
s3_data_type='AugmentedManifestFile',
attribute_names=['source-ref', 'annotations'],
input_mode='Pipe',
record_wrapping='RecordIO'
)
data_channels = {'train': train_data}
# Train a model.
model.fit(inputs=data_channels, logs=True)

トレーニングの仕事が終わったら、 SageMaker 指定したパスを持つバケットにモデルアーティファクト
を格納します。S3 出力パスの出力データ構成フィールド。モデルをデプロイして予測を得るには、ステッ
プ 5: モデルを Amazon EC2 にデプロイする (p. 85)を参照してください。
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Amazon を使用してトレーニングジョブのモニタリ
ングと分析を行う CloudWatchメトリクス
アマゾン SageMaker トレーニングジョブは、トレーニングデータセットの例を提示することで、モデル
に予測することを学習させる反復プロセスです。通常、トレーニングアルゴリズムは、トレーニングエ
ラーや予測精度など、複数のメトリクスを計算します。これらのメトリクスは、モデルがうまく学習して
いるかどうかと、見えないデータについて予測を行うためにうまく一般化されるかどうかを診断するのに
役立ちます。トレーニングアルゴリズムはこれらのメトリクスを、これらのメトリクスの値がログに書き
込みます。 SageMaker 監視してAmazonに送信 CloudWatch リアルタイムで。トレーニングジョブのパ
フォーマンスを分析するため、 CloudWatch でこれらのメトリクスのグラフを表示できます。トレーニン
グジョブが完了すると、DescribeTrainingJob 演算子を呼び出すことで最終的な反復作業で計算され
るメトリクス値のリストを取得することもできます。

Note
アマゾン CloudWatch サポートする高分解能カスタムメトリクス、その最高分解能は 1 秒で
す。ただし、分解能が細かいほど、寿命は短くなります CloudWatch メトリクス。1 秒の周波数
分解能では、 CloudWatch メトリクスは 3 時間使用できます。分解能と寿命の詳細については
CloudWatch メトリック、を参照してくださいGetMetricStatistics()アマゾン CloudWatch API リ
ファレンス。

Tip
100 ミリ秒 (0.1 秒) の粒度まで細かい分解能でトレーニングジョブをプロファイリングし、ト
レーニングメトリクスをカスタム分析のためにいつでも無期限に Amazon S3 に保存する必要が
ある場合は、アマゾン SageMaker デバッガー。 SageMaker デバッガーには、一般的なトレーニ
ングの問題を自動的に検出するルールが組み込まれており、ハードウェアリソース使用率の問題
(CPU、GPU、I/O のボトルネックなど) および非収束モデルの問題 (オーバーフィット、勾配消
失、テンソルの爆発など) を検出します。 SageMaker デバッガーは、Studio とそのプロファイリ
ングレポートを通じて可視化機能も提供します。デバッガーのビジュアライゼーションを確認す
るには、SageMaker デバッガーインサイトダッシュボードチュートリアル,デバッガープロファイ
リングレポートのチュートリアル、およびSMDebug クライアントライブラリを使ってデータを
分析する。
トピック
• トレーニングメトリクスの定義 (p. 2531)
• トレーニングJob メトリクスのモニタリング (CloudWatch コンソール) (p. 2534)
• トレーニングジョブメトリクスのモニタリング (SageMaker コンソール) (p. 2534)
• 例: トレーニングカーブと検証カーブの表示 (p. 2536)

トレーニングメトリクスの定義
SageMaker トレーニングジョブログを自動的に解析し、トレーニングメトリクスを送信します
CloudWatch。デフォルトでは、 SageMaker にリストされているシステムリソース使用率メトリックを送
信しますSageMaker ジョブとエンドポイントメトリクス。目的 SageMaker ログを解析し、独自のアルゴ
リズムのトレーニングジョブからのカスタムメトリックを CloudWatch、を設定する際、メトリクス名と
正規表現を渡すことでメトリクス定義を明確にする必要があります SageMaker トレーニングのお仕事依
頼
追跡するメトリクスは、 SageMaker コンソールSageMaker Python、または低レベル SageMaker API。
独自のアルゴリズムを使用している場合は、次の手順に従います。
• 取得するメトリクスがアルゴリズムによって必ずログに書き込まれるようにします。
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• 送信するメトリクスの値が取得されるよう正確にログを検索する正規表現を定義します。
CloudWatch。
例えば、アルゴリズムによって次のようなトレーニングエラーおよび検証エラーのメトリクスが発行され
るとします。
Train_error=0.138318;

Valid_error=0.324557;

これら両方の指標を以下で監視したい場合 CloudWatchでは、メトリクス定義のディクショナリは次の例
のようになります。
[

{
},
{

]

}

"Name": "train:error",
"Regex": "Train_error=(.*?);"
"Name": "validation:error",
"Regex": "Valid_error=(.*?);"

上記例で定義されている train:error メトリクスの正規表現では、正規表現の最初の部分で
「Train_error=」に一致するテキストを検索し、(.*?); で、最初のセミコロン文字が現れるまで、すべ
ての文字を取得します。この正規表現では、括弧内のテキストを取得するよう指示します。. は任意の文
字、* は 0 文字以上の文字、? は、; 文字の最初のインスタンスまでのみ取得されます。

を使用してメトリクスを定義する SageMaker Python
送信するメトリクスを定義する CloudWatch メトリックス名と正規表現のリストを次のように指定し
てmetric_definitions初期化するときの引数Estimatorオブジェクト。例えば、両方を監視する場合
はtrain:errorそしてvalidation:errorのメトリクス CloudWatch、きみのEstimator初期化は以下
の例のようになります。
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(
image_uri="your-own-image-uri",
role=sagemaker.get_execution_role(),
sagemaker_session=sagemaker.Session(),
instance_count=1,
instance_type='ml.c4.xlarge',
metric_definitions=[
{'Name': 'train:error', 'Regex': 'Train_error=(.*?);'},
{'Name': 'validation:error', 'Regex': 'Valid_error=(.*?);'}
]
)

の使用によるトレーニングの詳細についてはアマゾン SageMaker Python推定者、見るSagemaker Python
SDKオン GitHub。

を使用してメトリクスを定義する SageMakerコンソール
選択内容ECR 内の独自のアルゴリズムコンテナオプションをアルゴリズムソースとして SageMaker コ
ンソールトレーニングジョブを作成したら、メトリックの定義をメトリクスセクション。次のスクリーン
ショットは、サンプルメトリクス名とその対応する正規表現を追加した後の状態を示しています。
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低レベルを使用してメトリクスを定義する SageMakerAPI
送信するメトリクスを定義する CloudWatch メトリクス名と正規表現のリスト
をMetricDefinitionsフィールドのAlgorithmSpecificationに渡す入力パラ
メータCreateTrainingJob操作。例えば、両方を監視する場合はtrain:errorそし
てvalidation:errorのメトリクス CloudWatch、きみのAlgorithmSpecification次の例のようにな
ります。
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": your-own-image-uri,
"TrainingInputMode": "File",
"MetricDefinitions" : [
{
"Name": "train:error",
"Regex": "Train_error=(.*?);"
},
{
"Name": "validation:error",
"Regex": "Valid_error=(.*?);"
}
]
}

低レベルの使用によるトレーニングジョブの定義と実行の詳細については SageMaker API、「」を参照し
てくださいCreateTrainingJob。
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トレーニングJob メトリクスのモニタリング
(CloudWatch コンソール)
トレーニングジョブがリアルタイムに発行するメトリクスは、 CloudWatch コンソールでモニタリングで
きます。

トレーニングジョブメトリクスをモニタリングするには (CloudWatch コンソール)
1.

を開きます CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch。

2.

選択してくださいメトリクスを選択し、/aws/sagemaker/TrainingJobs。

3.

選択してくださいTrainingJobName。

4.

[すべてのメトリクス] タブで、監視するトレーニングメトリクスの名前を選択します。

5.

[グラフ化したメトリクス] タブで、グラフのオプションを設定します。の使用方法の詳細については
CloudWatch グラフ、「」を参照してくださいグラフメトリクス()アマゾン CloudWatch ユーザーガイ
ド。

トレーニングジョブメトリクスのモニタリング
(SageMaker コンソール)
トレーニングジョブでリアルタイムに発行されるメトリクスをモニタリングするには、 SageMaker コン
ソールを使用します。

トレーニングジョブメトリクスをモニタリングするには (SageMaker コンソール)
1.

を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker。

2.

[トレーニングジョブ] を選択後、メトリクスを表示するトレーニングジョブを選択します。

3.

選択してくださいTrainingJobName。

4.

[モニタリング] セクションで、インスタンスの使用状況とアルゴリズムのメトリクスをグラフを確認
できます。
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例: トレーニングカーブと検証カーブの表示
一般的には、モデルのトレーニングに使うデータをトレーニングデータセットと検証データセットに分割
します。パラメータを使用して、モデルのトレーニングに設定されているトレーニングを予測するために
使用されるトレーニングデータセットを選択します。次に、検証セットの予測を計算して、モデルでどの
程度予測できるかをテストします。トレーニングジョブのパフォーマンスを分析するには通常、検証の曲
線に対してトレーニング曲線をプロットします。
継続したトレーニングおよび検証セット両方の精度を示すグラフを表示することによって、モデルのパ
フォーマンス向上につながります。例えば、トレーニングの精度が時間の経過とともに継続して高まって
いるが、ある時点で検証精度が下がり始める場合、モデルを過剰適合している可能性が高くなります。こ
のような状況に対応するには、正規化の向上など、モデルの調整を行います。
この例では、I.mage-classification-full-trainingの例サンプルノートブックあなたのセクション SageMaker
ノートブックインスタンス。[] プラグインが無い場合 SageMaker ノートブックインスタンス、「」に
ある手順に従って作成できますステップ 1: Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを作成す
る (p. 74)。必要に応じて、以下も行えます。エンドツーエンドマルチクラス画像分類の例上のノートブッ
クの例で GitHub。トレーニングデータを保存するため、またモデル出力用にも Amazon S3 バケットが必
要です。

トレーニングおよび検証エラー曲線を表示するには
1.

を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker。

2.

[ノートブック] を選択し、次に [ノートブックインスタンス] を選択します。

3.

使用するノートブックインスタンスを選択し、[Open (開く)] を選択します。

4.

ノートブックインスタンスのダッシュボードで、SageMaker例。

5.

拡張Amazon アルゴリズムの紹介セクションを選択し、使用アイテムの隣にI.mage-classificationfulltrainingipynb。

6.

選択してくださいコピーを作成。 SageMaker の編集可能なコピーを作成しますI.mage-classificationfulltrainingipynbノートブックインスタンスのノートブック。

7.

ノートブックのすべてのセルを Inference セクションまで実行します。エンドポイントをデプロイし
たり、この例の推論を取得したりする必要はありません。

8.

トレーニングジョブが開始したら、 CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/
cloudwatch。

9.

選択してくださいメトリクスを選択し、/aws/sagemaker/TrainingJobs。

10. 選択してくださいTrainingJobName。
11. [すべてのメトリクス] タブで、ノートブックで作成したトレーニングジョブ用に、train:accuracy と
validation:accuracy のメトリクスを選択します。
12. グラフで、メトリクスの値によって拡大するエリアを選択します。次のような例が表示されます。
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推論のためのモデルをデプロイする
モデルを構築し、トレーニングしたら、以下の 2 つのいずれかの方法でそれらのモデルをデプロイして、
予測を取得することができます。
• モデルから予測を取得する永続的なエンドポイントを設定するには、Amazon を使用してください
SageMakerホスティングサービス。モデルをデプロイする方法の例として、 SageMaker ホスティング
サービス、「」を参照してくださいエンドポイントを作成してモデルをデプロイする (p. 2540)。
または、必要に応じて、次の動画チュートリアルをご覧ください。
Amazon で ML モデルを大規模に本番環境にデプロイしましょう SageMaker
• データセット全体の予測を取得するには、 SageMaker バッチ変換。を使用してモデルをデプロイする
方法の概要については SageMaker バッチ変換、「」を参照バッチ変換の使用 (p. 2712)。
バッチ変換でモデルをデプロイする方法の例については、「(オプション) バッチ変換を使用して予測を
行う (p. 86)」を参照してください。
または、必要に応じて、次の動画チュートリアルをご覧ください。
Amazon で ML モデルを大規模に本番環境にデプロイしましょう SageMaker

前提条件
これらのトピックは、1 つ以上の機械学習モデルを構築およびトレーニングし、それらのモデルをデプロ
イする準備ができていることを前提としています。初めての場合 SageMaker これらの前提条件となるタ
スクを完了していない場合は、に記載されている手順を実行してくださいAmazon SageMaker の使用を開
始する (p. 33)方法の例に慣れるためのチュートリアル SageMaker データサイエンスプロセスと、それが
モデル展開をどのように処理するかを管理します。モデルトレーニングの詳細については、「モデルのト
レーニング (p. 976)」を参照してください。

何をしたいですか?
SageMaker には、機械学習モデルを導入する際にリソースを管理し、推論性能を最適化する機能がありま
す。推論パイプラインの使用、Neo、Elastic Inference、およびモデルの自動スケーリングを使用したモデ
ルのコンパイルとデプロイのガイダンスについては、次のトピックを参照してください。
• データ処理およびリアルタイム予測の管理や、パイプラインでのバッチ変換処理を行う方法について
は、ホストモデルと前処理ロジックを1つのエンドポイントの背後にあるシリアル推論パイプラインとし
て (p. 2572) を参照してください。
• inf1 インスタンスにモデルをデプロイする場合は、「Neoを使用してモデルパフォーマンスを最適
化 (p. 2821)」を参照してください。
• トレーニングへのコピー TensorFlow、Apache MXNet、 PyTorch、ONNX、XGBoostのモデルは一度だ
け、ARM、Intel、Nvidiaプロセッサに導入するように最適化します。Neoを使用してモデルパフォーマ
ンスを最適化 (p. 2821)。
• データセット全体をすばやく前処理するか、永続的なエンドポイントが不要な場合に大規模なデータ
セットのトレーニング済みモデルから推論を取得するには、バッチ変換の使用 (p. 2712) を参照してく
ださい。
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• としてデプロイされている深層学習モデルからリアルタイムの推論を得るためのスループットを高速化
し、レイテンシーを短縮するため SageMaker エンドポイントに GPU インスタンスを使用するホストモ
デルについては、を参照してください。使用アイテム SageMaker Elastic Inference (EI) (p. 2889)。
• ワークロードの変動に応じて、プロビジョニングされたインスタンスの数を動的に調整するに
は、Amazon の自動スケーリング SageMaker モデル (p. 2586) を参照してください。
• 共有サービングコンテナを使用して複数のモデルをホストできるエンドポイントを作成するには、「1
つのエンドポイントの背後にある1つのコンテナで複数のモデルをホスト (p. 2550)」を参照してくださ
い。
• 複数のモデルを本番環境でテストするには、「本番環境のモデルを安全に更新 (p. 2603)」を参照してく
ださい。

モデルのデプロイの管理
モニタリング、トラブルシューティング、ベストプラクティスを含むモデルデプロイの管理に関するガイ
ダンス、および推論ホスティングインスタンスに関連付けられたストレージに関する情報については、以
下を参照してください。
• モデルのデプロイのモニタリングに使用できるツールについては、Amazon Logs An
SageMaker (p. 3432) を参照してください。
• モデルをデプロイする際のトラブルシューティングについては、Amazon のトラブルシューティング
SageMaker モデルのデプロイ (p. 2614) を参照してください。
• デプロイのベストプラクティスについては、「ベストプラクティス (p. 2611)」を参照してください。
• 異なるサイズのホスティングインスタンス用に提供されるストレージボリュームのサイズについては、
「ホストインスタンスのストレージボリューム (p. 2603)」を参照してください。

独自の推論コードのデプロイ
独自の推論コードの実行方法に関する高度なガイダンスが必要な開発者向け:
• 独自の推論コードホスティングサービスを実行するには、ホスティングサービスでの独自の推論コード
の使用 (p. 2950) を参照してください。
• バッチ変換で独自の推論コードを実行するには、バッチ変換での独自の推論コードの使用 (p. 2956) を
参照してください。

リアルタイム推論
リアルタイム推論は、リアルタイム、インタラクティブ、低レイテンシーの要件がある推論ワークロード
に最適です。モデルをデプロイできます SageMaker サービスをホストし、推論に使用できるエンドポイ
ントを取得します。これらのエンドポイントは完全に管理されており、自動スケーリングをサポートして
います (Amazon の自動スケーリング SageMaker モデル (p. 2586)).
トピック
• ホスティングオプション (p. 2540)
• Amazon の自動スケーリング SageMaker モデル (p. 2586)
• ホストインスタンスのストレージボリューム (p. 2603)
• 本番環境のモデルを安全に更新 (p. 2603)
• ベストプラクティス (p. 2611)
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• データとモデルの品質、偏り、説明可能性についてモデルを監視する (p. 2616)
• オンラインでの説明可能性 SageMaker Clarify (p. 2677)
• リアルタイムエンドポイントを呼び出す (p. 2693)

ホスティングオプション
次のトピックでは、利用可能な情報を説明します。 SageMaker リアルタイムのホスティングオプション
と、各ホスティングオプションのセットアップ、呼び出し、削除の方法。
トピック
• 単一モデルをホストする (p. 2540)
• 1つのエンドポイントの背後にある1つのコンテナで複数のモデルをホスト (p. 2550)
• 1つのエンドポイントで異なるコンテナを使用する複数のモデルをホスト (p. 2565)
• ホストモデルと前処理ロジックを1つのエンドポイントの背後にあるシリアル推論パイプラインとし
て (p. 2572)

単一モデルをホストする
単一モデルをホストするリアルタイム推論エンドポイントの作成、更新、削除AWS SDK for Python
(Boto3)、 SageMaker SDK のフラグ付け SageMaker コンソール、またはAWS CLI。
トピック
• エンドポイントを作成してモデルをデプロイする (p. 2540)
• エンドポイントとリソースを削除する (p. 2546)

エンドポイントを作成してモデルをデプロイする
を使用したモデルのデプロイには、いくつかのオプションがあります。 SageMaker ホスティングサー
ビス。次のコードを使用してモデルをプログラムでデプロイできます。AWSSDK (たとえば、SDK for
Python (Boto3))、 SageMaker SDK のフラグ付けAWS CLI、または、を使用してモデルをインタラクティ
ブにデプロイすることもできます SageMaker コンソール。-AWSSDK は低レベルの API で、Java、C+
+、Go、 JavaScript、、、、PHP、、ルビー、Python、Node.js SageMaker Python SDK はハイレベルな
Python API です。次のドキュメントは、を使用してモデルをデプロイする方法を示していますAWS SDK
for Python (Boto3)と SageMaker SDK のフラグ付け。
を使用したモデルのデプロイ SageMaker ホスティングサービスは 3 つのステップのプロセスです。AWS
SDK for Python (Boto3)、AWS CLI、または SageMaker コンソール:
1.

の作成 SageMaker MODEル SageMaker。

2.

HTTPS エンドポイントのエンドポイント設定を作成する。

3.

HTTPS エンドポイントを作成する。

を使用したモデルのデプロイ SageMaker Python SDK では、エンドポイント設定を作成する必要はありま
せん。したがって、これは 2 ステッププロセスです。
1.

からモデルオブジェクトを作成するModelHTTPS エンドポイントにデプロイできるクラス。

2.

モデルオブジェクトの事前ビルドの HTTPS エンドポイントを作成するdeploy()方法。

上記のコードスニペットを使用するには、###############サンプルコードで、自分の情報を使用しま
す。
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Note
• SageMaker は、(a) 複数のモデル、(b) 1 つのモデルの複数のバリアント、または (c) 同じエン
ドポイントにあるモデルとバリアントの組み合わせをサポートしています。モデルの複数のバ
リアントは、同じモデル推論コンテナを参照 (同じアルゴリズムを実行) できる一方で、異なる
モデルアーティファクト (例: 他のハイパーパラメータ設定に基づいた異なるモデルの重み付け
値) を使用できます。対照的に、2 つの異なるモデルは、同じアルゴリズムを使う一方で、異な
るビジネス上の問題やその根底にある目標に焦点を当て、異なるデータセットに基づいて動作
することもできます。
• エンドポイントを作成すると、 SageMaker エンドポイントをホストする各機械学習コンピュー
ティングインスタンスに、Amazon EBS ストレージボリュームをアタッチします。ストレー
ジボリュームのサイズは、インスタンスタイプによって異なります。以下のインスタンスタ
イプのリストについては、 SageMaker ホスティングサービスのサポート、を参照してくださ
いAWSサービスの制限。以下のストレージボリュームのサイズのリストについては SageMaker
各インスタンスにアタッチします。を参照してください。ホストインスタンスのストレージボ
リューム (p. 2603)。
• エンドポイントは個別の AWS アカウントをスコープとし、パブリックではありません。URL
にはアカウント ID が含まれていませんが、 SageMaker 呼び出し元が提供する認証トークンか
らアカウント ID を決定します。
Amazon API Gateway の使用方法の例とAWS Lambdaアカウント外にあるクライアントアプ
リケーションから呼び出せるウェブサービスをセットアップしてデプロイするには、を呼び
出します SageMaker Amazon API Gateway を使用してエンドポイントをモデル化し、AWS
Lambda()AWSMachine Learning ブログ。

開始する前に
を作成およびデプロイする前に SageMaker モデルを作成し、次の場所を見つけてメモします。
• AWSAmazon S3 バケットがあるリージョン
• モデルアーティファクトが保存される Amazon S3 URI パス
• IAム SageMaker
• 推論コードを含むカスタムイメージの Docker Amazon ECR URI レジストリパス、またはサポートされ
ているビルトイン Docker イメージのフレームワークとバージョンAWS。
のリストについてはAWSそれぞれで利用できるサービスAWSリージョン、を参照してくださいリージョン
マップとエッジネットワーク。「」を参照してください。IAM ロールの作成IAM ロールの作成方法につい
ては、を参照してください。

Important
モデルアーティファクトが保存されている Amazon S3 バケットは、作成するモデルと同じリー
ジョンに存在している必要があります。
以下に、前述のパラメーターをプログラムで定義する方法を示します。
AWS SDK for Python (Boto3)
Boto3 をインポートします。定義するAWSリージョンル。次に、低レベルを初期化します
SageMaker を使用するサービスクライアントオブジェクトClientクラス。これにより、リクエス
トの送受信が簡単になりますAWSのサービス。さらに、以下を定義してください。AWS与える役割
SageMaker の許可AWSユーザーの代わりにのサービス:
import boto3
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# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<region>:<account>:role/*"

最初の数行では、以下を定義します。
• sagemaker_client: 低レベル SageMaker リクエストの送受信を簡単にするクライアントオブ
ジェクトAWSのサービス。
• sagemaker_role: 文字列変数に SageMaker IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)
• aws_region: AWS リージョンの名前を持つ文字列変数。
インポートするimage_urisモジュール SageMaker SDK のフラグ付け。を使用するretrieve()関
数を使用して、指定された引数と一致する Docker イメージの Amazon ECR URI を取得します。フ
レームワークまたはアルゴリズムの名前を入力します (frameworkfield) とフレームワークまたはア
ルゴリズムのバージョン (version。が提供する組み込みの Docker イメージのリストについては
AWS「」を参照してください。利用可能なDeep Learning Containers 画像。独自のイメージを取り込
む方法の詳細については、独自の推論コードの使用 (p. 2950)。
from sagemaker import image_uris
# Name of the framework or algorithm
framework='<framework>'
#framework='xgboost' # Example
# Version of the framework or algorithm
version = '<version-number>'
#version = '0.90-1' # Example
# Specify an AWS container image.
container = image_uris.retrieve(region=aws_region,
framework=framework,
version=version)

次に、事前トレーニング済みのモデルの Amazon S3 URI を入力します。このモデルを使用して
SageMaker SDK のフラグ付けModel.model次のステップでオブジェクトを作成します。この例で
は、完全な Amazon S3 URI が文字列変数に保存されています。model_url:
# Create a variable w/ the model S3 URI
# First, provide the name of your S3 bucket
s3_bucket = '<your-bucket-name>'
# Specify what directory within your S3 bucket your model is stored in
bucket_prefix = '<directory-name>'
# Replace with the name of your model artifact
model_filename = '<model-name>.tar.gz'
# Relative S3 path
model_s3_key = f'{bucket_prefix}/'+model_filename
# Combine bucket name, model file name, and relate S3 path to create S3 model URI
model_url = f's3://{s3_bucket}/{model_s3_key}'
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SageMaker Python SDK
定義するAWSリージョンル。さらに、以下を定義してください。AWS与える役割 SageMaker の許可
AWSユーザーの代わりにのサービス:
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<region>:<account>:role/*"

最初の数行では、以下を定義します。
• sagemaker_role: 文字列変数に SageMaker IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)
• aws_region: AWS リージョンの名前を持つ文字列変数。
インポートするimage_urisモジュール SageMaker SDK のフラグ付け。を使用するretrieve()関
数を使用して、指定された引数と一致する Docker イメージの Amazon ECR URI を取得します。フ
レームワークまたはアルゴリズムの名前を入力します (frameworkfield) とフレームワークまたはア
ルゴリズムのバージョン (version。が提供する組み込みの Docker イメージのリストについては
AWS「」を参照してください。利用可能なDeep Learning Containers 画像。独自のイメージを取り込
む方法の詳細については、独自の推論コードの使用 (p. 2950)。
from sagemaker import image_uris
# Name of the framework or algorithm
framework='<framework>'
#framework='xgboost' # Example
# Version of the framework or algorithm
version = '<version-number>'
#version = '0.90-1' # Example
# Specify an AWS container image.
container = image_uris.retrieve(region=aws_region,
framework=framework,
version=version)

次に、事前トレーニング済みのモデルの Amazon S3 URI を入力します。このモデルを使用して
SageMaker SDK のフラグ付けModel.model次のステップでオブジェクトを作成します。この例で
は、完全な Amazon S3 URI が文字列変数に保存されています。model_url:
# Create a variable w/ the model S3 URI
# First, provide the name of your S3 bucket
s3_bucket = '<your-bucket-name>'
# Specify what directory within your S3 bucket your model is stored in
bucket_prefix = '<directory-name>'
# Replace with the name of your model artifact
model_filename = '<model-name>.tar.gz'
# Relative S3 path
model_s3_key = f'{bucket_prefix}/'+model_filename
# Combine bucket name, model file name, and relate S3 path to create S3 model URI
model_url = f's3://{s3_bucket}/{model_s3_key}'

2543

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
ホスティングオプション

モデルを作成する
モデルを作成すると、次のようになります。 SageMaker モデルコンポーネントが見つかる場所。
AWS SDK for Python (Boto3)
でモデルを作成する SageMaker とCreateModel。次を指定します:
• ModelName: モデルの名前 (この例では、model_name という文字列変数として保存されていま
す)。
• ExecutionRoleArn: Amazon が使っている IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)
SageMakerは、機械学習コンピューティングインスタンスへのデプロイまたはバッチ変換ジョブの
ためにモデルアーティファクトや Docker イメージにアクセスすることを想定できます。
• PrimaryContainer: 推論コード、関連アーティファクト、予測のためにモデルがデプロイされる
ときに推論コードが使用するカスタム環境マップを含むプライマリ Docker イメージの場所。
プライマリコンテナについては、推論コードを含む Docker イメージ、推論コードを含む Docker イ
メージ (以前のトレーニングから)、予測のためにモデルをデプロイするときに推論コードが使うカス
タム環境マップを指定します。
model_name = '<The_name_of_the_model>'
#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
PrimaryContainer = {
'Image': container,
'ModelDataUrl': model_url,
})

「」を参照してください。CreateModelの説明 SageMaker API パラメータの完全なリストについて
は、API リファレンスガイドについて説明します。
SageMaker Python SDK
からモデルオブジェクトを作成する SageMaker SDK のフラグ付けModelクラス。このオブジェクト
を使用して、後のステップでモデルをエンドポイントにデプロイします。
from sagemaker.model import Model
model = Model(image_uri=container,
model_data=model_url,
role=sagemaker_role)

エンドポイント設定を作成する
HTTPS エンドポイントのエンドポイント設定を作成する。本番稼働中の 1 つ以上のモデル (バリアント)
の名前と、使用する ML コンピューティングインスタンスを指定します。 SageMaker 各プロダクションバ
リアントをホストするためにローンチします。

Note
を排他的に使用する場合は、このセクションをスキップしてください SageMaker SDK のフラグ
付け。
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本番環境でモデルをホスティングする場合、デプロイされた ML コンピューティングインスタンスを伸縮
自在にスケールするようにエンドポイントを設定できます。各本番稼働用バリアントについて、デプロ
イする ML コンピューティングインスタンスの数を指定します。2 つ以上のインスタンスを指定すると、
SageMaker 複数のアベイラビリティーゾーンでそれらを起動します。これにより、継続的な可用性が保証
されます。 SageMaker はインスタンスのデプロイを管理します。
AWS SDK for Python (Boto3)
CreateEndpointConfig を使用してエンドポイント設定を作成する。アマゾン SageMaker ホス
ティングサービスはこの設定を使用してモデルをデプロイします。この設定では、API API を使用
して作成された 1 つ以上のモデルを特定して、CreateModel、欲しいリソースをデプロイするには
Amazon SageMaker プロビジョニングする。
次の例では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用してエンドポイント設定を作成する方法を示しま
す。
import datetime
from time import gmtime, strftime
# Create an endpoint config name. Here we create one based on the date
# so it we can search endpoints based on creation time.
endpoint_config_name = '<endpoint-config-name>'
# The name of the model that you want to host. This is the name that you specified when
creating the model.
model_name='<The_name_of_your_model>'
instance_type = '<instance-type>'
# instance_type='ml.m5.xlarge' # Example
endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name, # You will specify this name in a
CreateEndpoint request.
# List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at
this endpoint.
ProductionVariants=[
{
"VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
"ModelName": model_name,
"InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type.
"InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially.
}
]
)
print(f"Created EndpointConfig: {endpoint_config_response['EndpointConfigArn']}")

前述の例では、ProductionVariants。
• VariantName: 本番稼働用バリアントの名前です。
• ModelName: ホストするモデルの名前。これは、モデル作成時に指定した名前です。
• InstanceType: コンピューティングインスタンスタイプです。「」を参照してくださ
い。InstanceType。https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/
API_ProductionVariant.htmlそしてSageMaker 料金サポートされているコンピュートインスタンスタ
イプと各インスタンスタイプの料金の一覧をご覧ください。
SageMaker Python SDK
を使用する場合、リアルタイムエンドポイントのエンドポイント設定を定義する必要はありません
SageMaker SDK のフラグ付けModelクラス。
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モデルをデプロイする
モデルをデプロイして HTTPS エンドポイントを作成する。
AWS SDK for Python (Boto3)
エンドポイントの設定を以下に提供します。 SageMaker。このサービスは、ML コンピューティング
インスタンスを起動し、設定で指定された 1 つ以上のモデルをデプロイします。
モデルとエンドポイントの設定が完了したら、CreateEndpoint API を使用してエンドポイントを作
成します。エンドポイント名は、お使いの AWS アカウントの AWS リージョン内で一意である必要
があります。
次が、リクエストで指定されたエンドポイント設定を使用してエンドポイントを作成します。アマ
ゾン SageMaker エンドポイントを使用してリソースをプロビジョニングし、モデルをデプロイしま
す。
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name = '<endpoint-name>'
# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'
create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)

詳細については、CreateEndpoint API を参照してください。
SageMaker Python SDK
エンドポイントの名前を定義します。この手順は省略可能です。提供しない場合は、 SageMaker あ
なたに代わるユニークな名前を作成します。
from datetime import datetime
endpoint_name = f"DEMO-{datetime.utcnow():%Y-%m-%d-%H%M}"
print("EndpointName =", endpoint_name)

モデルオブジェクトのビルトインを使用して、モデルをリアルタイムのHTTPSエンドポイントに
デプロイしますdeploy()方法。このモデルをデプロイする Amazon EC2 インスタンスタイプの
名前をinstance_typeフィールドに、エンドポイントを実行するインスタンスの初期数ととも
にinitial_instance_count。
initial_instance_count=<integer>
# initial_instance_count=1 # Example
instance_type='<instance-type>'
# instance_type='ml.m4.xlarge' # Example
model.deploy(
initial_instance_count=initial_instance_count,
instance_type=instance_type,
endpoint_name=endpoint_name
)

エンドポイントとリソースを削除する
エンドポイントを削除すると、料金の発生を停止します。
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エンドポイントを削除する
を使用してエンドポイントをプログラムで削除するAWS SDK for Python (Boto3)、とAWS CLI、またはイ
ンタラクティブに使用して SageMaker コンソール。
SageMaker エンドポイントの作成時にデプロイされたすべてのリソースを解放します。エンドポイントを
削除しても、エンドポイントの設定や SageMaker モデル。「」を参照してください。エンドポイントの
設定を削除します (p. 2547)そしてモデルを削除する (p. 2549)エンドポイント設定を削除する方法につい
ての情報と SageMaker モデル。
AWS SDK for Python (Boto3)
を使用するDeleteEndpointエンドポイントを削除するための API。のエンドポイントの名前を指定
しますEndpointName。
import boto3
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Delete endpoint
sagemaker_client.delete_endpoint(EndpointName=endpoint_name)

AWS CLI
を使用するdelete-endpointエンドポイントを削除するコマンド。のエンドポイントの名前を指定
しますendpoint-nameフラグ。
aws sagemaker delete-endpoint --endpoint-name <endpoint-name>

SageMaker Console
を使用してエンドポイントをインタラクティブに削除します。 SageMaker コンソール。
1.
2.

の中に SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/ナビゲーションメ
ニュー、選択推論。
選択エンドポイントドロップダウンメニューから。自分で作成したエンドポイントのリストAWS
アカウントは、名前、Amazon リソースネーム (ARN)、作成時刻、ステータス、エンドポイント
が最後に更新されたときのタイムスタンプごとに表示されます。

3.
4.
5.

削除したいエンドポイントを選択します。
を選択します。アクション右上隅にあるドロップダウンボタン
[Delete] (削除) を選択します。

エンドポイントの設定を削除します
を使用してエンドポイント構成をプログラムで削除しますAWS SDK for Python (Boto3)、とAWS CLI、ま
たはインタラクティブに使用して SageMaker コンソール。エンドポイント設定を削除しても、その設定
を使用して作成されたエンドポイントは削除されません。「」を参照してください。エンドポイントを削
除する (p. 2547)エンドポイントを削除する方法について説明します。
稼働中のエンドポイントや、エンドポイントの更新または作成中は、エンドポイント設定を削除しないで
ください。アクティブなエンドポイント、または作成中または更新中のエンドポイントのエンドポイン
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ト設定を削除すると、エンドポイントが使用しているインスタンスタイプが見えなくなる可能性がありま
す。
AWS SDK for Python (Boto3)
を使用するDeleteEndpointConfigエンドポイントを削除するための API。のエンドポイント設定
の名前を指定します。EndpointConfigName。
import boto3
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Specify the name of your endpoint configuration
endpoint_config_name='<endpoint_name>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Delete endpoint configuration
sagemaker_client.delete_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_config_name)

必要に応じて、DescribeEndpointConfigモデルの名前やデプロイされたモデルに関連するエンド
ポイント設定の名前など、デプロイしたモデル (プロダクションバリエーション) の名前に関する情報
を返すAPI。のエンドポイントの名前を入力しますEndpointConfigName。
# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Store DescribeEndpointConfig response into a variable that we can index in the next
step.
response = sagemaker_client.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_name)
# Delete endpoint
endpoint_config_name = response['ProductionVariants'][0]['EndpointConfigName']
# Delete endpoint configuration
sagemaker_client.delete_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_config_name)

が返すその他の応答要素の詳細についてはDescribeEndpointConfig「」を参照してくださ
い。DescribeEndpointConfig()SageMaker API リファレンスガイド。
AWS CLI
を使用するdelete-endpoint-configコマンドを使用してエンドポイント設定を削除します。のエ
ンドポイント設定の名前を指定します。endpoint-config-nameフラグ。
aws sagemaker delete-endpoint-config \
--endpoint-config-name <endpoint-config-name>

必要に応じて、describe-endpoint-configコマンドを使用して、モデルの名前やデプロイされた
モデルに関連するエンドポイント設定の名前など、デプロイされたモデル (プロダクションバリエー
ション) の名前に関する情報を返します。のエンドポイントの名前を入力しますendpoint-confignameフラグ。
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aws sagemaker describe-endpoint-config --endpoint-config-name <endpoint-config-name>

これは JSON レスポンスを返します。コピーして貼り付けたり、JSON パーサーを使用した
り、JSON 解析用に構築されたツールを使用して、そのエンドポイントに関連付けられているエンド
ポイント設定名を取得したりできます。
SageMaker Console
を使用してエンドポイントの設定をインタラクティブに削除します SageMaker コンソール。
1.
2.

の中に SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/ナビゲーションメ
ニュー、選択推論。
選択エンドポイント設定ドロップダウンメニューから。自分で作成したエンドポイント設定のリ
ストAWSアカウントは、名前、Amazon リソースネーム (ARN)、作成時刻ごとに表示されます。

3.
4.

削除するエンドポイント設定を選択します。
を選択します。アクション右上隅にあるドロップダウンボタン

5.

[Delete] (削除) を選択します。

モデルを削除する
を削除する SageMaker を使用したプログラマティックなモデルAWS SDK for Python (Boto3)、とAWS
CLI、またはインタラクティブに使用して SageMaker コンソール。の削除 SageMaker modelは、で作成
されたモデルエントリのみを削除します SageMaker。モデルを削除しても、モデルアーティファクト、推
論コード、モデル作成時に指定した IAM ロールは削除されません。
AWS SDK for Python (Boto3)
を使用するDeleteModelあなたを削除するためのAPI SageMaker モデル。のモデルの名前を指定し
ますModelName。
import boto3
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Specify the name of your endpoint configuration
model_name='<model_name>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Delete model
sagemaker_client.delete_model(ModelName=model_name)

必要に応じて、DescribeEndpointConfigモデルの名前やデプロイされたモデルに関連するエンド
ポイント設定の名前など、デプロイしたモデル (プロダクションバリエーション) の名前に関する情報
を返すAPI。のエンドポイントの名前を入力しますEndpointConfigName。
# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Store DescribeEndpointConfig response into a variable that we can index in the next
step.
response = sagemaker_client.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_name)
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model_name = response['ProductionVariants'][0]['ModelName']
sagemaker_client.delete_model(ModelName=model_name)

が返すその他の応答要素の詳細についてはDescribeEndpointConfig「」を参照してくださ
い。DescribeEndpointConfig()SageMaker API リファレンスガイド。
AWS CLI
を使用するdelete-modelコマンドでを削除します SageMaker モデル。のモデルの名前を指定しま
すmodel-nameフラグ。
aws sagemaker delete-model \
--model-name <model-name>

必要に応じて、describe-endpoint-configコマンドを使用して、モデルの名前やデプロイされた
モデルに関連するエンドポイント設定の名前など、デプロイされたモデル (プロダクションバリエー
ション) の名前に関する情報を返します。のエンドポイントの名前を入力しますendpoint-confignameフラグ。
aws sagemaker describe-endpoint-config --endpoint-config-name <endpoint-config-name>

これは JSON レスポンスを返します。コピーして貼り付けたり、JSON パーサーを使用した
り、JSON 解析用に構築されたツールを使用して、そのエンドポイントに関連付けられているモデル
の名前を取得したりできます。
SageMaker Console
を削除する SageMaker でインタラクティブにモデル化する SageMaker コンソール。
1.

の中に SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/ナビゲーションメ
ニュー、選択推論。

2.
3.
4.

選択モデルドロップダウンメニューから。自分で作ったモデル一覧AWSアカウントは、名
前、Amazon リソースネーム (ARN)、作成時刻ごとに表示されます。
削除したいモデルを選択します。
を選択します。アクション右上隅にあるドロップダウンボタン

5.

[Delete] (削除) をクリックします。

1つのエンドポイントの背後にある1つのコンテナで複数のモデル
をホスト
複数のモデルをホストできるエンドポイントを作成するには、マルチモデルエンドポイントを使用しま
す。マルチモデルエンドポイントは、多数のモデルをデプロイするためのスケーラブルで費用対効果の高
いソリューションを提供します。複数のモデルをホストできるようになっている共有サービングコンテナ
を使用します。これにより、単一モデルエンドポイントを使用する場合と比較して、エンドポイントの使
用率が向上し、ホスティングコストが削減されます。Amazon のため、デプロイのオーバーヘッドも削減
されます。 SageMaker メモリへのモデルのロードを管理し、トラフィックパターンに基づいてモデルを
スケーリングします。
マルチモデルエンドポイントにより、モデル間でメモリリソースのタイムシェアリングが可能になりま
す。これは、モデル間でサイズと呼び出しレイテンシーが酷似している場合に最適です。この場合、マル
チモデルエンドポイントは、すべてのモデル間でインスタンスを効果的に使用できます。1 秒あたりのト
ランザクション (TPS) やレイテンシーの要件が非常に高いモデルがある場合は、専用のエンドポイントで
それらのモデルをホストすることをお勧めします。マルチモデルエンドポイントは、時折発生しても耐え
られるシナリオにも適しています cold-start-related 使用頻度の低いモデルを呼び出すときに発生するレイ
テンシーペナルティ。
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マルチモデルエンドポイントは A/B テストをサポートしており、Auto Scaling と AWS PrivateLink と連
携します。以下。 multi-model-enabled シリアル推論パイプラインを含むコンテナ、ただし1つだけ multimodel-enabled コンテナは推論パイプラインに含めることができます。ではを使用できません。 multimodel-enabled Amazon Elastic Inference
以下。AWS SDK for Python (Boto)または SageMaker コンソールを使って、マルチモデルエンドポイント
を作成します。Multi Model Server ライブラリを統合することで、カスタム構築コンテナでマルチモデルエ
ンドポイントを使用できます。
トピック
• サポートされるアルゴリズムとフレームワーク (p. 2551)
• マルチモデルエンドポイントのサンプルノートブック (p. 2551)
• マルチモデルエンドポイントの仕組み (p. 2552)
• 設定 SageMaker マルチモデルエンドポイントモデルのキャッシュ動作 (p. 2552)
• マルチモデルエンドポイントのデプロイのためのインスタンスの推奨事項 (p. 2553)
• マルチモデルエンドポイントを作成する (p. 2554)
• マルチモデルエンドポイントを呼び出す (p. 2558)
• モデルの追加または削除 (p. 2559)
• マルチモデルサーバーで独自のコンテナを構築する (p. 2560)
• マルチモデルエンドポイントのセキュリティ (p. 2564)
• CloudWatch マルチモデルエンドポイントデプロイのメトリクス (p. 2565)

サポートされるアルゴリズムとフレームワーク
次のアルゴリズムおよびフレームワークの推論コンテナは、マルチモデルエンドポイントをサポートして
います。
• XGBoost アルゴリズム (p. 1914)
• K 最近傍 (k-NN) アルゴリズム (p. 1872)
• 線形学習アルゴリズム (p. 1890)
• ランダムカットフォレスト (RCF) アルゴリズム (p. 2030)
• 使用アイテム TensorFlow アマゾンと SageMaker (p. 30)
• Amazon で Scikit-learn を使う SageMaker (p. 28)
• Amazon SageMaker で Apache MXNet を使用する (p. 13)
• 使用アイテム PyTorch アマゾンと SageMaker (p. 26)
他のフレームワークまたはアルゴリズムを使用するには、 SageMaker マルチモデルエンドポイントをサ
ポートするコンテナを構築するための推論ツールキット。詳細については、「マルチモデルサーバーで独
自のコンテナを構築する (p. 2560)」を参照してください。

マルチモデルエンドポイントのサンプルノートブック
を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker 複数のXGBoostモデルをエンドポイントにデプロイ
するには、マルチモデルエンドポイント XGBoost サンプルノートブック。マルチモデルエンドポイント
をサポートするカスタムコンテナを設定およびデプロイする方法を示すサンプルノートブックについて
は、 SageMaker、「」を参照してください。マルチモデルエンドポイント BYOC サンプルノートブッ
ク。でサンプルの実行に使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法の詳
細については、 SageMaker、... を参照してください。Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを
使用する (p. 192)。ノートブックインスタンスを作成して開いた後、SageMaker 例タブをクリックする
と、すべてのリストが表示されます。 SageMakerサンプル。マルチモデルエンドポイントノートブックは
ADVANCED FUNCTIONALITY セクションにあります。ノートブックを開くには、その [Use (使用)] タブ
を選択し、[Create copy (コピーを作成)] を選択します。
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マルチモデルエンドポイントの仕組み
SageMaker コンテナのメモリ内にある、マルチモデルエンドポイントでホストされるモデルのライフサイ
クルを管理します。エンドポイントの作成時に Amazon S3 バケットのすべてのモデルをコンテナにダウ
ンロードする代わりに、 SageMaker呼び出すと動的にロードされます。メトリック SageMaker 特定のモ
デルの呼び出しリクエストを受信すると、次の処理が行われます。
1. エンドポイントの背後にあるインスタンスにリクエストをルーティングします。
2. S3 バケットからインスタンスのストレージボリュームにモデルをダウンロードします。
3. モデルをそのインスタンスのコンテナのメモリにロードします。モデルがコンテナのメモリにすでに
ロードされている場合、呼び出しが速くなるのは、 SageMaker ダウンロードして読み込む必要はあり
ません。
SageMaker モデルがすでにロードされているインスタンスに、モデルへのリクエストを引き続きルーティ
ングします。ただし、モデルが多数の呼び出しリクエストを受信し、マルチモデルエンドポイントに追加
のインスタンスがある場合、 SageMaker トラフィックに対応するために、一部のリクエストを別のイン
スタンスにルーティングします。モデルが 2 番目のインスタンスにまだロードされていない場合、モデル
はそのインスタンスのストレージボリュームにダウンロードされ、コンテナのメモリにロードされます。
インスタンスのメモリ使用率が高い場合 SageMaker は、メモリに別のモデルをロードする必要がありま
す。そのインスタンスのコンテナから未使用のモデルをアンロードして、モデルをロードするのに十分な
メモリを確保します。アンロードされたモデルはインスタンスのストレージボリュームに残り、S3 バケッ
トから再度ダウンロードすることなく、後でコンテナのメモリにロードできます。インスタンスのスト
レージボリュームが最大容量に達すると、 SageMaker ストレージボリュームから未使用のモデルを削除
します。
モデルを削除するには、リクエストの送信を停止して S3 バケットから削除します。 SageMaker サービン
グコンテナでマルチモデルエンドポイント機能を提供します。マルチモデルエンドポイントに対するモデ
ルの追加と削除では、エンドポイント自体を更新する必要はありません。モデルを追加するには、そのモ
デルを S3 バケットにアップロードして、その呼び出しを開始します。この機能を使用するためにコード
を変更する必要はありません。
マルチモデルエンドポイントを更新すると、更新されたエンドポイント内のインスタンスにトラフィック
が送られるため、エンドポイントでの呼び出しリクエストのレイテンシーが高くなることがあります。

設定 SageMaker マルチモデルエンドポイントモデルのキャッシュ動作
デフォルトでは、マルチモデルエンドポイントは、メモリとディスクに頻繁に使われるモデルをキャッ
シュして、低レイテンシーの推論を提供します。キャッシュされたモデルがディスクからアンロードまた
は削除されるのは、新しいターゲットモデルに対応してコンテナのメモリまたはディスク領域が不足した
場合のみです。
create_model を呼び出したときにパラメータ ModelCacheSetting を設定することで、マルチモデルエ
ンドポイントのキャッシュ動作を変更し、モデルキャッシュを明示的に有効または無効にできます。
モデルのキャッシュによる利点がないユースケースの場合は、ModelCacheSetting パラメータの値を
Disabled に設定することをお勧めします。例えば、エンドポイントから多数のモデルを提供する必要が
あるものの、各モデルが 1 回のみ (または非常にまれに) 呼び出される場合などです。このようなユース
ケースでは、ModelCacheSetting パラメータの値を Disabled に設定にすると、デフォルトのキャッ
シュモードと比較して、invoke_endpoint リクエストに対する 1 秒あたりのトランザクション処理件
数 (TPS) が多くなります。これらのユースケースでTPSが高いのは SageMaker 後に以下が実行されま
す。invoke_endpointリクエスト:
• モデルをメモリから非同期的にアンロードし、呼び出された直後にディスクから削除する。
• 推論コンテナでモデルをダウンロード、ロードする際に、同時実行数を増やす (同時実行数は、コンテ
ナインスタンスの vCPU 数の因数)。
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選択のガイドラインについて SageMaker マルチモデルエンドポイントの機械学習インスタンスタイプに
ついては、「」を参照してください。マルチモデルエンドポイントのデプロイのためのインスタンスの推
奨事項 (p. 2553)。

マルチモデルエンドポイントのデプロイのためのインスタンスの推奨事項
選択する際に考慮すべき項目がいくつかあります SageMaker マルチモデルエンドポイントの機械学習
インスタンスタイプ 提供する必要があるすべてのモデルに十分な Amazon Elastic Block Store (Amazon
EBS) 容量をプロビジョニングします。パフォーマンスとコストのバランスをとります (コールドスタート
を最小限に抑える。インスタンスの容量を過剰にプロビジョニングしない)。ストレージボリュームのサイ
ズについては SageMaker エンドポイントおよびマルチモデルエンドポイントの各インスタンスタイプに
アタッチします。ホストインスタンスのストレージボリューム (p. 2603)。MultiModel モードで動作す
るように設定されたコンテナの場合、そのインスタンス用にプロビジョニングされたストレージボリュー
ムにはより多くのメモリがあります。そのため、より多くのモデルをインスタンスストレージボリューム
にキャッシュできます。
を選ぶとき SageMaker 機械学習インスタンスタイプについては、以下の点を考慮してください。
• マルチモデルエンドポイントは GPU インスタンスタイプではサポートされません。
• マルチモデルエンドポイントの背後でホストするモデルへのトラフィック分散 (アクセスパターン)、お
よびモデルのサイズ (インスタンスのメモリにロードできるモデルの数)。
• インスタンスのメモリ量は、ロードするモデルのキャッシュ領域と考えます。vCPU の数は、ロード
されたモデルに対する推論の同時実行数の制限と考えます (モデルの呼び出しが CPU に縛られると想
定)。
• インスタンスメモリの量が多いほど、より多くのモデルを読み込んで推論リクエストを処理できま
す。モデルのロードに時間を浪費する必要はありません。
• vCPU の量が多いほど、より多くの一意なモデルを同時に呼び出すことができます (ここでも推論が
CPU に縛られると想定)。
• 特に複数のインスタンスで設定されたマルチモデルエンドポイントの場合は、未使用のモデルをアン
ロードできるように「スラック」メモリをいくらか確保します。インスタンスまたはアベイラビリ
ティーゾーンに障害が発生した場合、それらのインスタンスのモデルはエンドポイントの背後にある
他のインスタンスに再ルーティングされます。
• ロード/ダウンロード時間の許容範囲:
• d インスタンスタイプファミリー (m5d、c5d、r5d など) には NVMe (不揮発性メモリエクスプレス)
SSD が付属しています。これにより、I/O パフォーマンスが高まり、モデルをストレージボリューム
にダウンロードする時間、モデルをストレージボリュームからコンテナにロードする時間が短くなり
ます。
• d インスタンスタイプには NVMe SSD ストレージが付属しているため、 SageMaker は、マルチモデ
ルエンドポイントをホストするこれらの機械学習コンピューティングインスタンスには Amazon EBS
ストレージボリュームをアタッチしません。Auto Scaling は、モデルのサイズが同じで均質な場合、
つまり推定レイテンシーとリソース要件が類似している場合に最も効果的です。
場合によっては、ターゲットモデルのすべてを一度にメモリに保持できないインスタンスタイプを選択す
ることにより、コストを削減することを選択できます。 SageMaker メモリが不足するとモデルを動的に
アンロードして、新たにターゲットになったモデルのために空き領域を確保します。頻繁にリクエストさ
れないモデルの場合は、動的なロードのレイテンシーに関連して料金が発生することになります。レイテ
ンシーの要件がより厳しい場合は、より大きなインスタンスタイプまたはより多くのインスタンスを選択
できます。適切なパフォーマンステストと分析に事前に時間をかけることは、本番稼働用環境へのデプロ
イの成功に大いに役立ちます。
ModelCacheHit メトリクスの Average 統計を使用して、モデルがすでにロードされていたリクエスト
の比率をモニタリングできます。ModelUnloadingTime メトリクスの SampleCount 統計を使用して、
一定期間にコンテナに送信されたアンロードリクエストの数をモニタリングできます。モデルがあまりに
も頻繁にアンロードされる場合 (これはスラッシングの兆候であり、作業モデルのセットに十分なキャッ
シュ領域がないためモデルのアンロードと再ロードが繰り返される状況)、より多くのメモリを備えたより
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大きなインスタンスタイプの使用を検討するか、マルチモデルエンドポイントの背後にあるインスタンス
の数の増加を検討します。複数のインスタンスで設定されたマルチモデルエンドポイントの場合は、モデ
ルが複数のインスタンスにロードされる可能性があります。
SageMaker マルチモデルエンドポイントでは Auto Scaling が完全にサポートされており、モデルのレプリ
カは管理され、モデルはトラフィックパターンに基づいてスケーリングされます。上記のすべてを考慮し
てマルチモデルエンドポイントとインスタンスのサイズを設定し、さらに、エンドポイントの自動スケー
リングも設定することをお勧めします。自動スケーリングイベントのトリガーに使用される呼び出し率
は、エンドポイントが提供するすべてのモデルのセットのすべての予測のセットに基づいています。

マルチモデルエンドポイントを作成する
以下。AWS SDK for Python (Boto)またはアマゾン SageMaker マルチモデルエンドポイントを作成しま
す。
トピック
• マルチモデルエンドポイントを作成する (コンソール) (p. 2554)
• マルチモデルエンドポイントを作成する (AWS SDK for Python (Boto3)) (p. 2556)

マルチモデルエンドポイントを作成する (コンソール)
マルチモデルエンドポイントを作成するには (コンソール)
1.

アマゾンを開く SageMaker コンソール・アットhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

[モデル] を選択し、[推論] グループから [モデルの作成] を選択します。

3.

[モデル名] に名前を入力します。

4.

にとってIAM ロール. IAM ロールを選択または作成します。 AmazonSageMakerFullAccess IAM ポリ
シーがアタッチされています。

5.

[Container definition (コンテナの定義)] セクションで、[Provide model artifacts and inference image
options (モデルアーティファクトと推論イメージオプションの提供)] で [Use multiple models (複数の
モデルの使用)] を選択します。
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6.

[モデルの作成] を選択します。

7.

単一モデルエンドポイントの場合と同様に、マルチモデルエンドポイントをデプロイします。手順に
ついては、「SageMaker ホスティングサービスにモデルをデプロイする (p. 85)」を参照してくださ
い。

マルチモデルエンドポイントを作成する (AWS SDK for Python (Boto3))
Amazon を使ってマルチモデルエンドポイントを作成します。 SageMaker
create_model,create_endpoint_config、およびcreate_endpointAPI は単一のモデルエンドポ
イントを作成するのと同じですが、2 つの変更点があります。モデルコンテナを定義するときに、新し
い Mode パラメータ値 MultiModel を渡す必要があります。また、1 つのモデルをデプロイするときは
1 つのモデルアーティファクトへのパスを渡しますが、代わりに、モデルアーティファクトが配置される
Amazon S3 のプレフィックスを指定する ModelDataUrl フィールドを渡す必要があります。
を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker 複数のXGBoostモデルをエンドポイントにデプロイ
するには、マルチモデルエンドポイント XGBoost サンプルノートブック。
ここでは、マルチモデルエンドポイントを作成するためにそのサンプルで使用される主要な手順について
概説しています。

モデルをデプロイするには (AWS SDK for Python (Boto3))
1.

マルチモデルエンドポイントのデプロイをサポートするイメージを含んだコンテナを取得します。マ
ルチモデルエンドポイントをサポートする組み込みアルゴリズムとフレームワークコンテナのリスト
については、「サポートされるアルゴリズムとフレームワーク (p. 2551)」を参照してください。こ
の例では、組み込みのアルゴリズムの K 最近傍 (k-NN) アルゴリズム (p. 1872) を使います。私たち
はSageMaker Python SDKユーティリティファンクションimage_uris.retrieve()これにより、組
み込みの K 最近傍アルゴリズムイメージのアドレスが取得されます。
import sagemaker
region = sagemaker_session.boto_region_name
image = sagemaker.image_uris.retrieve("knn",region=region)
container = {
'Image':
image,
'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
'Mode':
'MultiModel'
}

2.

ブート3をゲット SageMaker クライアントにアクセスし、このコンテナを使うモデルを作成します。
import boto3
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker')
response = sagemaker_client.create_model(
ModelName
= '<MODEL_NAME>',
ExecutionRoleArn = role,
Containers
= [container])

3.

(オプション) シリアル推論パイプラインを使用している場合、パイプラインに含める追加のコンテナ
を取得し、CreateModel の Containers 引数に含めます。
preprocessor_container = {
'Image':
'<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<PREPROCESSOR_IMAGE>:<TAG>'
}
multi_model_container = {
'Image':
'<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<IMAGE>:<TAG>',
'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
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}

'Mode':

'MultiModel'

response = sagemaker_client.create_model(
ModelName
= '<MODEL_NAME>',
ExecutionRoleArn = role,
Containers
= [preprocessor_container, multi_model_container]
)

4.

(オプション) モデルのキャッシュによる利点がないユースケースの場合は、MultiModelConfig
パラメータの ModelCacheSetting フィールドの値を Disabled に設定し、create_model 呼
び出しの Container 引数に含めます。デフォルトでは、ModelCacheSetting フィールドの値は
Enabled です。
container = {

}

'Image': image,
'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
'Mode': 'MultiModel'
'MultiModelConfig': {
// Default value is 'Enabled'
'ModelCacheSetting': 'Disabled'
}

response = sagemaker_client.create_model(
ModelName
= '<MODEL_NAME>',
ExecutionRoleArn = role,
Containers
= [container]
)

5.

モデルのマルチモデルエンドポイントを設定します。少なくとも 2 つのインスタンスでエンドポイ
ントを設定することをお勧めします。ではを使用できます。 SageMaker 複数のアベイラビリティー
ゾーン全体で可用性の高い予測のセットをモデルに提供します。
response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>',
ProductionVariants=[
{
'InstanceType':
'ml.m4.xlarge',
'InitialInstanceCount': 2,
'InitialVariantWeight': 1,
'ModelName':
'<MODEL_NAME>',
'VariantName':
'AllTraffic'
}
]
)

Note
1 つのみを使用できます。 multi-model-enabled シリアル推論パイプラインのエンドポイン
ト。
6.

EndpointName および EndpointConfigName パラメータを使用してマルチモデルエンドポイント
を作成します。
response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName
= '<ENDPOINT_NAME>',
EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>')
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マルチモデルエンドポイントを呼び出す
マルチモデルエンドポイントを呼び出すには、invoke_endpointからの SageMaker ランタイムは、1
つのモデルエンドポイントを呼び出すのと同じように、変更が 1 点あります。エンドポイントのどの
モデルをターゲットにするかを指定する新しい TargetModel パラメータを渡します。- SageMaker
ランタイムInvokeEndpointサポートをリクエストするX-Amzn-SageMaker-Target-Model呼び出
し対象として指定されたモデルの相対パスを受け取る新しいヘッダーとして。- SageMaker システム
は、CreateModelモデルの相対パスを使った API 呼び出し。
AWS SDK for Python (Boto 3)
以下の予測リクエストの例では、サンプルノートブックに AWS SDK for Python (Boto3) を使っていま
す。
response = runtime_sagemaker_client.invoke_endpoint(
EndpointName = "<ENDPOINT_NAME>",
ContentType = "text/csv",
TargetModel = "<MODEL_FILENAME>.tar.gz",
Body
= body)

AWS CLI
以下の例は、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使って CSV リクエストを作成する方法を示
しています。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name "<ENDPOINT_NAME>" \
--body "1.0,2.0,5.0"$'\n'"2.0,3.0,4.0" \
--content-type "text/csv" \
--target-model "<MODEL_NAME>.tar.gz"
output_file.txt

推論が成功した場合は、推論リクエストに関する情報が含まれた output_file.txt が作成されま
す。で予測する方法のその他の例についてはAWS CLI、... を参照してください。で予測を立てるAWS
CLI() SageMaker Python SDK のドキュメント
マルチモデルエンドポイントは、必要に応じてターゲットモデルを動的にロードします。この状態になる
のは、MME サンプルノートブックの実行時に、1 つのエンドポイントの背後でホストされている複数の
ターゲットモデルに対するランダムな呼び出しを順次処理しているときです。特定のモデルに対する最初
のリクエストには時間がかかります。これは、モデルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) か
らダウンロードしてメモリにロードする必要があるためです (これはコールドスタートと呼ばれます)。モ
デルのロード後は追加のオーバーヘッドがないため、後続の呼び出しはより速く終了します。

リクエストを再試行する ModelNotReadyExceptionエラー
モデルに対して初めて invoke_endpoint を呼び出す場合、モデルは Amazon Simple Storage Service か
らダウンロードされ、推論コンテナにロードされます。そのため、最初の呼び出しがレスポンスを返すま
でには時間がかかります。モデルがすでにロードされているため、その後の同じモデルへの呼び出しはよ
り早く完了します。
SageMaker への呼び出しに対する応答を返しますinvoke_endpoint60秒以内。一部のモデルは
サイズが大きく、60 秒以内にダウンロードできない場合があります。60 秒のタイムアウト制限
より前にモデルのロードを完了できない場合、invoke_endpoint のリクエストはエラーコード
ModelNotReadyException を返し、モデルは最大 360 秒間、推論コンテナへのダウンロードとロー
ドを続けます。invoke_endpoint リクエストからエラーコード ModelNotReadyException を
取得した場合は、リクエストを再試行してください。デフォルトでは、AWS SDK for Python (Boto3)
(レガシー再試行モードを使う) と Java は invoke_endpoint リクエストを再試行し、その結果
ModelNotReadyException エラーが発生します。再試行の方法は、リクエストの再試行を最大 360 秒
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間継続するように設定できます。コンテナへのモデルのダウンロードとロードに 60 秒以上かかることが
予想される場合は、SDK ソケットタイムアウトを 70 秒に設定します。Boto3 の再試行方法を設定する方
法の詳細については、「再試行モードの設定」を参照してください。次のコードは、invoke_endpoint
の呼び出しを最大 180 秒間再試行する再試行方法を設定する例を示しています。
import boto3
from botocore.config import Config
# This example retry strategy sets the retry attempts to 2.
# With this setting, the request can attempt to download and/or load the model
# for upto 180 seconds: 1 orginal request (60 seconds) + 2 retries (120 seconds)
config = Config(
read_timeout=70,
retries={
'max_attempts': 2 # This value can be adjusted to 5 to go up to the 360s max
timeout
}
)
runtime_sagemaker_client = boto3.client('sagemaker-runtime', config=config)

モデルの追加または削除
追加のモデルをマルチモデルエンドポイントにデプロイし、そのエンドポイントからすぐにそれらモデル
を呼び出すことができます。新しいモデルを追加するときは、エンドポイントを更新または停止する必要
がないため、新しいモデルごとに個別のエンドポイントを作成して実行するコストを回避できます。
SageMaker インスタンスがメモリの最大容量に達し、さらにモデルをコンテナにダウンロードする必要が
あると、コンテナから未使用のモデルをアンロードします。 SageMaker また、ボリュームが最大容量に
達し、新しいモデルをダウンロードする必要があると、インスタンスストレージボリュームから未使用の
モデルアーティファクトを削除します。新しく追加されたモデルの最初の呼び出し時間は長くなります。
これは、エンドポイントがモデルを S3 から、エンドポイントをホストするインスタンスのコンテナのメ
モリにダウンロードするのに時間がかかるためです。
エンドポイントがすでに実行されている状態で、モデルアーティファクトの新しいセットを、モデルを保
存する Amazon S3 の場所にコピーします。
# Add an AdditionalModel to the endpoint and exercise it
aws s3 cp AdditionalModel.tar.gz s3://my-bucket/path/to/artifacts/

Important
モデルを更新するには、新しいモデルを追加するときと同様に進めます。新しい一意の名前を使
用します。Amazon S3 のモデルアーティファクトを上書きしないでください。これは、コンテ
ナ、またはエンドポイント上のインスタンスのストレージボリュームにモデルの古いバージョン
が引き続きロードされる可能性があるためです。新しいモデルを呼び出すと、モデルの古いバー
ジョンが呼び出されることがあります。
クライアントアプリケーションは、追加のターゲットモデルが S3 に保存されるとすぐに、そのモデルに
予測をリクエストできます。
response = runtime_sagemaker_client.invoke_endpoint(
EndpointName='<ENDPOINT_NAME>',
ContentType='text/csv',
TargetModel='AdditionalModel.tar.gz',
Body=body)

マルチモデルエンドポイントからモデルを削除するには、クライアントからのモデルの呼び出しを停止
し、モデルアーティファクトが保存されている S3 の場所からそのモデルを削除します。
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マルチモデルサーバーで独自のコンテナを構築する
Amazon にデプロイされたカスタムElastic Container Registry (ECR) イメージ SageMaker に記載されてい
る基本契約に従うことが期待されていますホスティングサービスでの独自の推論コードの使用 (p. 2950)そ
れが方法を支配する SageMaker 独自の推論コードを実行する Docker コンテナとやり取りします。コン
テナが複数のモデルを同時にロードして処理できるようにするには、追加の API と動作に従う必要があり
ます。この追加の規約には、モデルをロード、一覧表示、取得、アンロードするための新しい API と、モ
デルを呼び出すための別の API が含まれます。エラーシナリオに対して API が従う必要のあるさまざまな
動作も含まれます。コンテナが追加の要件に準拠していることを示すために、以下のコマンドを Docker
ファイルに追加できます。
LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.multi-models=true

SageMaker また、環境変数がコンテナに挿入されます
SAGEMAKER_MULTI_MODEL=true

シリアル推論パイプラインのマルチモデルエンドポイントを作成する場合、Docker ファイルには、マルチ
モデルとシリアル推論パイプラインの両方の必須ラベルが必要です。シリアル情報パイプラインの詳細に
ついては、「推論パイプラインでリアルタイム予測を実行する (p. 2576)」を参照してください。
カスタムコンテナにこれらの要件を実装するために、2 つのライブラリが利用できます。
• Multi Model Server は、コンテナにインストールできる機械学習モデルを提供するためのオープンソース
フレームワークであり、新しいマルチモデルエンドポイントコンテナ API の要件を満たすフロントエン
ドを提供します。このライブラリは、1 つのコンテナ内で複数のモデルをホストし、コンテナに対して
モデルを動的にロードおよびアンロードするために、マルチモデルエンドポイントに必要になる HTTP
フロントエンドおよびモデル管理機能を備え、指定されてロードされたモデルで推論を実行します。ま
た、独自のアルゴリズムを実装できるプラガブルなカスタムバックエンドハンドラをサポートする、プ
ラガブルなバックエンドも提供します。
• SageMaker 推論ツールキットは、Multi Model Server と互換性のある構成と設定で Multi Model Server
をブートストラップするライブラリです。 SageMaker マルチモデルエンドポイント また、シナリオの
ニーズに応じて、モデルごとのワーカー数などの重要なパフォーマンスパラメータを調整できます。

を使用する SageMaker 推論ツールキット
マルチモデルエンドポイントをサポートする構築済みコンテナについては、サポートされるアルゴリズム
とフレームワーク (p. 2551)。他のフレームワークやアルゴリズムを使用する場合は、コンテナを構築する
必要があります。これを行う最も簡単な方法は、 SageMaker 推論ツールキットを使用して既存の構築済
みコンテナを拡張することです。- SageMaker 推論ツールキットは、マルチモデルサーバー (MMS) の実装
で、 SageMaker。マルチモデルエンドポイントをサポートするカスタムコンテナを設定およびデプロイす
る方法を示すサンプルノートブックについては、 SageMaker、「」を参照してください。マルチモデルエ
ンドポイント BYOC サンプルノートブック。

Note
- SageMaker 推論ツールキットは Python のモデルハンドラのみをサポートします。他の言語で
ハンドラを実装する場合は、追加のマルチモデルエンドポイント API を実装する独自のコンテナ
を構築する必要があります。詳細については、「複数のモデルを提供するカスタムコンテナの規
約 (p. 2562)」を参照してください。

を使用してコンテナを拡張するには SageMaker 推論ツールキット
1.

モデルハンドラを作成します。MMS は、前処理、モデルからの事前エディションの取得、およびモ
デルハンドラでの出力処理のための関数を実装する Python ファイルである、モデルハンドラを想定
しています。モデルハンドラの例については、サンプルノートブックの model_handler.py を参照して
ください。
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2.

推論ツールキットをインポートし、その model_server.start_model_server 関数を使用して
MMS を起動します。次の例は、サンプルノートブックの dockerd-entrypoint.py ファイルから
のものです。model_server.start_model_server を呼び出すと、前のステップで説明したモデ
ルハンドラが 渡されます。
import subprocess
import sys
import shlex
import os
from retrying import retry
from subprocess import CalledProcessError
from sagemaker_inference import model_server
def _retry_if_error(exception):
return isinstance(exception, CalledProcessError or OSError)
@retry(stop_max_delay=1000 * 50,
retry_on_exception=_retry_if_error)
def _start_mms():
# by default the number of workers per model is 1, but we can configure it through
the
# environment variable below if desired.
# os.environ['SAGEMAKER_MODEL_SERVER_WORKERS'] = '2'
model_server.start_model_server(handler_service='/home/model-server/
model_handler.py:handle')
def main():
if sys.argv[1] == 'serve':
_start_mms()
else:
subprocess.check_call(shlex.split(' '.join(sys.argv[1:])))
# prevent docker exit
subprocess.call(['tail', '-f', '/dev/null'])
main()

3.

Dockerfile では、最初のステップからのモデルハンドラをコピーし、前のステップの Python ファ
イルを Dockerfile のエントリポイントとして指定します 。次の行は、サンプルノートブックで使
用されている Dockerfile からのものです。
# Copy the default custom service file to handle incoming data and inference requests
COPY model_handler.py /home/model-server/model_handler.py
# Define an entrypoint script for the docker image
ENTRYPOINT ["python", "/usr/local/bin/dockerd-entrypoint.py"]

4.

コンテナを構築して登録します。サンプルノートブックの次のシェルスクリプトは、コンテナを構築
し、AWS アカウントの Elastic Container Registry リポジトリにアップロードします。
%%sh
# The name of our algorithm
algorithm_name=demo-sagemaker-multimodel
cd container
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}
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fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"
# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi
# Get the login command from ECR and execute it directly
$(aws ecr get-login --region ${region} --no-include-email)
# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.
docker build -q -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}
docker push ${fullname}

これで、このコンテナを使用して SageMaker でマルチモデルエンドポイントをデプロイできるようにな
りました。
トピック
• 複数のモデルを提供するカスタムコンテナの規約 (p. 2562)

複数のモデルを提供するカスタムコンテナの規約
複数のモデルを処理するには、Amazon を有効にする API のセットを、コンテナがサポートする必要があ
ります。 SageMaker コンテナと通信して、必要に応じてモデルをロード、一覧表示、取得、アンロード
します。model_name は、キー入力パラメータとして新しい API のセットで使用されます。カスタマー
コンテナでは、マッピングキーとして model_name を使用して、ロードされたモデルを追跡する必要が
あります。また、model_name は不透明な識別子であり、必ずしも InvokeEndpoint API に渡される
TargetModel パラメータの値ではありません。InvokeEndpoint リクエストの元の TargetModel 値
は、ログ記録の目的で使用できる X-Amzn-SageMaker-Target-Model ヘッダーとして API のコンテナ
に渡されます。
トピック
• Load Model API (p. 2562)
• List Model API (p. 2563)
• Get Model API (p. 2563)
• Unload Model API (p. 2564)
• Invoke Model API (p. 2564)

Load Model API
本文の url フィールドにある特定のモデルをカスタマーコンテナのメモリにロードし、割り当てられた
model_name で追跡するように、コンテナに指示します。モデルがロードされたら、コンテナでは、この
model_name を使用して推論リクエストを処理する準備ができています。
POST /models HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
{
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}

"model_name" : "{model_name}",
"url" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",

Note
model_name がすでにロードされている場合、この API は 409 を返します。メモリの不足や他
のいずれかのリソースが原因でモデルをロードできない場合、この API は 507 HTTP ステータス
コードを SageMaker次に、未使用のモデルのアンロードを開始して再利用します。

List Model API
カスタマーコンテナのメモリにロードされたモデルのリストを返します。
GET /models HTTP/1.1
Accept: application/json
Response =
{
"models": [
{
"modelName" : "{model_name}",
"modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
},
{
"modelName" : "{model_name}",
"modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
},
....
]
}

この API はページ分割もサポートしています。
GET /models HTTP/1.1
Accept: application/json
Response =
{
"models": [
{
"modelName" : "{model_name}",
"modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
},
{
"modelName" : "{model_name}",
"modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
},
....
]
}

SageMaker 最初に値を指定せずに List Model API を呼び出すことができま
す。next_page_token。nextPageToken フィールドがレスポンスの一部として返された場合、後続の
List Models コールで next_page_token の値として渡されます。nextPageToken が返されなかった場
合、返されるモデルがこれ以上ないということです。

Get Model API
これは、model_name エンティティの単純な読み取り API です。
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GET /models/{model_name} HTTP/1.1
Accept: application/json
{
}

"modelName" : "{model_name}",
"modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",

Note
model_name がロードされていない場合、この API は 404 を返します。

Unload Model API
に指示します。 SageMaker カスタマーコンテナのメモリからのモデルのアンロードを指示するプラット
フォーム。これにより、新しいモデルのロードプロセスが開始されると、プラットフォームによって候補
とされたモデルの削除が開始されます。model_name にプロビジョニングされたリソースは、この API が
レスポンスを返すときにコンテナによって解放される必要があります。
DELETE /models/{model_name}

Note
model_name がロードされていない場合、この API は 404 を返します。

Invoke Model API
指定された特定の model_name への予測リクエストを作成します。 SageMaker ランタイム
InvokeEndpoint リクエストは、呼び出し対象として指定されたモデルの相対パスを受け取る新し
いヘッダーとして、X-Amzn-SageMaker-Target-Model をサポートします。- SageMaker システム
は、CreateModelモデルの相対パスを使った API 呼び出し。
POST /models/{model_name}/invoke HTTP/1.1
Content-Type: ContentType
Accept: Accept
X-Amzn-SageMaker-Custom-Attributes: CustomAttributes
X-Amzn-SageMaker-Target-Model: [relativePath]/{artifactName}.tar.gz

Note
model_name がロードされていない場合、この API は 404 を返します。

マルチモデルエンドポイントのセキュリティ
マルチモデルエンドポイントのモデルとデータは、インスタンスストレージボリュームとコンテナメモリ
に共存します。Amazon のすべてのインスタンス SageMaker エンドポイントは、ユーザーが所有する 1
つのテナントコンテナで動作します。モデルはマルチモデルエンドポイントでのみ実行できます。モデル
に対するリクエストのマッピングの管理、適切なターゲットモデルへのアクセスをユーザーに提供するこ
とは、ユーザーの責任において行います。 SageMaker 使用するIAM; ロールIAM のアイデンティティベー
スのポリシーを提供します。ポリシーは、許可または拒否するアクションとリソース、およびアクション
が許可または拒否される条件を指定します。
デフォルトでは、IAM プリンシパルはInvokeEndpointマルチモデルエンドポイントの権限は、で定義さ
れている S3 プレフィックスのアドレスにある任意のモデルを呼び出すことができますCreateModelオペ
レーション。ただし、オペレーションで定義されている IAM 実行ロールにモデルをダウンロードする権限
がある場合に限ります。制限する必要がある場合InvokeEndpointS3 の限定されたモデルセットにアク
セスするには、次のいずれかを実行します。
• sagemaker:TargetModel IAM 条件キーを使って、エンドポイントでホストされている特定のモデル
への InvokeEndpont 呼び出しを制限します。たとえば、次のポリシーでは、TargetModel フィール
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ドの値が指定された正規表現のいずれかに一致する場合にのみ InvokeEndpont リクエストを許可しま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sagemaker:InvokeEndpoint"
],
"Effect": "Allow",
"Resource":
"arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name",
"Condition": {
// TargetModel provided must be from this set of values
"StringLike": {
"sagemaker:TargetModel": ["company_a/*", "common/*"]
}
}
}
]

についての情報 SageMaker 条件キー、を参照してくださいアマゾン用コンディションキー
SageMaker()AWS Identity and Access Managementユーザーガイド。
• より制限の厳しい S3 プレフィックスを持つマルチモデルエンドポイントを作成します。
方法についての詳細情報の内容 SageMaker ロールを使用してエンドポイントへのアクセスを管理し、
ユーザーに代わってオペレーションを実行します。SageMaker ロール (p. 3302)。また、独自のコンプラ
イアンス要件によって定められた特定のデータ分離要件を顧客が設定しており、それを IAM アイデンティ
ティを使って満たすことができる場合があります。

CloudWatch マルチモデルエンドポイントデプロイのメトリクス
アマゾン SageMaker エンドポイントのメトリクスを提供するため、キャッシュヒット率、ロードされた
モデルの数のほか、マルチモデルエンドポイントでのモデルのロード、ダウンロード、アップロードの際
に生じる待機時間をモニタリングできます。詳細については、Amazon Logs An SageMaker アマゾンと
CloudWatch (p. 3432)の「マルチモデルエンドポイントモデルのロードメトリクス」と「マルチモデルエ
ンドポイントモデルのインスタンスメトリクス」を参照してください。モデル単位のメトリクスはサポー
トされていません。

1つのエンドポイントで異なるコンテナを使用する複数のモデル
をホスト
SageMaker マルチコンテナエンドポイントを使うと、異なるモデルやフレームワークを使用する複数のコ
ンテナを1つのコンテナにデプロイできます SageMaker エンドポイント。コンテナは、推論パイプライン
として順番に実行することも、エンドポイントの使用率を向上させ、コストを最適化するために直接呼び
出しを使って各コンテナに個別にアクセスすることもできます。
マルチコンテナエンドポイントのコンテナを順番に呼び出す方法については、「ホストモデルと前処理ロ
ジックを1つのエンドポイントの背後にあるシリアル推論パイプラインとして (p. 2572)」を参照してくだ
さい。
マルチコンテナエンドポイントの特定のコンテナを呼び出す方法については、「直接呼び出しが設定され
たマルチコンテナエンドポイントを使う (p. 2567)」を参照してください。
トピック
• マルチコンテナエンドポイントを作成する (Boto3) (p. 2566)
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• マルチコンテナエンドポイントを更新する (p. 2566)
• マルチコンテナエンドポイントを削除する (p. 2567)
• 直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントを使う (p. 2567)

マルチコンテナエンドポイントを作成する (Boto3)
呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントを作成する ()CreateModel,CreateEndpointConfig、
およびCreateEndpoint他のエンドポイントを作成する場合と同様の API。これらのコンテナは、推論パイ
プラインとして順番に実行することも、直接呼び出しを使ってコンテナを 1 つずつ実行することもできま
す。create_model を呼び出す場合、マルチコンテナエンドポイントは次の要件を満たす必要がありま
す。
• PrimaryContainer パラメータの代わりに Containers パラメータを使い、複数のコンテナを
Containers パラメータに含めます。
• 直接呼び出しを使う場合は、マルチコンテナエンドポイント内の各コンテナに ContainerHostname
パラメータが必要です。
• 各コンテナの直接呼び出しには InferenceExecutionConfig フィールドの Mode パラメータを
Direct に設定するか、または Serial を設定してコンテナを推論パイプラインとして使います。デ
フォルトモードは Serial です。

Note
現在、マルチコンテナエンドポイントでサポートされるコンテナは最大 15 個に制限されていま
す。
次の例では、直接呼び出し用のマルチコンテナモデルを作成します。
1.

コンテナの要素と直接呼び出しに設定した InferenceExecutionConfig を作成します。
container1 = { 'Image':
'123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
myimage1:mytag',
'ContainerHostname': 'firstContainer'}
container2 = { 'Image':
'123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
myimage2:mytag',
'ContainerHostname': 'secondContainer'
}
inferenceExecutionConfig = {'Mode': 'Direct'
}

2.

コンテナ要素を使ってモデルを作成し、InferenceExecutionConfig フィールドを設定します。
import boto3
sm_client = boto3.Session().client('sagemaker')
response = sm_client.create_model(
ModelName
= 'my-direct-mode-model-name',
InferenceExecutionConfig = inferenceExecutionConfig,
ExecutionRoleArn = role,
Containers
= [container1, container2])

エンドポイントを作成するには、次に create_endpoint_config と create_endpoint を呼び出します (他のエ
ンドポイントを作成する場合と同様です)。

マルチコンテナエンドポイントを更新する
マルチコンテナエンドポイントを更新するには、次のステップを実行します。
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1.

create_model を呼び出して、InferenceExecutionConfig フィールドの Mode パラメータに新し
い値を持つ新しいモデルを作成します。

2.

create_endpoint_config を呼び出して、前のステップで作成した新しいモデルを使い、別の名前で新し
いエンドポイント設定を作成します。

3.

update_endpoint を呼び出して、前のステップで作成した新しいエンドポイント設定を使い、エンド
ポイントを更新します。

マルチコンテナエンドポイントを削除する
エンドポイントを削除するには、delete_endpoint を呼び出し、EndpointName パラメータに削除するエ
ンドポイントの名前を指定します。

直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントを使う
SageMaker マルチコンテナエンドポイントを使うと、複数のコンテナをデプロイして SageMaker エンド
ポイント。1 つのエンドポイントで、最大 15 個の異なる推論コンテナをホストできます。直接呼び出しを
使うと、マルチコンテナエンドポイントでホストされている特定の推論コンテナにリクエストを送信でき
ます。
トピック
• 直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントを呼び出す (p. 2567)
• 直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントのセキュリティ (p. 2568)
• 直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントのメトリクス (p. 2569)
• マルチコンテナエンドポイントをオートスケーリングする (p. 2571)
• マルチコンテナエンドポイントをトラブルシューティングする (p. 2571)

直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントを呼び出す
直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントを呼び出すには、他のエンドポイントを呼び出
す場合と同様に invoke_endpoint を呼び出し、呼び出すコンテナを TargetContainerHostname パラ
メータを使って指定します。
次の例では、マルチコンテナエンドポイントの secondContainer を直接呼び出して、予測を取得しま
す。
import boto3
runtime_sm_client = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')
response = runtime_sm_client.invoke_endpoint(
EndpointName ='my-endpoint',
ContentType = 'text/csv',
TargetContainerHostname='secondContainer',
Body = body)

マルチコンテナエンドポイントへの各直接呼び出しリクエストでは、TargetContainerHostname を持
つコンテナのみが呼び出しリクエストを処理します。次のいずれかを実行すると、検証エラーが発生しま
す。
• エンドポイントに存在しない TargetContainerHostname を指定する
• 直接呼び出し用に設定されたエンドポイントへのリクエストに TargetContainerHostname の値を指
定しない
• 直接呼び出し用に設定されていないエンドポイントへのリクエストに TargetContainerHostname の
値を指定する
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直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントのセキュリティ
直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントでは、メモリとストレージボリュームを共有す
る複数のコンテナが単一のインスタンス内でホストされます。セキュアなコンテナの使用、ターゲット
コンテナに対するリクエストの正しいマッピングの維持、ターゲットコンテナへの適切なアクセスをユー
ザーに提供することは、ユーザーの責任において行います。 SageMakerは IAM ロールを使って IAM アイ
デンティティベースのポリシーを提供します。ポリシーは、そのロールのリソースへのアクセスをどのよ
うな条件で許可または拒否するかどうかを指定するために使います。IAM ロールの詳細については、AWS
Identity and Access Management ユーザーガイドの「IAM ロール」をご参照ください。アイデンティティ
ベースのポリシーの詳細については、「アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー」を参
照してください。
デフォルトでは、直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントに対する InvokeEndpoint
許可を持つ IAM プリンシパルは、invoke_endpoint を呼び出したときに指定したエンドポイント
名を使って、そのエンドポイント内の任意のコンテナを呼び出せます。invoke_endpoint アクセ
ス許可をマルチコンテナエンドポイント内の限定されたコンテナセットに制限する必要がある場合
は、sagemaker:TargetContainerHostname IAM 条件キーを使います。次のポリシーは、エンドポイ
ント内の特定のコンテナに対する呼び出しを制限する方法を示しています。
次のポリシーでは、指定された正規表現のいずれかに TargetContainerHostname フィールドの値が一
致する場合にのみ invoke_endpoint リクエストを許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sagemaker:InvokeEndpoint"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name",
"Condition": {
"StringLike": {
"sagemaker:TargetContainerHostname": ["customIps*", "common*"]
}
}
}
]

次のポリシーでは、Deny ステートメントで指定された正規表現のいずれかに
TargetContainerHostname フィールドの値が一致する場合は invoke_endpoint リクエストを拒否
します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sagemaker:InvokeEndpoint"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name",
"Condition": {
"StringLike": {
"sagemaker:TargetContainerHostname": ["*"]
}
}
},
{
"Action": [
"sagemaker:InvokeEndpoint"
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}

]

}

],
"Effect": "Deny",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name",
"Condition": {
"StringLike": {
"sagemaker:TargetContainerHostname": ["special*"]
}
}

詳細情報の内容 SageMaker 条件キー、を参照してください条件キー SageMaker()AWS Identity and
Access Managementユーザーガイド。

直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントのメトリクス
「」に示されているエンドポイントメトリックスに加えてAmazon Logs An SageMaker アマゾンと
CloudWatch (p. 3432), SageMaker コンテナごとのメトリックスも提供します。
直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントの、コンテナ単位のメトリクスは CloudWatch
2つの名前空間に分類されています。AWS/SageMakerそしてaws/sagemaker/Endpoints。AWS/
SageMaker 名前空間には、呼び出し関連のメトリクスが含まれており、aws/sagemaker/Endpoints
名前空間には、メモリおよび CPU 使用率のメトリクスが含まれています。
次の表は、直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントの、コンテナ単位のメトリクスを
示しています。すべてのメトリクスは [EndpointName, VariantName, ContainerName] ディメン
ションを使います。特定のバリアントと特定のコンテナに対応するディメンションは、特定のエンドポ
イントのメトリクスをフィルタリングします。これらのメトリクスは、推論パイプラインのメトリクス
名と同じメトリクス名を共有しますが、共有レベルはコンテナ単位 [EndpointName, VariantName,
ContainerName] です。

メトリクス名

説明

ディメンション

NameSpace

Invocations

エンドポイント内のコ
ンテナに送信された
InvokeEndpoint リ
クエストの数。そのコ
ンテナに送信されたリ
クエストの合計数を得
るには、Sum 統計を使
います。単位: なし有
効な統計:Sum,Sample
Count

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

AWS/SageMaker

Invocation4XX
Errors

特定のコンテナに
EndpointName,
ついて、モデルが
VariantName,
4xx HTTP レスポン
ContainerName
スコードを返した
InvokeEndpoint リク
エスト数。each4xxレス
ポンス、 SageMaker 送
信先1。単位: なし有効
な統計:Average,Sum

AWS/SageMaker

Invocation5XX
Errors

特定のコンテナに
ついて、モデルが
5xx HTTP レスポン

AWS/SageMaker
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スコードを返した
InvokeEndpoint リク
エスト数。each5xxレス
ポンス、 SageMaker 送
信先1。単位: なし有効
な統計:Average,Sum
ContainerLatency

対象コンテナが応答す
EndpointName,
るまでにかかった時
VariantName,
間 (以下から見た場合)
ContainerName
SageMaker。ContainerLatencyリ
クエストを送信し、
モデルのコンテナから
レスポンスを取得する
のにかかった時間と、
コンテナ内で推論を完
了するのにかかる時間
が含まれます。単位:
マイクロ秒有効な統
計:Average,Sum,Min,Max,Sample
Count

AWS/SageMaker

OverheadLatency

クライアントリクエス
EndpointName,
トへの応答にかかる時
VariantName,
間に、次の方法で追加
ContainerName
される時間 SageMaker
オーバーヘッド
用。OverheadLatencyそ
の時から測定され
ます SageMaker ク
ライアントにレス
ポンスを返すまでリ
クエストを受信しま
す。ModelLatency。
オーバーヘッドのレ
イテンシーは、リク
エストとレスポンス
のペイロードサイズ、
リクエストの頻度、
リクエストの認証、認
可などの要因によって
異なります。単位: マ
イクロ秒有効な統計:
Average,Sum,Min,Max、`
サンプル数 `

AWS/SageMaker
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CPUUtilization

インスタンスで実行
されているコンテナが
使っている CPU ユニッ
トの割合。値の範囲は
0%～100% で、CPU の
数で乗算されます。例
えば、CPU が 4 つの場
合、CPUUtilization
は 0%～400% にな
ります。直接呼び
出しが設定された
エンドポイントの場
合、CPUUtilization メト
リクスの数は、そのエ
ンドポイント内のコン
テナの数と等しくなり
ます。単位: 割合 (%)

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

aws/sagemaker/
Endpoints

MemoryUtilizaton

インスタンスで実
行されているコン
テナが使っている
メモリの割合。この
値は 0%～100% で
す。CPUUtilization と
同様に、直接呼び出
しが設定されたエン
ドポイントの場合、
MemoryUtilization メト
リックスは、そのエン
ドポイント内のコンテ
ナの数と等しくなりま
す。単位: 割合 (%)

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

aws/sagemaker/
Endpoints

上表のすべてのメトリクスは、直接呼び出しが設定されたマルチコンテナエンドポイントに固有のもので
す。これらの特別なコンテナ単位のメトリクスの他に、表内のすべてのメトリクスには、ディメンション
[EndpointName, VariantName] のバリアントレベルのメトリクスもあります (ContainerLatency
を除く)。

マルチコンテナエンドポイントをオートスケーリングする
InvocationsPerInstance メトリクスを使って、マルチコンテナエンドポイントのオートスケーリング
を設定する場合、各コンテナでは、推論リクエストに対して同様の CPU 使用率とレイテンシーを示すモ
デルを使うことをお勧めします。これが推奨されるのは、CPU 使用率が低いモデルから CPU 使用率が低
いモデルから CPU 使用率が低いモデルから CPU 使用率が低いモデルから CPU 使用率が低いモデルから
CPU 使用率が低いモデルから CPU 使用率が低いモデルから CPU 使用率が低いモデルから CPU 使用率が
低いモデルから CPU 使用率が低いモデルから CPU 使用率が低いモデルから CPU 使用率が低いモデルか
ら CPU 使用率が低いモデルから CPU 使用率が低いモデル。エンドポイントをオートスケーリングする方
法については、「Amazon の自動スケーリング SageMaker モデル (p. 2586)」を参照してください。

マルチコンテナエンドポイントをトラブルシューティングする
以下のセクションは、マルチコンテナエンドポイントで発生したエラーのトラブルシューティングに役立
ちます。

2571

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
ホスティングオプション

Ping ヘルスチェックエラー
複数のコンテナがある場合、エンドポイント作成時にはエンドポイントメモリと CPU の負荷が高くなり
ます。具体的には、MemoryUtilization と CPUUtilization のメトリクスがコンテナを 1 つ持つエン
ドポイントよりも高くなります。使用負荷はコンテナの数に比例するためです。このため、十分なメモリ
と CPU を持つインスタンスタイプを選択して、インスタンスにすべてのモデルをロードするのに十分な
メモリが存在するようにすることをお勧めします (推論パイプラインのデプロイにもこの同じガイダンス
が適用されます)。そうしない場合、XXX did not pass the ping health check などのエラーが発
生してエンドポイントの作成が失敗する可能性があります。

Missing (見つからない) accept-bind-to-port=true Docker ラベル
マルチコンテナエンドポイント内のコンテナは、で指定されたポートでリッスンしま
す。SAGEMAKER_BIND_TO_PORTポート 8080 の代わりに環境変数。マルチコンテナエンドポイントでコ
ンテナが実行されると、 SageMaker 自動的にこの環境変数をコンテナに提供します。この環境変数が存
在しない場合、コンテナではデフォルトでポート 8080 が使用されます。コンテナがこの要件に準拠して
いることを示すには、次のコマンドを使用して Dockerfile にラベルを追加します。

LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true

追加しない場合は、Your Ecr Image XXX does not contain required
com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true Docker label(s).
などのエラーメッセージが表示されます。
コンテナが 2 番目のポートをリッスンする必要がある場合は、SAGEMAKER_SAFE_PORT_RANGE 環
境変数で指定された範囲内のポートを選択してください。値を次の形式で包含範囲として指定しま
す。XXXX-YYYYここで、XXXX と YYYY は複数桁の整数です。 SageMaker マルチコンテナエンドポイン
トでコンテナを実行する場合、この値を自動的に提供します。

ホストモデルと前処理ロジックを1つのエンドポイントの背後に
あるシリアル推論パイプラインとして
An推論パイプラインアマゾンですか SageMaker データに対して推論リクエストを処理する、直線状に並
んだ 2～15 個のコンテナで構成される 2 ～ 15 個のコンテナで構成されるモデル。推論パイプラインを使
用して、事前トレーニング済みの SageMaker 組み込みアルゴリズムと、Docker コンテナにパッケージ化
された独自のカスタムアルゴリズムの任意の組み合わせを定義、展開します。推論パイプラインを使用し
て、事前処理、予測、および後処理のデータサイエンスタスクを組み合わせることができます。推論パイ
プラインは完全に管理されます。
追加できます SageMaker モデルトレーニング用に開発されたデータ変換を再利用する Spark ML Serving
と scikit-learn コンテナ。組み立てられた推論パイプライン全体は、 SageMaker リアルタイム予測の実行
や、外部の前処理をせずにバッチ変換を直接処理するために使うモデル。
推論パイプラインモデル内では、 SageMaker 呼び出しを HTTP リクエストのシーケンスとして処理しま
す。最初のリクエストはパイプラインの最初のコンテナによって処理され、次に中間レスポンスが 2 番目
のコンテナへのリクエストとして送信され、以降、パイプラインの各コンテナに対して同様の処理が繰り
返され、 SageMaker 最終レスポンスをクライアントに返します。
パイプラインモデルをデプロイすると、 SageMaker エンドポイントまたは変換ジョブの各 Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにすべてのコンテナをインストールし、実行します。
機能の処理と推測は低レイテンシーで実行されます。これは、コンテナが同じ EC2 インスタンスに配置さ
れているためです。CreateModel オペレーションを使用するか、コンソールから、パイプラインモデル
のコンテナを定義します。1 つの PrimaryContainer を設定する代わりに、Containers パラメータを
使用して、パイプラインを構成するコンテナを設定します。また、コンテナが実行される順序も指定しま
す。
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パイプラインモデルは変更不可能ですが、UpdateEndpoint オペレーションを使用して新しいモデルを
デプロイすることにより、推論パイプラインを更新できます。このモジュール性により、実験中の柔軟性
が高まります。
を使って推論パイプラインを作成する方法については SageMaker モデルレジストリ、参照モデルレジス
トリを使用したモデルの登録とデプロイ (p. 2740)。
この機能の使用に追加料金はかかりません。エンドポイントで実行されているインスタンスに対してのみ
料金が発生します。
トピック
• 推論パイプラインのサンプルノートブック (p. 2573)
• SparkML と Scikit-learn による機能処理 (p. 2573)
• パイプラインモデルを作成する (p. 2574)
• 推論パイプラインでリアルタイム予測を実行する (p. 2576)
• 推論パイプラインでバッチ変換を実行する (p. 2578)
• 推論パイプラインとメトリクス (p. 2579)
• 推論パイプラインのトラブルシューティング (p. 2584)

推論パイプラインのサンプルノートブック
推論パイプラインの作成方法とデプロイ方法を示すサンプルについては、EMR で SparkML を使用してト
レーニングを行い、でホストする SageMakerサンプルノートブック。でサンプルを実行するために使用で
きる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする手順については、 SageMaker、「」を参
照してくださいAmazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)。
すべてのリストを表示するには SageMaker サンプル、ノートブックインスタンスを作成して開いた
後、SageMaker 例タブ。推論パイプラインノートブックは 3 つあります。説明した最初の 2 つの推論
パイプラインノートブックは advanced_functionality フォルダにあり、3 番目のノートブックは
sagemaker-python-sdk フォルダにあります。ノートブックを開くには、その [使用] タブを選び、次に
[コピーを作成] を選択します。

SparkML と Scikit-learn による機能処理
いずれかのAmazonでモデルをトレーニングする前に SageMaker 組み込みアルゴリズムまたはカスタムア
ルゴリズムの場合、Sparkとscikit-learnプリプロセッサを使用してデータを変換し、機能を設計できます。

Spark ML による機能処理
Spark ML ジョブは次の方法で実行できます。AWSGlue、サーバーレス ETL (抽出、変換、ロード) サービ
ス、 SageMaker ノートブック。既存の EMR クラスターに接続し、Amazon EMR で Spark ML ジョブを
実行することもできます。これを行うには、が必要ですAWS Identity and Access Management自分から電
話をかける権限を付与する (IAM) ロール SageMakerノートブックAWS Glue。

Note
AWS Glue でサポートされている Python および Spark バージョンを確認するには、AWS Glue
リリースノートを参照してください。
エンジニアリング機能の後で、推論パイプラインに追加できる MLeap コンテナに、Spark ML ジョブを
MLeap でパッケージ化およびシリアル化します。外部で管理された Spark クラスターを使用する必要はあ
りません。この方法では、サンプルの行からテラバイト単位のデータにシームレスにスケールできます。
同じトランスフォーマーがトレーニングおよび推論の両方で機能するため、事前処理や機能エンジニアリ
ングロジックを複製したり、モデルを保持するための 1 回限りのソリューションを開発したりする必要は
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ありません。推論パイプラインでは、外部のインフラストラクチャを維持する必要はなく、データ入力か
ら直接予測を行うことができます。
AWS Glue で Spark ML ジョブを実行すると、Spark ML パイプラインは MLeap 形式にシリアル化されま
す。次に、ジョブはSparkML モデルサービングコンテナで SageMaker 推論パイプライン。mLeap機械学
習パイプラインのシリアル化形式および実行エンジンです。Spark、Scikit-Learn、および TensorFlow パ
イプラインをトレーニングし、それらを MLeap Bundle と呼ばれるシリアル化されたパイプラインにエク
スポートするためのものです。バンドルは、バッチモードスコアリングのために Spark に逆シリアル化し
たり、リアルタイム API サービスに使用するために MLeap ランタイムに逆シリアル化したりできます。

sci-kit learn を使って特徴を処理する
scikit-learn のジョブは Amazon で直接実行し、コンテナにパッケージ化できます。 SageMaker。フィッ
シャーのアイリスの花のデータセットで学習し、さらに形態学的測定に基づいてアイリスの種を予測する
シック学習風の特徴化モデルを作成するための Python コードの例については、「Sagemaker による IRIS
トレーニングと予測」を参照してください。

パイプラインモデルを作成する
エンドポイントにデプロイしたり、バッチ変換ジョブに使用したりできるパイプラインモデルを作成する
には、Amazon を使用してください SageMaker コンソールまたはCreateModel操作。

推測パイプラインを作成するには (コンソール)
1.

Amazon を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

[Models] (モデル) を選択し、[Inference] (推論) グループから [Create models] (モデルの作成) を選択し
ます。

3.

にモデルを作成するページで、モデル名を指定し、IAM ロールを選択し、プライベート VPC を使用
する場合は VPC を指定します重要な値。

4.

推論パイプラインのコンテナに関する情報を追加するには、[コンテナの追加] を選択し、次に [次へ]
を選択します。

5.

各コンテナのフィールドに入力します (実行順に最大 15 個まで)。[コンテナ入力オプション]、[推論
コードイメージの場所]、オプションとして [モデルアーティファクトの場所]、[コンテナホスト名]、
[環境変数] フィールドに入力します。
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-MyInferencePipelineModelページには、モデルへの入力を提供するコンテナの設定がまとめられてい
ます。対応するコンテナの定義で環境変数を指定すると、 SageMaker は [環境変数] フィールドを表
示します。

推論パイプラインでリアルタイム予測を実行する
トレーニングされたモデルは、外部の事前処理なしに直接リアルタイム予測を行うための推論パイプラ
インで使用することができます。パイプラインを設定する際には、Amazon ですでに販売されている組み
込みのフィーチャートランスフォーマーを使用することを選択できます。 SageMaker。または、数行の
scikit-learn または Spark コードのみを使用して、独自の変換ロジックを実装できます。
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mLeapは、機械学習パイプライン用のシリアル化形式および実行エンジンであり、Spark、scikit-learn、
TensorFlow パイプラインをトレーニングし、それらを MLeap Bundle と呼ばれるシリアル化されたパイプ
ラインにエクスポートするためのものです。バンドルは、バッチモードスコアリングのために Spark に逆
シリアル化したり、リアルタイム API サービスに使用するために MLeap ランタイムに逆シリアル化した
りできます。
パイプラインのコンテナは、(8080 ではなく) SAGEMAKER_BIND_TO_PORT 環境変数で指定されたポート
でリッスンします。推論パイプラインで実行する場合、 SageMaker この環境変数を自動的にコンテナに
提供します。この環境変数が存在しない場合、コンテナではデフォルトでポート 8080 が使用されます。
コンテナがこの要件に準拠していることを示すには、次のコマンドを使用して Dockerfile にラベルを追加
します。
LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true

コンテナが 2 番目のポートをリッスンする必要がある場合は、SAGEMAKER_SAFE_PORT_RANGE 環境変数
で指定された範囲内のポートを選択してください。値を次の形式で包含範囲として指定します。"XXXXYYYY"、どこXXXXそしてYYYYは複数桁の整数です。 SageMaker マルチコンテナパイプラインでこのコン
テナを実行する場合、この値が自動的に提供されます。

Note
以下を含むパイプラインでカスタム Docker イメージを使用するにはSageMaker 組み込みアルゴ
リズム、が必要ですAmazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) ポリシー。Amazon ECR
リポジトリは、 SageMakerイメージをプルする許可です。詳細については、「推論パイプライ
ンの Amazon ECR アクセス許可のトラブルシューティングを行う (p. 2585)」を参照してくださ
い。

推論パイプラインエンドポイントの作成とデプロイ
次のコードは、を使用して、Spark ML モデルと XGBoost モデルを順に使ってリアルタイム推論パイプラ
インモデルを作成してデプロイします。 SageMaker SDK。
from sagemaker.model import Model
from sagemaker.pipeline_model import PipelineModel
from sagemaker.sparkml.model import SparkMLModel
sparkml_data = 's3://{}/{}/{}'.format(s3_model_bucket, s3_model_key_prefix, 'model.tar.gz')
sparkml_model = SparkMLModel(model_data=sparkml_data)
xgb_model = Model(model_data=xgb_model.model_data, image=training_image)
model_name = 'serial-inference-' + timestamp_prefix
endpoint_name = 'serial-inference-ep-' + timestamp_prefix
sm_model = PipelineModel(name=model_name, role=role, models=[sparkml_model, xgb_model])
sm_model.deploy(initial_instance_count=1, instance_type='ml.c4.xlarge',
endpoint_name=endpoint_name)

推論パイプラインエンドポイントからのリアルタイムの推論リクエスト
次のコード例は、推論エンドポイントを呼び出して JSON 形式のリクエストペイロードを渡すことによっ
て、リアルタイムの予測を行う方法を示しています。
import sagemaker
from sagemaker.predictor import json_serializer, json_deserializer, Predictor
payload = {
"input": [
{
"name": "Pclass",
"type": "float",
"val": "1.0"
},
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},
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},
{

},
{

},
{

}

"name": "Embarked",
"type": "string",
"val": "Q"
"name": "Age",
"type": "double",
"val": "48.0"
"name": "Fare",
"type": "double",
"val": "100.67"
"name": "SibSp",
"type": "double",
"val": "1.0"
"name": "Sex",
"type": "string",
"val": "male"

}
],
"output": {
"name": "features",
"type": "double",
"struct": "vector"
}

predictor = Predictor(endpoint=endpoint_name, sagemaker_session=sagemaker.Session(),
serializer=json_serializer,
content_type='text/csv', accept='application/json'
print(predictor.predict(payload))

predictor.predict(payload) から得るレスポンスは、モデルの推論結果です。

リアルタイム推論パイプラインの例
エンドポイントをデプロイし、推論リクエストを実行し、レスポンスを逆シリアル化する方法を示す
SKLearn 予測子を使用して、この例のノートブックを実行できます。このノートブックやその他の例はア
マゾン SageMaker 例 GitHub 倉庫。

推論パイプラインでバッチ変換を実行する
データセット全体の推論を取得するには、トレーニングされたモデルに対してバッチ変換を実行します。
データセット全体に対して推論を実行するには、リアルタイム処理用として作成し、エンドポイントに
デプロイした同じ推論パイプラインモデルを、バッチ変換ジョブで使用できます。パイプライン内のバッ
チ変換ジョブを実行するには、入力データを Amazon S3 からダウンロードし、そのデータを 1 つ以上の
HTTP リクエストで推論パイプラインモデルに送信します。バッチ変換用のデータを準備する方法を示す
例については、の「セクション2-Scikit Learnを使用して未処理の住宅データを前処理する」を参照してく
ださい。アマゾン SageMaker Linear Learner サンプルノートブックを使ったマルチモデルエンドポイン
ト。Amazon についての情報 SageMaker バッチ変換、を参照してくださいバッチ変換の使用 (p. 2712)。

Note
以下を含むパイプラインでカスタム Docker イメージを使用するにはアマゾン SageMaker 組み
込みアルゴリズム、が必要ですAmazon Elastic Container Registry (ECR)。Amazon ECR リポ
ジトリは、 SageMaker イメージをプルする許可です。詳細については、「推論パイプラインの
Amazon ECR アクセス許可のトラブルシューティングを行う (p. 2585)」を参照してください。
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次の例は、を使用して変換ジョブを実行する方法を示しています。アマゾン SageMaker SDK。この例
では、model_name は SparkML と XGBoost モデルを組み合わせた推論パイプラインを指します (これ
は前の例で作成されたものです)。input_data_path で指定された Amazon S3 の場所には、ダウン
ロードして Spark ML モデルに送信する、CSV 形式の入力データが含まれます。変換ジョブが終了した
後、output_data_path で指定された Amazon S3 の場所には、XGBoost モデルによって返された出力
データが CSV 形式で含まれます。
import sagemaker
input_data_path = 's3://{}/{}/{}'.format(default_bucket, 'key', 'file_name')
output_data_path = 's3://{}/{}'.format(default_bucket, 'key')
transform_job = sagemaker.transformer.Transformer(
model_name = model_name,
instance_count = 1,
instance_type = 'ml.m4.xlarge',
strategy = 'SingleRecord',
assemble_with = 'Line',
output_path = output_data_path,
base_transform_job_name='inference-pipelines-batch',
sagemaker_session=sagemaker.Session(),
accept = CONTENT_TYPE_CSV)
transform_job.transform(data = input_data_path,
content_type = CONTENT_TYPE_CSV,
split_type = 'Line')

推論パイプラインとメトリクス
モニタリングは、Amazon の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要です。 SageMaker リ
ソースの料金を見積もることができます。推論パイプラインのパフォーマンスをモニタリングし、トラブ
ルシューティングするには、Amazon を使います。 CloudWatch ログとエラーメッセージ。 SageMaker が
提供するモニタリングツールの詳細については、「Amazon Logs An SageMaker (p. 3432)」を参照してく
ださい。

メトリクスを使用してマルチコンテナモデルをモニタリングする
推論パイプラインのマルチコンテナモデルをモニタリングするには、Amazon を使います。
CloudWatch。 CloudWatchraw データを収集して、それを読み取り可能なほぼリアルタイムのメトリクス
に変換します。 SageMakerトレーニングジョブとエンドポイントの書き込み CloudWatch でのメトリクス
およびログAWS/SageMaker名前空間。
次の表に、以下のメトリクスとディメンションの一覧を示します。
• エンドポイントの呼び出し
• トレーニングジョブ、バッチ変換ジョブ、エンドポイントインスタンス
ディメンションは、メトリクスを一意に識別する名前と値のペアです。1 メトリクスあたり最大 10 ディメ
ンションを割り当てることができます。モニタリングの詳細については CloudWatch、「」を参照してく
ださいAmazon Logs An SageMaker アマゾンと CloudWatch (p. 3432)。
エンドポイント呼び出しメトリクス
AWS/SageMaker 名前空間には、InvokeEndpoint への呼び出しからの次のリクエストメトリクスが含
まれます。
メトリクスは 1 分間隔でレポートされます。
メトリクス

説明

Invocation4XXErrors 4xx HTTP レスポンスコードを返したモデルの InvokeEndpoint リクエス
ト数。each4xxレスポンス、 SageMaker 送信アイテム1。
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メトリクス

説明
単位: なし
有効な統計: Average、Sum

Invocation5XXErrors 5xx HTTP レスポンスコードを返したモデルの InvokeEndpoint リクエス
ト数。each5xxレスポンス、 SageMaker 送信アイテム1。
単位: なし
有効な統計: Average、Sum
Invocations

モデルエンドポイントに送信された number of InvokeEndpoint リクエ
スト。
モデルエンドポイントに送信されたリクエストの合計数を得るには、Sum 統
計を使用します。
単位: なし
有効な統計: Sum、Sample Count

モデルに送信されたエンドポイント呼び出しの数、で正規
InvocationsPerInstance
化InstanceCounteachProductionVariant。 SageMaker1/
を送るnumberOfInstancesを各リクエストの値として、ここ
でnumberOfInstancesのアクティブなインスタンスの数です
ProductionVariantリクエストの時点でエンドポイントで。
単位: なし
有効な統計: Sum
ModelLatency

モデルの応答にかかった時間。これには、リクエストを送信し、モデルのコ
ンテナからレスポンスを取得するのにかかった時間と、コンテナ内で推論を
完了するのにかかった時間が含まれます。ModelLatency は、推論パイプラ
イン内のすべてのコンテナにかかった合計時間です。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average,Sum,Min,Max、サンプル数

OverheadLatency

クライアントリクエストへの応答にかかる時間に、 SageMaker オーバーヘッ
ドについて。OverheadLatencyその時から測定されます SageMaker クライ
アントにレスポンスを返すまでリクエストを受信します。ModelLatency。
オーバーヘッドのレイテンシーは、リクエストとレスポンスのペイロードサ
イズ、リクエストの頻度、リクエストの認証、認可などの要因によって異な
ります。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average、Sum、Min、Max、Sample Count
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メトリクス

説明

ContainerLatency

推論パイプラインコンテナが応答するまでにかかった時間
SageMaker。ContainerLatencyには、リクエストを送信し、モデルのコン
テナからレスポンスを取得するのにかかった時間と、コンテナ内で推論を完
了するのにかかる時間が含まれます。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average、Sum、Min、Max、Sample Count

エンドポイント呼び出しメトリクスのディメンション
ディメンション

説明

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

指定のエンドポイントおよび指定のバリアントの ProductionVariant のエ
ンドポイント呼び出しメトリクスをフィルタリングします。

推論パイプラインエンドポイントについて、 CloudWatch アカウントのコンテナごとのレイテンシーメト
リクスを次のように表示しますエンドポイントコンテナメトリクスそしてエンドポイントバリアントメト
リクス()SageMaker名前空間、次の通り。ContainerLatency メトリクスは、推定パイプラインに対し
てのみ表示されます。

レイテンシーメトリクスは、エンドポイントおよびコンテナごとに、コンテナ、エンドポイント、バリア
ント、メトリクスの名前を表示します。

トレーニングジョブ、バッチ変換ジョブ、およびエンドポイントインスタンスメトリクス
/aws/sagemaker/TrainingJobs、/aws/sagemaker/TransformJobs、/aws/sagemaker/
Endpoints 名前空間には、トレーニングジョブおよびエンドポイントインスタンスに関する以下のメト
リクスが含まれています。
メトリクスは 1 分間隔でレポートされます。

2581

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
ホスティングオプション

メトリクス

説明

CPUUtilization

インスタンスで実行中のコンテナによって使用されている CPU ユニットの割
合。値の範囲は 0%～100% で、CPU の数で乗算されます。例えば、CPU が
4 つの場合、CPUUtilization は 0%～400% になります。
トレーニングジョブの場合、CPUUtilization はインスタンスで実行中のア
ルゴリズムコンテナの CPU 使用率です。
バッチ変換ジョブの場合、CPUUtilization はインスタンスで実行中の変換
コンテナの CPU 使用率です。
マルチコンテナモデルの場合、CPUUtilization は、インスタンスで実行中
のすべてのコンテナによる CPU 使用率の合計です。
エンドポイントのバリアントの場合、CPUUtilization は、インスタンスで
実行中のすべてのコンテナの CPU 使用率の合計です。
単位: 割合 (%)

MemoryUtilization

インスタンスで実行中のコンテナによって使用されているメモリの割合。こ
の値は 0%～100% です。
トレーニングジョブの場合、MemoryUtilization は、インスタンスで実行
中のアルゴリズムコンテナによって使用されているメモリです。
バッチ変換ジョブの変換の場合、MemoryUtilization は、インスタンスで
実行中の変換コンテナによって使用されているメモリです。
マルチコンテナモデルの場合、MemoryUtilization は、インスタンスで実
行中のすべてのコンテナによって使用されているメモリの合計です。
エンドポイントのバリアントの場合、MemoryUtilization は、インスタン
スで実行中のすべてのコンテナによって使用されているメモリの合計です。
単位: 割合 (%)

GPUUtilization

インスタンスで実行中のコンテナによって使用されている GPU ユニットの
割合です。GPUUtilization の範囲は 0%～100% で、GPU の数によって乗
算されます。例えば、GPU が 4 つの場合、GPUUtilization は 0%～400%
になります。
トレーニングジョブの場合、GPUUtilization は、インスタンスで実行中の
アルゴリズムによって使用されている GPU です。
バッチ変換ジョブの場合、GPUUtilization は、インスタンスで実行中の変
換コンテナによって使用されている GPU です。
マルチコンテナモデルの場合、GPUUtilization は、インスタンスで実行中
のすべてのコンテナによって使用されている GPU の合計です。
エンドポイントのバリアントの場合、GPUUtilization は、インスタンスで
実行中のすべてのコンテナによって使用されている GPU の合計です。
単位: 割合 (%)

GPUMemoryUtilizationインスタンスで実行中のコンテナによって使用されている GPU メモリの割
合。GPUMemoryUtilization 値の範囲は 0% から 100% で、GPU の数を乗算
します。例えば、GPU が 4 つの場合、GPUMemoryUtilization は 0%～
400% になります。
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メトリクス

説明
トレーニングジョブの場合、GPUMemoryUtilization は、インスタンスで
実行中のアルゴリズムコンテナで使用されている GPU メモリです。
バッチ変換ジョブの場合、GPUMemoryUtilization は、インスタンスで実
行中の変換コンテナによって使用されている GPU メモリです。
マルチコンテナモデルの場合、GPUMemoryUtilization は、インスタンス
で実行中のすべてのコンテナによって使用されている GPU の合計です。
エンドポイントのバリアントの場合、GPUMemoryUtilization は、インス
タンスで実行中のすべてのコンテナによって使用されている GPU メモリの合
計です。
単位: 割合 (%)

DiskUtilization

インスタンスで実行されているコンテナが使っているディスク領域の割合。
DiskUtilization 0% から 100% までの範囲です。このメトリクスは、バッチ変
換ジョブではサポートされていません。
トレーニングジョブの場合、DiskUtilization は、インスタンスで実行中
のアルゴリズムコンテナで使用されているディスク容量です。
エンドポイントバリアントの場合、DiskUtilization は、インスタンスで
実行中の提供されたすべてのコンテナによって使用されているディスク容量
の合計です。
単位: 割合 (%)

トレーニングジョブ、バッチ変換ジョブ、およびエンドポイントインスタンスメトリクスのディメンショ
ン
ディメンション

説明

Host

トレーニングジョブの場合、Host の形式は [training-job-name]/
algo-[instance-number-in-cluster] になります。このディメンショ
ンを使用して、指定されたトレーニングジョブとインスタンスのインスタン
スメトリクスをフィルタリングします。このディメンション形式は、/aws/
sagemaker/TrainingJobs 名前空間にのみ存在します。
バッチ変換ジョブの場合、Host の形式は [transform-job-name]/
[instance-id] になります。このディメンションを使用して、指定さ
れたバッチ変換ジョブとインスタンスのインスタンスメトリクスをフィ
ルタリングします。このディメンション形式は、/aws/sagemaker/
TransformJobs 名前空間にのみ存在します。
エンドポイントの場合、Host の形式は [endpoint-name]/
[ production-variant-name ]/[instance-id]なります。このディメ
ンションを使用して、指定されたエンドポイント、バリアント、インスタン
スのインスタンスメトリクスをフィルタリングします。このディメンション
形式は、/aws/sagemaker/Endpoints 名前空間にのみ存在します。

トレーニングジョブ、エンドポイント、ノートブックインスタンスのライフサイクル設定をデバッグし
やすくするため、 SageMaker また、アルゴリズムコンテナ、モデルコンテナ、またはノートブックイ
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ンスタンスのライフサイクル設定が送信するものをすべて送信しますstdoutまたはstderrアマゾンへ
CloudWatch ログ。この情報を使用して、進行状況をデバッグおよび分析できます。

ログを使用して推論パイプラインをモニタリングする
次の表に、ロググループとログストリームを一覧表示します。 SageMaker. アマゾンに送る CloudWatch
ログストリーミングは、同じ出典を共有する一連のログイベントです。でのログの各ソースについて
CloudWatch 個別のログストリームが構成されます。ロググループは、保持、モニタリング、アクセス制
御について同じ設定を共有するログストリーミングのグループです。
ログ
ロググループ名

ログストリーム名

/aws/sagemaker/
TrainingJobs

[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster][epoch_timestamp]

/aws/sagemaker/
Endpoints/
[EndpointName]

[production-variant-name]/[instance-id]
[production-variant-name]/[instance-id]
[production-variant-name]/[instance-id]/[containername provided in the SageMaker model] (For Inference
Pipelines) 推論パイプラインログの場合、コンテナ名を指定しない
と、 CloudWatch はモデルでコンテナが提供される順序に対応して **
container-1、container-2 ** などを使用します。

/aws/sagemaker/
NotebookInstances

[notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook]

/aws/sagemaker/
TransformJobs

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]
[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
data-log
[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
[container-name provided in the SageMaker model] (For
Inference Pipelines) 推論パイプラインログの場合、コンテナ名を指定
しないと、 CloudWatch はモデルでコンテナが提供される順序に対応して **
container-1、container-2 ** などを使用します。

Note
SageMaker は、ライフサイクル設定でノートブックインスタンスを作成すると、/aws/
sagemaker/NotebookInstances ロググループを作成します。詳細については、「ライフサイ
クル設定スクリプトを使用したノートブックインスタンスをカスタマイズします。 (p. 201)」を
参照してください。
の詳細については SageMaker ロギング、を参照してくださいAmazon Logs SageMaker Amazon のイベン
ト CloudWatch (p. 3445)。

推論パイプラインのトラブルシューティング
推論パイプラインの問題のトラブルシューティングを行うには、 CloudWatch ログとエラーメッセージを
使用します。Amazon を含むパイプラインでカスタム Docker イメージを使用している場合 SageMaker
組み込みのアルゴリズムでは、権限の問題が発生する可能性もあります。必要な許可を付与するに
は、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) ポリシーを作成します。
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トピック
• 推論パイプラインの Amazon ECR アクセス許可のトラブルシューティングを行う (p. 2585)
• 使用アイテム CloudWatch トラブルシューティングすべきログ SageMaker 推論パイプライ
ン (p. 2585)
• エラーメッセージを使用して推論パイプラインをトラブルシューティングする (p. 2586)

推論パイプラインの Amazon ECR アクセス許可のトラブルシューティングを行う
SageMaker 組み込みアルゴリズムを含むパイプラインでカスタム Docker イメージを使用する場合
は、Amazon ECR ポリシーが必要です。このポリシーは、Amazon ECR リポジトリが次のアクセス権限
を付与できるようにします。 SageMaker イメージをプルする。このポリシーには以下のアクセス許可が
含まれています。
{

}

"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "allowSageMakerToPull",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": [
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability"
]
}
]

使用アイテム CloudWatch トラブルシューティングすべきログ SageMaker 推論パイプライン
SageMaker Amazon に推論パイプラインをデプロイするエンドポイントの、Amazon に推論パイプライン
をデプロイするコンテナログを発行します。 CloudWatch 各コンテナの次のパスにあります。
/aws/sagemaker/Endpoints/{EndpointName}/{Variant}/{InstanceId}/{ContainerHostname}

例えば、このエンドポイントのログは、次のロググループとストリームに発行されます。
EndpointName: MyInferencePipelinesEndpoint
Variant: MyInferencePipelinesVariant
InstanceId: i-0179208609ff7e488
ContainerHostname: MyContainerName1 and MyContainerName2

logGroup: /aws/sagemaker/Endpoints/MyInferencePipelinesEndpoint
logStream: MyInferencePipelinesVariant/i-0179208609ff7e488/MyContainerName1
logStream: MyInferencePipelinesVariant/i-0179208609ff7e488/MyContainerName2

ログストリーミングは、同じ出典を共有する一連のログイベントです。でのログの各ソースについて
CloudWatch 個別のログストリームが構成されます。ロググループは、保持、モニタリング、アクセス制
御について同じ設定を共有するログストリーミングのグループです。

ロググループとストリームを表示するには
1.

を開きます CloudWatch コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。
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2.

ナビゲーションページで [Logs] (ログ) を選択します。

3.

[ロググループ] で、MyInferencePipelinesEndpoint をフィルタリングします。

4.

ログストリームを確認するには、 CloudWatch ロググループページ、選
択MyInferencePipelinesEndpoint、そして検索ロググループ。

そのログのリストについては SageMaker 出版する、見る推論パイプラインとメトリクス (p. 2579)。

エラーメッセージを使用して推論パイプラインをトラブルシューティングする
推論パイプラインのエラーメッセージは、失敗したコンテナを示します。
エラーが起きた場合 SageMaker エンドポイントを呼び出している場合、サービスはModelError(エラー
コード424)。どのコンテナに障害が発生したかを示します。リクエストペイロード (前のコンテナからの
レスポンス) が 5 MB の制限を超えると、 SageMaker 次のような詳細なエラーメッセージが表示されま
す。
からの回答を受け取りました MyContainerName1、ステータスコード 200。ただし、リクエストペイロー
ドは MyContainerName1 に MyContainerName2 は 6000000 バイトで、上限の 5 MB を超えています。
コンテナが失敗した場合、ping ヘルスチェックは SageMaker エンドポイントを作成している場合、aを返
しますClientErrorまた、最後のヘルスチェックで ping チェックに失敗したすべてのコンテナを示しま
す。

Amazon の自動スケーリング SageMaker モデル
アマゾン SageMaker ホストモデルの Automatic Scaling (Auto Scaling) をサポートします。Auto
Scalingワークロードの変化に応じて、モデルにプロビジョニングされるインスタンスの数を動的に調整し
ます。ワークロードが増えると、auto Scaling はより多くのインスタンスをオンラインにします。ワーク
ロードが減ると、auto Scaling は不要なインスタンスを削除するため、使用していないプロビジョンされ
たインスタンスに対して料金が発生しないようにします。
トピック
• 前提条件 (p. 2587)
• コンソールでモデルのauto スケーリングを設定 (p. 2590)
• モデルの登録 (p. 2591)
• スケーリングポリシーを定義する (p. 2592)
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• スケーリングポリシーを適用する (p. 2594)
• スケーリングポリシーを編集する (p. 2596)
• スケーリングポリシーを削除する (p. 2597)
• クエリエンドポイントの自動スケーリング履歴 (p. 2598)
• Automatic Scaling を使用するエンドポイントを更新または削除する (p. 2600)
• auto Scaling 設定の負荷テスト (p. 2601)
• 使用アイテムAWS CloudFormationauto スケーリングポリシーを更新するには (p. 2602)

前提条件
auto Scaling を使用するには、事前に Amazon を作成しておく必要があります SageMaker モデルのデプ
ロイ デプロイされたモデルは、本番稼動用バリアントと呼ばれます。これには、モデルとそのホストに使
用されるリソースに関する情報が含まれます。
モデルのエンドポイントのデプロイの詳細については、「SageMaker ホスティングサービスにモデルをデ
プロイする (p. 85)」を参照してください。
モデルのauto スケーリングを有効にするには、コンソールを使用します。AWS CLI、またはアプリケー
ションの Auto Scaling API。やってみるのがオススメですコンソールでモデルのauto スケーリングを設
定 (p. 2590)要件をよく理解し、初めての auto Scaling 設定をテストします。AWS CLI または Application
Auto Scaling フローを使用してモデルを登録する場合、スケーリングポリシーを定義して適用します。以
下の概要では、アプリケーションの Auto Scaling で使用される前提条件とコンポーネントについて詳しく
説明します。

Auto Scaling ポリシーの概要
Automatic Scaling を使用するには、Amazon を使用するスケーリングポリシーを定義して適用します。
CloudWatch割り当てた指標と目標値。自動スケーリングでは、ポリシーを使用し、実際のワークロードに
応じてインスタンス数を増減します。
AWS Management Console を使用し、事前定義されたメトリクスに基づいてスケーリングポリシーを適
用できます。事前定義されたメトリクスは列挙型で定義されるため、それをコード内に名前で指定する
か、AWS Management Console で使用できます。代わりに、AWS Command Line Interface (AWS CLI) ま
たは Application Auto Scaling API を使用し、事前定義されたメトリクスまたはカスタムメトリクスに基づ
いてスケーリングポリシーを適用することもできます。
サポートされるスケーリングポリシーには、ターゲットトラッキングスケーリングとステップスケーリン
グの 2 種類があります。Aauto O Scaling の設定には、ターゲット追跡スケーリングポリシーを使用するこ
とをお勧めします。ターゲット追跡スケーリングポリシーを設定するには、事前定義されたメトリクスか
カスタムメトリクス、およびそのメトリクスのターゲット値を指定します。Application Auto Scaling ター
ゲット追跡スケーリングポリシーの詳細については、「Application Auto Scaling のターゲット追跡スケー
リングポリシー」を参照してください。
ステップスケーリングは、デプロイするインスタンスの数や条件を指定するなど、高度な設定が必要な場
合に使用できます。それ以外の場合は、完全に自動化されるため、ターゲット追跡スケーリングの使用が
優先されます。Application Auto Scaling ステップスケーリングポリシーの詳細については、「Application
Auto Scaling のステップスケーリングポリシー」を参照してください。
スケーリングポリシーには、次のコンポーネントがあります。
• ターゲットメトリクス CloudWatch メトリクス SageMaker オートスケーリングは、を使用して、ス
ケーリングするタイミングと量を決定します。
• 最小キャパシティーと最大キャパシティー - スケーリングに使用されるインスタンスの最小数および最
大数。
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• クールダウン期間 – スケールインまたはスケールアウトアクティビティが完了してから別のスケールア
ウトアクティビティが開始されるまでの時間 (秒)。
• 必要なアクセス許可 - オートスケーリングのアクションを実行するために必要なアクセス許可。
• サービスにリンクされたロール - AWS Identity and Access Management (IAM) ロールは、特
定の AWS サービスにリンクされています。サービスにリンクされたロールには、サービス
が他ののサービスを呼び出すために必要なすべての権限が含まれますAWSユーザーの代わり
にサービスを提供します。 SageMaker 自動スケーリングはこのロールを自動的に生成しま
す。AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint、あなたのために。

auto Scaling のターゲットメトリ
アマゾン CloudWatch アラームがスケーリングポリシーをトリガーし、これにより設定したメトリクスと
ターゲット値に基づいてスケーリングを調整する方法が計算されます。スケーリングポリシーは、指定さ
れたターゲット値、またはそれに近い値にメトリクスを維持するため、必要に応じてエンドポイントのイ
ンスタンスを追加または削除します。さらに、スケーリングポリシーはワークロードに変動があるときに
メトリクスの変動も調整します。スケーリングポリシーはモデルで利用可能なインスタンスの数の急激な
変動を最小限にします。
たとえば、事前定義された InvocationsPerInstance メトリクスのターゲット値を 70 に設定する
と、InvocationsPerInstance を 70 または 70 近くに維持できます。

最小容量と最大容量
モデルのエンドポイントインスタンスの最大数を指定できます。最大値は、エンドポイントのインスタン
スの最小数に指定された値以上である必要があります。 SageMaker オートスケーリングでは、この値に
制限が適用されません。
また、モデルの最小インスタンス数も指定する必要があります。この値は 1 以上で、エンドポイントのイ
ンスタンスの最大数に指定された値以下である必要があります。
通常のトラフィックに必要なインスタンスの最小数と最大数を決定するには、モデルに対するトラフィッ
クの予想レートで auto Scaling の設定をテストします。

Important
スケールインはトラフィックがない場合に発生します。バリアントのトラフィックがゼロになる
と、 SageMaker 指定されたインスタンスの最小数に自動的にスケールインします。この場合、
SageMaker 値がゼロのメトリクスが出力されます。最小インスタンス数は 1 以上である必要があ
ります。

クールダウン期間
クールダウン期間を追加して、スケーリングポリシーの応答性を調整します。クールダウン期間は、モデ
ルのスケールイン (インスタンスの削減) またはスケールアウト (インスタンスの増加) のタイミングを制御
します。これは、期間が終了するまで後続のスケールインまたはスケールアウトリクエストをブロックす
ることによって行われます。これにより、スケールインのリクエストについてはインスタンスが削除され
るペース、スケールアウトのリクエストについてはインスタンスが作成されるペースが低下します。クー
ルダウン期間により、前のスケーリングアクティビティが有効になる前に、追加のインスタンスを起動ま
たは停止することがなくなります。自動スケーリングは、スケーリングポリシーを使用して動的にスケー
ルした後、クールダウン期間が完了するのを待ってからスケーリングアクティビティを再開します。
自動スケーリングポリシーのクールダウン期間を設定します。以下のクールダウン期間を指定できます。
• スケールインアクティビティは、インスタンスの数を削減します。スケールインのクールダウン期間
は、スケールインアクティビティが完了してから別のスケールインアクティビティが開始されるまでの
時間 (秒) を指定します。
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• スケールアウトアクティビティは、インスタンスの数を増やします。スケールアウトのクールダウン期
間は、スケールアウトアクティビティが完了してから別のスケールアウトアクティビティが開始される
までの時間 (秒) を指定します。
スケールインやスケールアウトのクールダウン期間を指定しない場合、自動スケーリングはデフォルト値
(それぞれ 300 秒) を使用します。
自動スケーリングの設定をテストしたときに、インスタンスが追加または削除されるペースが速すぎる場
合は、この値を増やすことを検討してください。この動作は、モデルへのトラフィックに大量のスパイク
があるか、バリアントに対して複数のオートスケーリングポリシーを定義した場合に見られます。
インスタンスが追加されるペースが増加したトラフィックに対処するのに十分でない場合は、この値を減
らすことを検討してください。

許可
-SagemakerFullAccessPolicyIAM ポリシーには、auto Scaling を実行するために必要なすべての IAM
アクセス許可が付与されています。の詳細については、 SageMaker IAM アクセス許可。SageMaker ロー
ル (p. 3302)。
カスタムアクセス許可ポリシーを使用している場合は、次のアクセス許可を含める必要があります。
{

}

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities"
],
"Resource": "*"
{
"Action": [
"application-autoscaling:*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

{

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource":
"arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
"Condition": {
"StringLike": { "iam:AWSServiceName": "sagemaker.applicationautoscaling.amazonaws.com" }
}
}
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:DeleteAlarms"
],
"Resource": "*"
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サービスにリンクされたロール
Auto Scaling ではAWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpointサービスに
リンクされたロール。自動的に作成されます。サービスにリンクされたロールは、AWS のサービスに直接
リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、サービスによって事前
定義されており、お客様の代わりにサービスから他の AWS サービスを呼び出す必要のあるアクセス許可
がすべて含まれています。詳細については、「サービスにリンクされたロール」を参照してください。

コンソールでモデルのauto スケーリングを設定
コンソールを使用してモデルのauto スケーリングを設定するには
1.

Amazonを開きます。 SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

ナビゲーションペインで、[Inference] を開き [] を選択します。エンドポイント。

3.

設定するエンドポイントを選択します。

4.

[Endpoint runtime settings (エンドポイントのランタイム設定)] で、設定するモデルバリアントを選択
します。

5.

[エンドポイントのランタイム設定] で [Auto Scaling の設定] を選択します。
[バリアントの自動スケーリングの設定] ページが表示されます。

6.

[最小キャパシティー] に、スケーリングポリシーが維持する必要があるインスタンスの最小数を入力
します。少なくとも 1 つのインスタンスが必要です

7.

[最大キャパシティー] に、スケーリングポリシーが維持する必要があるインスタンスの最大数を入力
します。

8.

ターゲット値については、モデルの 1 分あたりのインスタンスごとの平均呼び出し回数を入力しま
す。この値を確認するには、「負荷テスト (p. 2601)」のガイドラインに従います。
Application Auto Scaling はメトリクスが指定した値に近くなるようにインスタンスを追加または削除
します。

9.

[Scale-in cool down (seconds) (スケールインのクールダウン (秒))] と [Scale-out cool down (seconds)
(スケールアウトのクールダウン (秒))] に、それぞれのクールダウン期間の秒数を入力します。リスト
内の順番は、重要なものまたは適用された順のいずれかをベースとすると仮定しています。

10. 選択スケールインを無効化するスケーリングポリシーでバリアントインスタンスが削除されないよ
うにするには、トラフィックの増加に対応するためにバリアントをスケールアウトしたいが、トラ
フィックが減少したときにインスタンスを削除してコストを削減することは考えていない場合は、ス
ケールインアクティビティを無効にしてください。
スケールアウトアクティビティは、スケーリングポリシーが必要に応じてエンドポイントインスタン
スを作成できるように、常に有効にしておきます。
11. [Save] (保存) を選択します。
この手順では、Application Auto Scaling を使用してモデルをスケーラブルなターゲットとして登録しま
す。モデルを登録するときに、Application Auto Scaling は検証チェックを実行して、次のことを確認しま
す。
• モデルが存在する
• アクセス許可が十分である
• T2 などのパフォーマンスをバースト可能なインスタンスであるインスタンスを持つバリアントを登録し
ない

Note
SageMaker T2 などのバースト可能なインスタンスは増加したワークロード下でのキャパシ
ティー増にすでに対応しているため、それらのインスタンスのauto スケーリングはサポートし
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ていません。パフォーマンスをバースト可能なインスタンスの詳細については、Amazon EC2
インスタンスタイプを参照してください。

モデルの登録
モデルにauto スケーリングを追加するにはAWS CLIまたはApplication Auto Scaling API。最初にモデルを
登録し、次に AUTO Scaling ポリシーを定義する必要があります。

AWS CLI でモデルを登録する
の使用AWS CLIでは、事前定義されたメトリクスまたはカスタムメトリクスに基づいて auto Scaling を設
定できます。
エンドポイントを登録するには、次のパラメータで register-scalable-target AWS CLI コマンドを
使用します。
• --service-namespace— この値はに設定します。sagemaker。
• --resource-id - モデルのリソース識別子 (具体的には本番稼働用バリアント)。このパラメータ
では、リソースタイプは endpoint で、一意の識別子は本番稼働用バリアントの名前です。例:
endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant。
• --scalable-dimension— この値はに設定しま
す。sagemaker:variant:DesiredInstanceCount。
• --min-capacity - このモデルのインスタンスの最小数。min-capacity を 1 以上に設定しま
す。max-capacity で指定した値以下にする必要があります。
• --max-capacity - Application Auto Scaling が管理する必要があるインスタンスの最大数。maxcapacity は 1 以上、および min-capacity に指定された値以上である必要があります。

Example
次の例では、1～8 個のインスタンスを持つように動的にスケーリングされる、MyVariant という名前の
モデルを登録する方法を示します。
aws application-autoscaling register-scalable-target \
--service-namespace sagemaker \
--resource-id endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant \
--scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount \
--min-capacity 1 \
--max-capacity 8

Application Auto Scaling API でモデルを登録する
モデルのスケーリング制限を定義するには、モデルを Application Auto Scaling に登録します。Application
Auto Scaling は、本番稼働用バリアントの数を自動的にスケールします。
モデルを Application Auto Scaling に登録するには、次のパラメータを指定して
RegisterScalableTarget Application Auto Scaling API アクションを使用します。
• ServiceNamespace— この値はに設定します。sagemaker。
• ResourceID - 本番稼働用バリアントのリソース識別子。このパラメータでは、リソースタイプは
endpoint で、一意の識別子はバリアントの名前 (endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant な
ど) です。
• ScalableDimension— この値はに設定します。sagemaker:variant:DesiredInstanceCount。
• MinCapacity – Application Auto Scaling で管理するインスタンスの最小数。この値は 1 以上、および
MaxCapacity に指定された値以下である必要があります。
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• MaxCapacity – Application Auto Scaling で管理するインスタンスの最大数。この値は 1 以上、および
MinCapacity に指定された値以上である必要があります。

Example
次の例は、を登録する方法を解説しています。 SageMaker 1 ～ 8 個のインスタンスを使用するように動的
にスケーリングされるプロダクションバリアント
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.RegisterScalableTarget
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{

}

"ServiceNamespace": "sagemaker",
"ResourceId": "endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant",
"ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
"MinCapacity": 1,
"MaxCapacity": 8

スケーリングポリシーを定義する
スケーリングポリシーのメトリクスとターゲット値を指定するには、ターゲット追跡スケーリングポリ
シーを設定します。事前定義されたメトリクスまたはカスタムメトリクスのいずれかを使用できます。
スケーリングポリシー設定は JSON ブロックで表現されます。スケーリングポリシー設定を JSON ブロッ
クとしてテキストファイルに保存します。このテキストファイルは、AWS CLI または アプリケーション
の Auto Scaling API を呼び出す際に使用します。ポリシー設定構文の詳細については、Application Auto
Scaling API リファレンスの「TargetTrackingScalingPolicyConfiguration」を参照してくださ
い。
ターゲット追跡スケーリングポリシー設定を定義するには、次のオプションを使用できます。

事前定義メトリクスを使用する
バリアントのターゲット追跡スケーリングポリシーを時間をかけずに定義するには、事
前定義された SageMakerVariantInvocationsPerInstance メトリクスを使用しま
す。SageMakerVariantInvocationsPerInstance は、バリアントの各インスタンスの 1 分あたりの
呼び出しの平均回数です。このメトリクスを使用することを強く推奨します。
スケーリングポリシーで事前定義されたメトリクスを使用するには、スケーリングポリシー
のターゲット追跡設定を作成します。ターゲット追跡設定に、事前定義されたメトリクスの
PredefinedMetricSpecification と、そのメトリクスのターゲット値の TargetValue が含まれて
いる必要があります。

Example
次の例では、バリアントのターゲット追跡スケーリングの一般的なポリシー設定について説明します。こ
の設定では、事前定義された SageMakerVariantInvocationsPerInstance メトリクスを使用してバ
リアントのインスタンス数を調整し、各インスタンスの InvocationsPerInstance メトリクスが 70 に
なるようにします。
{
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}

"TargetValue": 70.0,
"PredefinedMetricSpecification":
{
"PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
}

カスタムメトリクスを使用する
カスタム要件を満たすようにターゲット追跡スケーリングポリシーを定義する必要がある場合は、カスタ
ムメトリクスを定義します。スケーリングに比例して変動する本番稼働用バリアントのメトリクスに基づ
いて、カスタムメトリクスを定義することができます。
すべてではない SageMaker メトリクスはターゲット追跡に使用できます。メトリクスは、有効な使用率
メトリクスで、インスタンスの使用頻度を示す必要があります。バリアントのインスタンス数に反比例し
てメトリクスの値を増減する必要があります。つまり、インスタンス数が増えるときはメトリクスの値が
減る必要があります。

Important
自動スケーリングを本稼働環境にデプロイする前に、カスタムメトリクスを使用して自動スケー
リングをテストする必要があります。

Example
次の例は、スケーリングポリシーのターゲット追跡設定を示します。この設定では、my-variant という
名前のバリアントについて、カスタムメトリクスが CPU 平均使用率 50% に基づいてそのバリアントを全
インスタンスにわたって調整します。
{

}

"TargetValue": 50,
"CustomizedMetricSpecification":
{
"MetricName": "CPUUtilization",
"Namespace": "/aws/sagemaker/Endpoints",
"Dimensions": [
{"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" },
{"Name": "VariantName","Value": "my-variant"}
],
"Statistic": "Average",
"Unit": "Percent"
}

オンラインでの説明可能性の指標を使う
このガイドでは、メトリクスを使用してエンドポイントのスケーリングを追跡する方法
を、オンラインで簡単に説明します。エンドポイントがオンライン説明機能を有効にする
と、ExplanationsPerInstance1 分あたり、インスタンスごとに、説明されたレコードの平均数を出
力するメトリック異形。説明記録のリソース使用率は、予測記録とは大きく異なる場合があります。オン
ラインでの説明可能性を有効にしたエンドポイントのターゲット追跡スケーリングには、このメトリクス
を使用することを強くお勧めします。
スケーリングポリシー内でこのオンライン説明可能性メトリクスを使用するには、ターゲットの追跡設定
を作成します。トラッキング設定には、CustomizedMetricSpecificationカスタムメトリックス用
とTargetValue目標値について。
を使用するポリシー設定の例を次に示します。ExplanationsPerInstance。バリアントインスタンス
の数を調整して、各インスタンスがExplanationsPerInstance20のメトリクス。
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{

}

"TargetValue": 20,
"CustomizedMetricSpecification":
{
"MetricName": "ExplanationsPerInstance",
"Namespace": "AWS/SageMaker",
"Dimensions": [
{"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" },
{"Name": "VariantName","Value": "my-variant"}
],
"Statistic": "Sum"
}

Application Auto Scalingスケーラブルなターゲットに対して複数のターゲット追跡スケーリングポリシー
を適用できます。の追加に関する考慮事項についてInvocationsPerInstanceからの方針定義済み
のメトリクスセクション (に加えてExplanationsPerInstance方針)。たとえば、ほとんどの呼び出
しでしきい値が設定されているために説明が返されない場合EnableExplanationsパラメータを指定
すると、エンドポイントはInvocationsPerInstance方針。説明が多数ある場合、エンドポイント
はExplanationsPerInstance方針。

クールダウン期間を追加する
モデルのスケールアウトのクールダウン期間を追加するには、ScaleOutCooldown の値を秒単位で指定
します。同様に、モデルのスケールインのクールダウン期間を追加するには、ScaleInCooldown の値を
秒単位で指定します。ScaleInCooldown と ScaleOutCooldown の詳細については、Application Auto
Scaling API リファレンスの「TargetTrackingScalingPolicyConfiguration」を参照してくださ
い。

Example
次に、スケーリングポリシーのターゲット追跡設定の例を示します。この設定では、事前定義された
SageMakerVariantInvocationsPerInstance メトリクスを使用して、バリアントの全インスタンス
の平均 70 に基づいてそのスケーリングを調整します。この構成では、10 分間のスケールインのクールダ
ウン期間と 5 分間のスケールアウトのクールダウン期間が提供されます。
{

}

"TargetValue": 70.0,
"PredefinedMetricSpecification":
{
"PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
},
"ScaleInCooldown": 600,
"ScaleOutCooldown": 300

スケーリングポリシーを適用する
モデルを登録してスケーリングポリシーを定義した後に、そのスケーリングポリシーを登録されたモデル
に適用します。スケーリングポリシーを適用する際には、AWS CLI または Application Auto Scaling API を
使用できます。

スケーリングポリシーを適用する (Application Auto Scaling API)
スケーリングポリシーをモデルに適用するには、put-scaling-policy AWS CLI コマンドを次のパラ
メータとともに使用します。
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• --policy-name - スケーリングポリシーの名前。
• --policy-type - この値は に設定します。TargetTrackingScaling
• --resource-id - バリアントのリソース識別子。このパラメータでは、リソースタイプは endpoint
で、一意の識別子はバリアントの名前です。例endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant。
• --service-namespace— この値はに設定します。sagemaker。
• --scalable-dimension - この値は に設定しま
す。sagemaker:variant:DesiredInstanceCount
• --target-tracking-scaling-policy-configuration—モデルに使用するターゲット追跡スケー
リングポリシー設定。

Example
次の例では、Application Auto Scaling を使用して、myscalablepolicy というターゲット追跡スケーリ
ングポリシーを myscalablevariant という名前のモデル (バリアント) に適用します。ポリシー設定は
config.json という名前のファイルに保存されます。
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
--policy-name myscalablepolicy \
--policy-type TargetTrackingScaling \
--resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant \
--service-namespace sagemaker \
--scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json

スケーリングポリシーを適用する (Application Auto Scaling API)
Application Auto Scaling API を使用してスケーリングポリシーをバリアントに適用するには、次のパラ
メータを指定して PutScalingPolicy Application Auto Scaling API オペレーションを使用します。
• PolicyName - スケーリングポリシーの名前。
• ServiceNamespace— この値はに設定します。sagemaker。
• ResourceID - バリアントのリソース識別子。このパラメータでは、リソースタイプは endpoint で、
一意の識別子はバリアントの名前です。例: endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant。
• ScalableDimension— この値はに設定します。sagemaker:variant:DesiredInstanceCount。
• PolicyType— この値はに設定します。TargetTrackingScaling。
• TargetTrackingScalingPolicyConfiguration— バリアントに使用するターゲット追跡スケーリ
ングポリシー設定。

Example
次の例では、Application Auto Scaling を使用して、myscalablepolicy というターゲット追跡ス
ケーリングポリシーを myscalablevariant という名前のバリアントに適用します。事前定義された
SageMakerVariantInvocationsPerInstance メトリクスに基づいてポリシー設定を使用します。
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
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}

"PolicyName": "myscalablepolicy",
"ServiceNamespace": "sagemaker",
"ResourceId": "endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant",
"ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
"PolicyType": "TargetTrackingScaling",
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
"TargetValue": 70.0,
"PredefinedMetricSpecification":
{
"PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
}
}

スケーリングポリシーを編集する
でスケーリングポリシーを編集できます。AWS Management Console、AWS CLI、またはアプリケーショ
ンの Auto Scaling API。

スケールイン
スケールインはトラフィックがない場合に発生します。バリアントのトラフィックがゼロになると、
SageMaker 指定されたインスタンスの最小数に自動的にスケールインします。この場合、 SageMaker 値
がゼロのメトリクスが出力されます。最小インスタンス数は 1 以上である必要があります。

スケールインアクティビティを無効化する
スケールインアクティビティを無効にすることにより、バリアントでターゲット追跡スケーリングポリ
シー設定がスケーリングされないようにできます。スケールインアクティビティを無効にすると、スケー
リングポリシーによってインスタンスは削除されることなく、必要に応じて作成されます。
モデルのスケールインアクティビティのスケールインアクティビティ
をアクティブまたは非アクティブにするには、次のブール値を指定しま
す。DisableScaleIn。DisableScaleIn の詳細については、Application Auto Scaling API リファレン
スの 「TargetTrackingScalingPolicyConfiguration」を参照してください。

Example
以下は、スケールアウトするがスケールインしないスケーリングポリシーのターゲット追跡設定の例で
す。この設定では、SageMakerVariantInvocationsPerInstance 定義済みのメトリクスは、モデル
が使用されているすべてのインスタンスで平均 70 回の呼び出し (推論リクエスト) に基づいてスケールア
ウトされます。この設定では、スケーリングポリシーのスケールインアクティビティのスケールインアク
ティビティも無効になります。
{

}

"TargetValue": 70.0,
"PredefinedMetricSpecification":
{
"PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
},
"DisableScaleIn": true

スケールアウト
手動でスケールアウトするには、最小容量を調整します。コンソールを使用してこの値を更新でき
ます。または、 --min-capacity 引数で AWS CLI を使用するか、Application Auto Scaling API の
MinCapacity パラメータを使用します。
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スケールアウトアクティビティを非アクティブ化
スケールアウトを防ぐには、最大容量を調整します。コンソールを使用してこの値を更新できます。また
は、 --max-capacity 引数で AWS CLI を使用するか、Application Auto Scaling API の MaxCapacity
パラメータを使用します。

スケーリングポリシーを編集する (コンソール)
AWS Management Consoleを使用してスケーリングポリシーを編集するには、コンソールでモデルのauto
スケーリングを設定 (p. 2590)ときに使用した同じ手順を使用します。

スケーリングポリシーを編集する (AWS CLI または Application Auto Scaling API)
AWS CLI または アプリケーションの Auto Scaling API を使用して、スケーリングポリシーを適用するの
と同じ方法でスケーリングポリシーを編集できます。
• AWS CLI を使用する場合は、編集するポリシーの名前を --policy-name パラメータで指定します。
変更するパラメータに新しい値を指定します。
• Application Auto Scaling API を使用する場合、編集するポリシーの名前を PolicyName パラメータで指
定します。変更するパラメータに新しい値を指定します。
詳細については、「スケーリングポリシーを適用する (p. 2594)」を参照してください。

スケーリングポリシーを削除する
を使用してスケーリングポリシーを削除できます。AWS Management Console、AWS CLI、またはアプリ
ケーションの Auto Scaling API。モデルのエンドポイントを更新する場合は、スケーリングポリシーを削
除する必要があります。

スケーリングポリシーを削除する (コンソール)
Automatic Scaling ポリシーを削除するには（コンソール）
1.

Amazonを開きます。 SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

ナビゲーションペインで、[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。

3.

自動スケーリングを削除するエンドポイントを選択します。

4.

[エンドポイントのランタイム設定] で、設定するバリアントを選択します。

5.

[Auto Scaling の設定] を選択します。

6.

[Auto Scaling の登録解除] を選択します。

スケーリングポリシーを削除する (AWS CLI または Application Auto Scaling API)
以下を使用できますAWS CLIまたはアプリケーションの Auto Scaling API を使用して、バリアントからス
ケーリングポリシーを削除します。

を使用したスケーリングポリシーの削除AWS CLIまたはApplication Auto Scaling API
スケーリングポリシーをバリアントから削除するには、delete-scaling-policy AWS CLI コマンドを
次のパラメータとともに使用します。
• --policy-name - スケーリングポリシーの名前。
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• --resource-id - バリアントのリソース識別子。このパラメータでは、リソースタイプは endpoint
で、一意の識別子はバリアントの名前です。例: endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant。
• --service-namespace— この値はに設定します。sagemaker。
• --scalable-dimension— この値はに設定しま
す。sagemaker:variant:DesiredInstanceCount。

Example
次の例では、myscalablepolicy というターゲット追跡スケーリングポリシーを myscalablevariant
という名前のバリアントから削除します。
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
--policy-name myscalablepolicy \
--resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant \
--service-namespace sagemaker \
--scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount

スケーリングポリシーを削除する (Application Auto Scaling API)
スケーリングポリシーをバリアントから削除するには、DeleteScalingPolicy Application Auto Scaling
API アクションを次のパラメータとともに使用します。
• PolicyName - スケーリングポリシーの名前。
• ServiceNamespace— この値はに設定します。sagemaker。
• ResourceID - バリアントのリソース識別子。このパラメータでは、リソースタイプは endpoint で、
一意の識別子はバリアントの名前です。例: endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant。
• ScalableDimension— この値はに設定します。sagemaker:variant:DesiredInstanceCount。

Example
次の例では、Application Auto Scaling API を使用して、myscalablepolicy というターゲット追跡ス
ケーリングポリシーを myscalablevariant という名前のバリアントから削除します。
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeleteScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{

}

"PolicyName": "myscalablepolicy",
"ServiceNamespace": "sagemaker",
"ResourceId": "endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant",
"ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"

クエリエンドポイントの自動スケーリング履歴
DescribeScalingActivities を使用すると、エンドポイントのスケーリングアクティビティのステー
タスを表示できます。DescribeScalingActivities は、指定された名前空間における過去 6 週間のス
ケーリングアクティビティに関する説明を提供します。
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エンドポイントの Auto Scaling アクションをクエリする方法
Auauto Scaling エンドポイントに次のクエリを実行するDescribeScalingActivities。その際に
は、ServiceNameSpace パラメータを指定します。ServiceNameSpace は、リソースを提供する AWS
サービスの名前になります。
有効なサービス名の値には次のようなものがあります。
ecs | elasticmapreduce | ec2 | appstream | dynamodb | rds | sagemaker | customresource | comprehend | lambda | cassandra
このような状況では、ServiceNameSpace を sagemaker に設定する必要があります。
以下の AWS CLI コマンドを使用すると、スケーリングポリシーが設定されているすべての sagemaker
エンドポイントの詳細が表示されます。
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
--service-namespace sagemaker

特定のエンドポイントは、ResourceId を使用して検索できます。
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
--service-namespace sagemaker \
--resource-id endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>

このコマンドを実行すると、以下のような出力が返されます。
{

}

"ActivityId": "activity-id",
"ServiceNamespace": "sagemaker",
"ResourceId": "endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>",
"ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
"Description": "string",
"Cause": "string",
"StartTime": timestamp,
"EndTime": timestamp,
"StatusCode": "string",
"StatusMessage": "string"

ブロックされている auto Scaling をインスタンスクォータから特定
スケールアウトまたはインスタンスを追加したときに、アカウントレベルのインスタンスクォータに達し
てしまうことがあります。DescribeScalingActivities を使用すると、インスタンスのクォータに達
したかどうかを確認できます。クォータを超過すると、オートスケーリングがブロックされます。
インスタンスのクォータに達したかどうかを確認するには、ResourceId を指定した前述の例のよう
に、AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
--service-namespace sagemaker \
--resource-id endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>

返される構文内の StatusCode と StatusMessage のキーおよびそれに関連付けられている値を確認
します。StatusCode は Failed を返します。StatusMessage 内には、アカウントレベルのサービス
クォータに達したことを示すメッセージがあります。以下に示しているのは、メッセージの具体的な例で
す。
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{

"ActivityId": "activity-id",
"ServiceNamespace": "sagemaker",
"ResourceId": "endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>",
"ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
"Description": "string",
"Cause": "minimum capacity was set to 110",
"StartTime": timestamp,
"EndTime": timestamp,
"StatusCode": "Failed",
"StatusMessage": "Failed to set desired instance count to 110. Reason: The
account-level service limit 'ml.xx.xxxxxx for endpoint usage' is 1000
Instances, with current utilization of 997 Instances and a request delta
of 20 Instances. Please contact AWS support to request an increase for this
limit. (Service: AmazonSageMaker; Status Code: 400;
Error Code: ResourceLimitExceeded; Request ID: request-id)."

}

Automatic Scaling を使用するエンドポイントを更新または削除
する
トピック
• Automatic Scaling を使用するエンドポイントを更新する (p. 2600)
• Automatic Scaling に設定されたエンドポイントを削除する (p. 2601)

Automatic Scaling を使用するエンドポイントを更新する
エンドポイントを更新すると、そのエンドポイント上のモデルが Automatic Scaling の対象となっているか
どうかを Application Auto Scaling がチェックします。更新により Automatic Scaling の対象となっている
いずれかのモデルのインスタンスタイプが変更される場合、更新は失敗します。
AWS Management Console に、更新する前に Automatic Scaling からそのモデルの登録を解除すること
を要求する警告が表示されます。UpdateEndpoint API を呼び出してエンドポイントの更新を試行する
と、呼び出しが失敗します。エンドポイントを更新する前に、を呼び出して、そのエンドポイントに設定
されているスケーリングポリシーをすべて削除しますDeleteScalingPolicyApplication Auto Scaling API ア
クションしてから呼び出すDeregisterScalableTargetバリアントをスケーラブルなターゲットとして登録解
除する。エンドポイントを更新した後に、バリアントをスケーラブルなターゲットとして登録し、更新さ
れたバリアントに自動スケーリングポリシーをアタッチしできます。
1 つ例外があります。オートスケーリングの対象に設定されたバリアントのモデルを変更した場
合、Amazon SageMaker 自動スケーリングは更新を可能にします。これは、一般的にはモデルを変更して
も、自動スケーリング動作を変更するほどパフォーマンスには影響を及ぼさないからです。自動スケーリ
ングの対象として構成されているバリアントのモデルを更新した場合、そのモデルへの変更がパフォーマ
ンスと自動スケーリング動作に大幅に影響しないことを確認する必要があります。
更新するとき SageMaker オートスケーリングが適用されたエンドポイントは、次のステップを行いま
す。

自動スケーリングが適用されたエンドポイントを更新するには
1.
2.

を呼び出して、エンドポイントをスケーラブルターゲットとして登録解除しま
すDeregisterScalableTarget。
自動スケーリングは、更新オペレーションの進行中 (または前のステップで自動スケーリングをオフ
にした場合) はブロックされるため、更新中にエンドポイントのインスタンス数を増やすという追加
の予防措置を講じることができます。そのためには、UpdateEndpointWeightsAndCapacities
を呼び出して、エンドポイントでホストされている本番稼働用バリアントのインスタンスの数を更新
します。
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3.

レスポンスの EndpointStatus フィールドが InService になるまで、DescribeEndpoint を繰
り返し呼び出します。

4.

DescribeEndpointConfig を呼び出して、現在のエンドポイント設定の値を取得します。

5.

CreateEndpointConfig を呼び出して、新しいエンドポイント設定を作成します。既存のインスタ
ンスの数または重量を維持したいプロダクションバリアントには、への呼び出しからの応答と同じバ
リアント名を使用してくださいDescribeEndpointConfig前のステップで。他のすべての値につい
ては、前のステップで DescribeEndpointConfig を呼び出したときにレスポンスとして取得した
値を使用します。

6.

UpdateEndpoint を呼び出してエンドポイントを更新します。前のステップで作成したエンドポ
イント設定を EndpointConfig フィールドとして指定します。インスタンス数や重みなどのバ
リアントプロパティを保持する場合、RetainAllVariantProperties パラメータの値を True
に設定します。これにより、同じ名前の本番稼働用バリアントが、新しい EndpointConfig の
InitialInstanceCount フィールドの値に関係なく、DescribeEndpoint の呼び出しの応答から
取られた最新の DesiredInstanceCount で更新されるように指定されます。

7.

(オプション) を呼び出して自動スケーリングを再度有効にするRegisterScalableTarget。

Note
ステップ 1 と 7 は、次の変更でエンドポイントを更新する場合のみ必要です。
• 自動スケーリングが設定されている本番稼働用バリアントのインスタンスタイプを変更する
• 自動スケーリングが設定されている本番稼働用バリアントを削除する。

Automatic Scaling に設定されたエンドポイントを削除する
エンドポイントを削除すると、そのエンドポイント上のモデルがオートスケーリングの対象となってい
るかどうかを Application Auto Scaling がチェックします。モデルの登録を解除するアクセス許可がある
場合、Application Auto Scaling はそれらのモデルのスケーラブルなターゲットとしての登録を通知なし
に解除します。権限を与えないカスタムアクセス権限ポリシーを使用する場合DeleteScalingPolicyそし
てDeregisterScalableTargetアクションでは、エンドポイントを削除する前に、自動スケーリングポリシー
を削除し、スケーラブルターゲットを登録解除する必要があります。

Note
ある IAM ユーザーがエンドポイント上のバリアントに対して自動スケーリングを設定した場合、
別の IAM にはそのエンドポイントを削除する十分なアクセス許可がないことがあります。

auto Scaling 設定の負荷テスト
負荷テストを実行して、意図した通りに動作する自動スケーリング設定を選択します。
Amazon のオートスケーリングを最適化するための負荷テストの例について SageMaker エンドポイン
ト、を参照してくださいAmazon の負荷テストと最適化 SageMaker 自動スケーリングを使用するエンド
ポイント。
次の負荷テスト用のガイドラインでは、事前定義されたターゲットメトリクス
SageMakerVariantInvocationsPerInstance を使用する自動スケーリングポリシーの使用を想定し
ています。
トピック
• パフォーマンス特性を明確にする (p. 2602)
• ターゲットの負荷を計算する (p. 2602)
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パフォーマンス特性を明確にする
負荷テストを実行し、モデルの本番稼働用バリアントが処理できる InvocationsPerInstance のピー
ク、および同時実行数の増加に伴うリクエストのレイテンシーを探し出します。
この値は選択したインスタンスタイプ、モデルのクライアントが通常送信するペイロード、モデルのすべ
ての外部依存関係のパフォーマンスに依存します。

ピークを見つけるには requests-per-second （RPS）モデルのプロダクションバリアントが処理で
き、リクエストのレイテンシー
1.

単一のインスタンスを使用してモデルにエンドポイントを設定します。エンドポイントの設定方法の
詳細については、「SageMaker ホスティングサービスにモデルをデプロイする (p. 85)」を参照してく
ださい。

2.

負荷テストツールを使用して増加する並列リクエストを生成し、負荷テストツールの出力で RPS とモ
デルのレイテンシーを監視します。

Note
監視することもできます requests-per-minute RPS の代わりに。その場合、式に 60 を乗算し
て以下に示す SageMakerVariantInvocationsPerInstance を計算しないでください。
モデルのレイテンシーが増加、または成功したトランザクションの割合が減少するタイミングが、バ
リアントが処理できるピークの RPS になります。

ターゲットの負荷を計算する
バリアントのパフォーマンス特性を探し出した後は、インスタンスへの送信を許可する最大
RPS を決定できます。スケーリングに使用されるしきい値はこの最大値より小さくする必要
があります。次の式を負荷テストと組み合わせて使用することで、自動スケーリング設定の
SageMakerVariantInvocationsPerInstance メトリクスの正しい値を決定できます。
SageMakerVariantInvocationsPerInstance = (MAX_RPS * SAFETY_FACTOR) * 60

ここで、MAX_RPS は以前に決定した最大 RPS で、SAFETY_FACTOR はクライアントが最大 RPS を超過
しないように選択する安全係数です。60を掛けるとRPSから次の値に変換されます invocations-per-minute
(1 分ごとの値はに設定します) CloudWatch メトリクス SageMaker を使用してオートスケーリングを実装
します（測定した場合、これを実行する必要はありません requests-per-minute の代わりに requests-persecond).

Note
SageMaker テストを始めることを推奨していますSAFETY_FACTOR0.5の。自動スケーリング設定
をテストし、エンドポイント上のお客様のトラフィックの増減がモデルで期待したとおりに動作
することを確認します。

使用アイテムAWS CloudFormationauto スケーリングポリシーを
更新するには
次の例では、を使用してエンドポイントでApplication Auto Scaling をアクティブにする方法を示しま
す。AWS CloudFormation。
Endpoint:
Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
Properties:
EndpointName: yourEndpointName
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EndpointConfigName: yourEndpointConfigName
ScalingTarget:
Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget"
Properties:
MaxCapacity: 10
MinCapacity: 2
ResourceId: endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant
RoleARN: arn
ScalableDimension: sagemaker:variant:DesiredInstanceCount
ServiceNamespace: sagemaker
ScalingPolicy:
Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy"
Properties:
PolicyName: myscalablepolicy
PolicyType: TargetTrackingScaling
ScalingTargetId:
Ref: ScalingTarget
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetValue: 75.0
ScaleInCooldown: 600
ScaleOutCooldown: 30
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: SageMakerVariantInvocationsPerInstance

詳細については、「」を参照してください。AWS CloudFormation AutoScalingPlansAPI リファレンス。

ホストインスタンスのストレージボリューム
エンドポイントを作成すると、Amazon SageMaker エンドポイントをホストする Amazon EC2 インスタ
ンスに Elastic Block Store (Amazon EBS) ストレージボリュームをアタッチします。ストレージボリュー
ムのサイズはスケーラブルです。また、ストレージオプションは 2 つのカテゴリに分かれます。SSD ベー
スのストレージと HDD ベースのストレージ。
Amazon EBS のストレージと機能の詳細については、以下のページを参照してください。
• Amazon EBS の機能
• Amazon EBS ユーザーガイド
ホストインスタンスストレージボリュームの完全なリストについては、「ホストインスタンスストレージ
ボリュームの表」を参照してください。

Note
アマゾン SageMaker Amazon EElastic Block Store (Amazon EBS) ストレージボリューム
を Amazon EC2 インスタンスにアタッチするのは、非同期推論 (p. 2696)またはリアルタ
イム推論 (p. 2539)エンドポイントタイプ。Amazon EBS ストレージボリュームのカスタマ
イズの詳細については、「」を参照してください。Amazon での大規模モデルのデプロイ
SageMaker (p. 2613)。

本番環境のモデルを安全に更新
本番稼働用 ML ワークフローでは、データサイエンティストやエンジニアが、を使用して自動モデル
チューニングを実行する SageMaker (p. 2303) の実行、追加されたデータや最新のデータのトレーニン
グ、機能選択の改善など、さまざまな方法で頻繁にモデルの改善を試みています。新しいモデルと本番
稼働用トラフィックのある古いモデル間で A/B テストを実行することは、新しいモデルの検証プロセス
の効果的な最終ステップとなります。A/B テストでは、モデルのさまざまなバリアントをテストし、各バ
リアントのパフォーマンスを比較します。モデルの新しいバージョンが、既存のバージョンよりも優れた
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パフォーマンスを発揮する場合は、モデルの古いバージョンを本番環境の新しいバージョンに置き換えま
す。
アマゾン SageMaker 本番稼働用バリアントを使用して、同じエンドポイントの背後にある複数のモデル
またはモデルバージョンをテストできます。各本番稼働用バリアントは、機械学習 (ML) モデルと、モデル
をホストするためにデプロイされたリソースを識別します。本番稼働用バリアントを使用すると、異なる
データセットを使用してトレーニングされた ML モデル、異なるアルゴリズムと ML フレームワークを使
用してトレーニングされた ML モデル、または異なるインスタンスタイプにデプロイされた ML モデル、
またはこれらすべての組み合わせでテストできます。各バリアントにトラフィック分散を提供すること
で、エンドポイント呼び出し要求を複数の本番バリアントに分散できます。または、リクエストごとに特
定のバリアントを直接呼び出すこともできます。このトピックでは、ML モデルをテストするための両方
の方法について説明します。
トピック
• トラフィック分散を指定してモデルをテストする (p. 2604)
• 特定のバリアントを呼び出してモデルをテストする (p. 2605)
• モデル A/B テスト例 (p. 2605)

トラフィック分散を指定してモデルをテストする
複数のモデル間でトラフィックを分散してテストするには、エンドポイント構成の各本番稼働用バリア
ントの重みを指定して、各モデルにルーティングされるトラフィックの割合を指定します。詳細について
は、 を参照してください。CreateEndpointConfig。次の図は、この詳しい仕組みを示しています。
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特定のバリアントを呼び出してモデルをテストする
リクエストごとに特定のモデルを呼び出して複数のモデルをテストするには、以下の値を入力して呼び
出す特定のモデルバージョンを指定します。TargetVariant呼び出し時のパラメータInvokeEndpoint。
SageMaker 指定した本番稼働用バリアントを使用してリクエストが処理されるようにします。すでにトラ
フィック分散を指定し、 TargetVariant パラメータに値を指定している場合、ターゲットルーティング
によってランダムなトラフィック分散が上書きされます。次の図は、この詳しい仕組みを示しています。

モデル A/B テスト例
次の例は、A/B モデルのテストの実行方法を示しています。この例を実装したサンプルノートブックにつ
いては、 「本番環境での A/B テスト ML モデル」を参照してください。

ステップ 1: モデルの作成とデプロイ
まず、Amazon S3 のどこにモデルが配置されるかを定義します。これらの場所は、以降のステップでモデ
ルをデプロイするときに使用されます。
model_url = f"s3://{path_to_model_1}"
model_url2 = f"s3://{path_to_model_2}"

次に、イメージとモデルデータを使用してモデルオブジェクトを作成します。これらのモデルオブジェク
トは、エンドポイントに本番稼働用バリアントをデプロイするために使用されます。モデルは、異なる
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データセット、異なるアルゴリズムまたは ML フレームワーク、および異なるハイパーパラメータで ML
モデルをトレーニングすることによって開発されます。
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri
model_name = f"DEMO-xgb-churn-pred-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
model_name2 = f"DEMO-xgb-churn-pred2-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
image_uri = get_image_uri(boto3.Session().region_name, 'xgboost', '0.90-1')
image_uri2 = get_image_uri(boto3.Session().region_name, 'xgboost', '0.90-2')
sm_session.create_model(name=model_name, role=role, container_defs={
'Image': image_uri,
'ModelDataUrl': model_url
})
sm_session.create_model(name=model_name2, role=role, container_defs={
'Image': image_uri2,
'ModelDataUrl': model_url2
})

ここでは、それぞれ独自のモデルとリソース要件 (インスタンスタイプと数) が異なる 2 つの本番稼働用バ
リアントを作成します。これにより、さまざまなインスタンスタイプでモデルをテストすることもできま
す。
両方のバリアントの initial_weight を 1 に設定します。これにより、リクエストの 50% が Variant1 に送
信され、残りの 50% が Variant2 に送信されます。両方のバリアントの重みの合計は 2 で、各バリアン
トの重みの割り当ては 1 です。つまり、各バリアントは合計トラフィックの 1/2 (50%) を受信することに
なります。
from sagemaker.session import production_variant
variant1 = production_variant(model_name=model_name,
instance_type="ml.m5.xlarge",
initial_instance_count=1,
variant_name='Variant1',
initial_weight=1)
variant2 = production_variant(model_name=model_name2,
instance_type="ml.m5.xlarge",
initial_instance_count=1,
variant_name='Variant2',
initial_weight=1)

これで、これらの本番稼働用バリアントを SageMakerエンドポイント。
endpoint_name = f"DEMO-xgb-churn-pred-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
print(f"EndpointName={endpoint_name}")
sm_session.endpoint_from_production_variants(
name=endpoint_name,
production_variants=[variant1, variant2]
)

ステップ 2: デプロイされたモデルを呼び出す
今度は、このエンドポイントにリクエストを送信して、リアルタイムで推論を取得します。トラフィック
分散と直接ターゲティングの両方を使用します。
まず、前のステップで構成したトラフィック分散を使用します。各推論応答には、要求を処理する本番稼
働用バリアントの名前が含まれているため、2 つの本番稼働用バリアントへのトラフィックはほぼ等しい
ことがわかります。
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# get a subset of test data for a quick test
!tail -120 test_data/test-dataset-input-cols.csv > test_data/
test_sample_tail_input_cols.csv
print(f"Sending test traffic to the endpoint {endpoint_name}. \nPlease wait...")
with open('test_data/test_sample_tail_input_cols.csv', 'r') as f:
for row in f:
print(".", end="", flush=True)
payload = row.rstrip('\n')
sm_runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint_name,
ContentType="text/csv",
Body=payload)
time.sleep(0.5)
print("Done!")

SageMaker 次のようなメトリクスを出力しますLatencyそしてInvocationsAmazonの各バリエー
ションについて CloudWatch。以下のようなメトリクスの詳しいリストについては SageMaker 放出、見
るAmazon Logs An SageMaker アマゾンと CloudWatch (p. 3432)。クエリーしてみよう CloudWatch バリ
アント間で呼び出しを分割するデフォルトの方法を表示します。

次に、TargetVariant の呼び出しで Variant1 を invoke_endpoint としてを指定することで、モデ
ルの特定のバージョンを呼び出します。
print(f"Sending test traffic to the endpoint {endpoint_name}. \nPlease wait...")
with open('test_data/test_sample_tail_input_cols.csv', 'r') as f:
for row in f:
print(".", end="", flush=True)
payload = row.rstrip('\n')
sm_runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint_name,
ContentType="text/csv",
Body=payload,
*TargetVariant="Variant1"*) # Notice the new parameter
time.sleep(0.5)

すべての新しい呼び出しがによって処理されたことを確認するにはVariant1、クエリできます
CloudWatch バリアントごとの呼び出し数を取得します。最新の呼び出し (最新のタイムスタンプ) では、
指定されたようにすべてのリクエストが Variant1 によって処理されたことがわかります。Variant2 に
対する呼び出しはありませんでした。
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ステップ 3: モデルのパフォーマンスの評価
どのモデルバージョンがより優れたパフォーマンスを発揮するかを確認するために、各バリアント
の曲線の下にある正確性、精度、リコール、F1 スコア、レシーバー動作特性/領域を評価します。ま
ず、Variant1 のメトリクスを見てみましょう。

次に、Variant2 のメトリクスを見てみましょう。
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定義済みのメトリクスのほとんどについて、Variant2 のパフォーマンスが向上しているため、本番環境
で使用するのはこれになります。

ステップ 4: トラフィックを最適なモデルに増やす
Variant2 のパフォーマンスが Variant1 より優れていると判断したため、より多くのトラフィック
をそちらにシフトさせます。引き続き使用できますTargetVariant特定のモデルバリアントを呼び出
すことができますが、より簡単なアプローチは、各バリアントに割り当てられた重みを更新する方法で
すUpdateEndpointWeightsAndCapacities。これにより、エンドポイントを更新することなく、運用バリア
ントへのトラフィック分散が変更されます。セットアップセクションから、トラフィックを 50/50 に分割
するようバリアントの重みを設定したことを思い出してください。- CloudWatch 以下の各バリアントの合
計呼び出し回数のメトリクスは、各バリアントの呼び出しパターンを示しています。

今度は、トラフィックの 75% をVariant2を使用して各バリアントに新しい重みを割り当てることによっ
てUpdateEndpointWeightsAndCapacities。 SageMaker 推論リクエストの 75% が次の宛先に送信
されるようになりましたVariant2残りの 25% のリクエストはVariant1。
sm.update_endpoint_weights_and_capacities(
EndpointName=endpoint_name,
DesiredWeightsAndCapacities=[
{
"DesiredWeight": 25,
"VariantName": variant1["VariantName"]
},
{
"DesiredWeight": 75,
"VariantName": variant2["VariantName"]
}
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)

]

- CloudWatch 各バリアントの合計呼び出し回数のメトリクスは、Variant2条件はVariant1:

引き続きメトリクスを監視し、バリアントのパフォーマンスに満足したら、トラフィックの 100% をその
バリアントにルーティングできます。UpdateEndpointWeightsAndCapacities を使用して、バリア
ントのトラフィック割り当てを更新します。分量Variant1が 0 に設定されていること。Variant2が、1
に設定されていること。 SageMaker すべての推論リクエストの 100% をVariant2。
sm.update_endpoint_weights_and_capacities(
EndpointName=endpoint_name,
DesiredWeightsAndCapacities=[
{
"DesiredWeight": 0,
"VariantName": variant1["VariantName"]
},
{
"DesiredWeight": 1,
"VariantName": variant2["VariantName"]
}
]
)

- CloudWatch 各バリアントの合計呼び出し回数のメトリクスは、すべての推論リクエストをVariant2ま
た、推論リクエストは処理されていませんVariant1。

これで、エンドポイントを安全に更新し、エンドポイントから Variant1 を削除できるようになりまし
た。エンドポイントに新しいバリアントを追加し、ステップ 2 ～ 4 を実行することで、本番環境での新し
いモデルのテストを続行することもできます。
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ベストプラクティス
このトピックでは、Amazon の機械学習モデルのデプロイに関するベストプラクティスのガイダンスを提
供します。 SageMaker。
トピック
• モデルのデプロイのベストプラクティス SageMaker ホスティングサービス (p. 2611)
• 低レイテンシーのリアルタイム推論AWS PrivateLink (p. 2612)
• Amazon での大規模モデルのデプロイ SageMaker (p. 2613)
• Amazon のトラブルシューティング SageMaker モデルのデプロイ (p. 2614)

モデルのデプロイのベストプラクティス SageMaker ホスティン
グサービス
を使用してモデルをホストする場合 SageMaker ホスティングサービスについては、以下の点を考慮して
ください。
• 通常、クライアントアプリケーションは、リクエストを SageMaker デプロイされたモデルから推論を
取得する HTTPS エンドポイント。テスト中に Jupyter ノートブックからこのエンドポイントにリクエ
ストを送信することもできます。
• を使用したトレーニングを受けたモデルをデプロイできます SageMaker 独自のデプロイターゲット
に。そのためには、モデルトレーニングによって生成されたモデルアーティファクトのアルゴリズ
ム固有の形式を知る必要があります。出力形式の詳細については、「トレーニングの共通データ形
式 (p. 1836)」の使用しているアルゴリズムに対応するセクションを参照してください。
• 1 つのモデルの複数のバリアントを同じモデルにデプロイできます。 SageMaker HTTPS エンドポイン
ト これは、本番環境でモデルのバリエーションをテストするのに役立ちます。たとえば、モデルを本番
環境にデプロイしたとします。たとえば、5% という少量のトラフィックを新しいモデルに転送するこ
とで、モデルのバリエーションをテストします。これを行うには、モデルの両方のバリエーションを記
述するエンドポイント設定を作成します。ProductionVariant を CreateEndPointConfig へのリ
クエストに指定します。詳細については、「ProductionVariant」を参照してください。
• ProductionVariant を設定すると、Application Auto Scaling を使うことができます。自動スケーリン
グの設定については、「Amazon の自動スケーリング SageMaker モデル (p. 2586)」を参照してくださ
い。
• すでに実稼働環境にデプロイされているモデルを停止中の状態にすることなく、エンドポイントを変
更することができます。たとえば、新しいモデルバリアントを追加したり、既存のモデルバリアント
の ML コンピューティングインスタンス設定を更新したり、モデルバリアント間のトラフィックの分散
を変更することができます。エンドポイントを変更するには、新しいエンドポイント設定を指定しま
す SageMaker ダウンタイムなしに変更を実装します。詳細については、「UpdateEndpoint」および
「UpdateEndpointWeightsAndCapacities」を参照してください。
• モデルアーティファクトを変更または削除したり、モデルをデプロイした後に推論コードを変更する
と、予期しない結果が生じます。モデルアーティファクトの変更や削除、または推論コードの変更が必
要な場合は、新しいエンドポイント設定を提供してエンドポイントを変更します。新しいエンドポイン
ト設定を指定すると、古いエンドポイント設定に対応するモデルアーティファクトを変更または削除で
きます。
• データセット全体の推論を取得するには、ホスティングサービスの代わりにバッチ変換を使用すること
を検討してください。詳細については、「バッチ変換の使用 (p. 2712)」を参照してください。

複数のアベイラビリティーゾーンにインスタンスをデプロイする
モデルをホストするエンドポイントとして、堅牢なエンドポイントを作成します。 SageMakerエンドポ
イントはアプリケーションを保護するのに役立ちますアベイラビリティーゾーン停止とインスタンスの障
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害。停止が発生したりインスタンスが失敗したりした場合、 SageMaker 自動的にインスタンスを複数の
アベイラビリティーゾーンに分散しようとします。そのため、本番稼働用エンドポイントごとに複数のイ
ンスタンスをデプロイすることを強くお勧めします。
を使用している場合Amazon Virtual Private Cloud (VPC)、VPC を少なくとも 2 つ設定するSubnets、そ
れぞれ異なるアベイラビリティーゾーンにあります。停止が発生したりインスタンスが失敗したりした場
合、Amazon SageMaker 自動的にインスタンスを複数のアベイラビリティーゾーンに分散しようとしま
す。
一般的に、より信頼性の高いパフォーマンスを実現するには、さまざまなアベイラビリティーゾーンでよ
り小さなインスタンスタイプを使用してエンドポイントをホストします。

低レイテンシーのリアルタイム推論AWS PrivateLink
アマゾン SageMaker マルチ AZ 配置を使用して高い可用性と耐障害性を維持しながら、リアルタイム
の推論を低レイテンシーで行えます。- end-to-end アプリケーションレイテンシーは、インフラストラ
クチャーまたはオーバーヘッドレイテンシーとモデル推論レイテンシーという 2 つの主要コンポーネン
トで構成されています。オーバーヘッドレイテンシーの削減により、より複雑で詳細かつ正確なモデル
のデプロイや、モノリシックアプリケーションをスケーラブルでメンテナンス可能なマイクロサービス
モジュールに分割するなど、新しい可能性が開かれます。リアルタイム推論の待ち時間を短縮するには
SageMaker の使用AWS PrivateLinkデプロイ。とAWS PrivateLink、すべてにプライベートにアクセスで
きます SageMaker インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、Virtual Private Cloud (VPC) から
の API オペレーションをスケーラブルに行います。インターフェイス VPC エンドポイントは、すべて
のユーザーのエントリポイントとなるプライベート IP アドレスを持つ elastic network interface です。
SageMaker API コール。
デフォルトでは、 SageMaker 2 つ以上のインスタンスを持つエンドポイントが少なくとも 2 つにデプロ
イされているAWSアベイラビリティーゾーン (AZ) とどの AZ のインスタンスでも呼び出しを処理できま
す。その結果、1 つ以上の AZ の「ホップ」が発生し、オーバーヘッド遅延の原因となります。AnAWS
PrivateLinkでのデプロイprivateDNSEnabledオプションを次のように設定するtrue次の2つの目標を達
成することでこれを軽減します。
• すべての推論トラフィックを VPC 内に保持します。
• を使用すると、呼び出しトラフィックは発信元のクライアントと同じ AZ に保持されます。
SageMaker。これにより、AZ 間の「ホップ」が回避され、オーバーヘッドレイテンシーが減少しま
す。
本ガイドの以下のセクションでは、以下の方法でリアルタイム推論の待ち時間を短縮する方法を示しま
す。AWS PrivateLinkデプロイ。
トピック
• デプロイAWS PrivateLink (p. 2612)
• デプロイ SageMaker VPC のエンドポイント (p. 2613)
• の呼び出す SageMaker エンドポイント (p. 2613)

デプロイAWS PrivateLink
へのアクセスAWS PrivateLinkまず、接続先の VPC のインターフェイスエンドポイントを作成します。
SageMaker におけるエンドポイント。の手順を行います。へのアクセスAWSインターフェイス VPC エン
ドポイントを使用したサービスインターフェイスエンドポイントを作成します。エンドポイントを作成す
るときに、コンソールインターフェイスで次の設定を選択します。
• 選択DNS 名を有効化下のチェックボックスその他の設定
• で使用する適切なセキュリティグループとサブネットを選択します SageMaker におけるエンドポイン
ト。
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また、VPC の DNS ホスト名が有効になっていることを確認してください。VPC の DNS 属性を変更する
方法の詳細については、「VPC の DNS 属性の表示と更新。

デプロイ SageMaker VPC のエンドポイント
オーバーヘッドレイテンシーを低く抑えるには、 SageMaker デプロイ時に指定したのと同じサブネット
を使用するエンドポイントAWS PrivateLink。これらのサブネットは、次のコードスニペットに示すよう
に、クライアントアプリケーションの AZ と一致する必要があります。
model_name = '<the-name-of-your-model>'
vpc = 'vpc-0123456789abcdef0'
subnet_a = 'subnet-0123456789abcdef0'
subnet_b = 'subnet-0123456789abcdef1'
security_group = 'sg-0123456789abcdef0'
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
PrimaryContainer = {
'Image': container,
'ModelDataUrl': model_url
},
VpcConfig = {
'SecurityGroupIds': [security_group],
'Subnets': [subnet_a, subnet_b],
},
)

前述のコードスニペットは、以下のステップを実行したことを前提としています。開始する前
に (p. 2541)。

の呼び出す SageMaker エンドポイント
最後に、を指定します。 SageMaker クライアントを起動して SageMaker エンドポイントは次のコードス
ニペットで示されています。
endpoint_name = '<endpoint-name>'
runtime_client = boto3.client('sagemaker-runtime')
response = runtime_client.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint_name,
ContentType='text/csv',
Body=payload)

エンドポイント設定の詳細については、「」を参照してください。エンドポイント設定を作成す
る (p. 2544)。

Amazon での大規模モデルのデプロイ SageMaker
State-of-the-art 自然言語処理 (NLP) モデルは大規模で、通常は数十億のパラメータがあります。経験的な
デモンストレーションは、より大きなモデルの方が正確であることを示しています。しかし、これらのモ
デルは大きすぎて単一のアクセラレータに収まらないことが多く、低レイテンシーの推論は困難です。と
SageMaker ホスティング次のパラメーターをカスタマイズして、大規模モデルでの低レイテンシーのリア
ルタイム推論を容易にすることができます。
• インスタンスの Amazon EBS ボリュームの最大サイズ (VolumeSizeInGB)— モデルのサイズが 30 GB
より大きく、ローカルディスクのないインスタンスを使用している場合は、このパラメータをモデルの
サイズより少し大きくする必要があります。
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• Health チェックのタイムアウトクォータ (ContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds)—
コンテナが正しくセットアップされていて、 CloudWatch ログにはヘルスチェックのタイムアウトが表
示されます。コンテナがヘルスチェックに応答するのに十分な時間を確保できるように、このクォータ
を増やしてください。
• モデルダウンロードのタイムアウトクォータ (ModelDataDownloadTimeoutInSeconds)— モデルの
サイズが 40 GB を超える場合は、Amazon S3 からインスタンスにモデルをダウンロードするのに十分
な時間を確保するために、このクォータを増やしてください。
大規模モデルでの低遅延推論の詳細については、アマゾンに大規模モデルをデプロイ SageMaker
DJLServing と DeepSpeed モデルparallel 推論。次のコードスニペットは、前述のパラメータをプログラ
ムで設定する方法を示しています。交換してください###############自分の情報を使用した例で。
import boto3
aws_region = "aws-region"
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name = "endpoint-name"
# Create an endpoint config name.
endpoint_config_name = "endpoint-config-name"
# The name of the model that you want to host.
model_name = "the-name-of-your-model"
instance_type = "instance-type"
sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName = endpoint_config_name
ProductionVariants=[
{
"VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
"ModelName": model_name,
"InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type.
"InitialInstanceCount": 1, # Number of instances to launch initially.
"VolumeSizeInGB": 256, # Specify the size of the Amazon EBS volume.
"ModelDataDownloadTimeoutInSeconds": 1800, # Specify the model download timeout in
seconds.
"ContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds": 1800, # Specify the health checkup
timeout in seconds
},
],
)
sagemaker_client.create_endpoint(EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)

のキーの詳細についてはProductionVariants、「」TProductionVariantそしてエンドポイント設
定を作成する (p. 2544)。

Amazon のトラブルシューティング SageMaker モデルのデプロ
イ
Amazon で機械学習モデルをデプロイする際に問題が発生した場合 SageMakerについては、次のガイダン
スを参照してください。
トピック
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• アクティブな CPU カウントの検出エラー (p. 2615)
• model.tar.gz ファイルのデプロイに関する問題 (p. 2616)

アクティブな CPU カウントの検出エラー
をデプロイすると SageMaker Linux Java 仮想マシン (JVM) を使用するモデルでは、検出エラーが発生
し、CPU リソースが使用可能な場合でも使えなくなることがあります。この問題は、Java 8 と Java
9 をサポートする一部の JVM と、Java 10 と Java 11 をサポートする大部分の JVM に影響します。こ
れらの JVM が実装する機構では、CPU の数と利用可能な最大メモリを検出して処理します。この検出
は、Docker コンテナでモデルを実行する場合や、より一般的には、Linux の taskset コマンドまたはコ
ントロールグループ (cgroups) 内で実行されます。 SageMaker のデプロイでは、これらのリソースを管理
するために JVM で使用している設定を利用します。現在、このためにコンテナで使用可能な CPU 数の検
出エラーが発生します。
SageMaker インスタンスの CPU へのアクセスを制限しません。ただし、コンテナで使用できる CPU の
数が増えると、JVM は CPU 数を 1 として検出する場合があります。その結果、使用可能な CPU コアは
1 つのみであるとして、JVM のすべての内部設定が調整されて実行されます。これらの設定は、ガベージ
コレクション、ロック、コンパイラースレッドなどの JVM 構成に影響し、コンテナの同時実行、スルー
プット、およびレイテンシーに悪影響を及ぼします。
誤検出の例として、次のように構成されたコンテナで SageMaker Java8_191 に基づく JVM でデプロイさ
れたものであり、この JVM にはインスタンスに 4 つの使用可能な CPU があるものとします。次のコマン
ドを実行して JVM を起動します。
java -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintActiveCpus -version

これにより、次の出力が生成されます。
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
openjdk version "1.8.0_191"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-2ubuntu0.16.04.1-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)

この問題の影響を受ける JVM の多くには、この動作を無効にしてインスタンスのすべての CPU に対す
るフルアクセスを再確立するためのオプションがあります。Java アプリケーションの起動時に -XX:UseContainerSupport パラメータを含めることにより、不要な動作を無効にして、インスタンスのす
べての CPU に対するフルアクセスを確立します。たとえば、次のように java コマンドを実行して JVM
を起動します。
java -XX:-UseContainerSupport -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintActiveCpus -version

これにより、次の出力が生成されます。
active_processor_count: sched_getaffinity
active_processor_count: sched_getaffinity
active_processor_count: sched_getaffinity
active_processor_count: sched_getaffinity
openjdk version "1.8.0_191"

processor
processor
processor
processor
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OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-2ubuntu0.16.04.1-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)

コンテナで使用されている JVM が -XX:-UseContainerSupport パラメータをサポートしているかど
うかを確認します。サポートしている場合は、JVM の起動時にこのパラメータを必ず渡します。これによ
り、インスタンスのすべての CPU にアクセスできます。
で JVM を間接的に使用している場合にも、この問題が発生することがあります。 SageMaker コンテ
ナ。たとえば、SparkML Scala をサポートするために JVM を使用している場合があります。-XX:UseContainerSupport パラメータは、Java の Runtime.getRuntime().availableProcessors()
API から返される出力にも影響します。

model.tar.gz ファイルのデプロイに関する問題
を使用したモデルのデプロイを行う場合model.tar.gzファイル、モデルのtarballにはシンボリックリン
クを含めないでください。シンボリックリンクが原因でモデルの作成が失敗します。また、不要なファイ
ルを tarball に含めないようお勧めします。

データとモデルの品質、偏り、説明可能性についてモ
デルを監視する
アマゾン SageMaker Model Monitor は、Amazon の品質を継続的に監視します SageMaker 生産中の機械
学習モデル Model Monitor では、モデルの品質に偏差がある場合に通知するアラートを設定できます。こ
れらの偏差を早期かつ自動的に検出すると、モデルの再トレーニング、上流システムの監査、品質問題の
修正などの修正措置を講じることができるようになります。手動でモデルを監視したり、追加のツールを
構築したりする必要はありません。コーディングが不要な Model Monitor のビルド済みモニタリング機能
を使用できます。また、カスタム分析を提供するコーディングによってモデルを柔軟に監視できます。
Model Monitor は次のタイプのモニタリング機能を提供します。
• データ品質をモニタリングする (p. 2618) - データ品質のドリフトを監視します。
• モデルの品質をモニタリングする (p. 2623) - モデル品質メトリクス (精度など) のドリフトをモニタリ
ングします。
• 本番稼働中のモデルのバイアスドリフトをモニタリングする (p. 2630)-モデルの予測のバイアスを監視
します。
• 本番稼働中のモデルの特徴属性ドリフトをモニタリングする (p. 2638) - 特徴属性のドリフトを監視しま
す。
トピック
• Model Monitor の仕組み (p. 2617)
• データ品質をモニタリングする (p. 2618)
• モデルの品質をモニタリングする (p. 2623)
• 本番稼働中のモデルのバイアスドリフトをモニタリングする (p. 2630)
• 本番稼働中のモデルの特徴属性ドリフトをモニタリングする (p. 2638)
• データをキャプチャする (p. 2646)
• モニタリングジョブをスケジュールする (p. 2652)
• アマゾン SageMaker Model Monitor ビルド済みコンテナ (p. 2654)
• 結果の解釈 (p. 2655)
• Amazon での結果の視覚化 SageMaker スタジオ (p. 2657)

2616

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
データとモデルの品質、偏り、説
明可能性についてモデルを監視する

• 高度なトピック (p. 2663)

Model Monitor の仕組み
アマゾン SageMaker Model Monitor は本番稼働中の機械学習 (ML) モデルを自動的にモニタリングし、品
質問題が発生したときに通知します。Model Monitor は、ルールを使用してモデルのドリフトを検出し、
ドリフトが発生した場合はアラートが表示されます。次の図は、このプロセスの仕組みを示しています。

モデルのモニタリングを有効にするには、以下のステップを実行します。これらのステップは、さまざま
なデータ収集、モニタリング、および分析のプロセスを通じてデータの経路をたどります。
• エンドポイントで、トレーニング済み ML モデルが受信したリクエストのデータ、および結果として得
られたモデル予測をキャプチャできるようにします。
• モデルトレーニングに使用されたデータセットからベースラインを作成します。ベースラインはメトリ
クスを計算し、メトリクスの制約を提案します。モデルから得たリアルタイム予測はこの制約と比較さ
れ、制約値から外れている場合は違反として報告されます。
• 収集するデータ、収集する頻度、分析方法、作成するレポートを指定するモニタリングスケジュールを
作成します。
• レポートを確認して最新のデータとベースラインを比較し、報告された違反や、Amazon のメトリク
ス、通知を監視します。 CloudWatch。

メモ
• モデルモニターは、表形式のデータのみに基づいてモデルメトリクスと統計を計算します。た
とえば、画像を入力として受け取り、その画像に基づいてラベルを出力する画像分類モデルは
引き続き監視できます。Model Monitor は、入力ではなく出力のメトリクスと統計を計算できま
す。
• Model Monitor は現在、単一モデルをホストするエンドポイントのみをサポートしており、マル
チモデルエンドポイントのモニタリングはサポートしていません。マルチモデルエンドポイン
トの使用方法については、「1つのエンドポイントの背後にある1つのコンテナで複数のモデル
をホスト (p. 2550)」を参照してください。
• Model Monitor は、推論パイプラインのモニタリングをサポートしていますが、データのキャプ
チャと分析は、パイプライン内の個々のコンテナではなく、パイプライン全体に対して行われ
ます。
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• 推論リクエストへの影響を防ぐため、ディスク使用率のレベルが高くなると、データキャプ
チャはリクエストのキャプチャを停止します。データキャプチャがリクエストのキャプチャを
続行できるように、ディスク使用率を 75% 未満に抑えることをお勧めします。
• 起動した場合 SageMaker Studio のカスタム Amazon VPC では、Model Monitor が Amazon S3
と通信できるように VPC エンドポイントを作成する必要があります。 CloudWatch。詳細につ
いては、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「VPC エンドポイント」を参照してく
ださい。ローンチについての情報 SageMaker カスタム VPC のある Studio については、VPC
内の SageMaker Studio ノートブックを外部リソースに接続する (p. 3399)。

モデルモニタのサンプルノートブック
すべてを説明するサンプルノートブックの場合 end-to-end モデルモニターのワークフローについて
は、Amazon について SageMaker Model。
モニタリングスケジュールで選択した実行の statistics.json ファイルを視覚化するサンプルノートブックに
ついては、「Model Monitor Visualization」を参照してください。
でサンプルを実行するために使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする方法
については、 SageMaker、「」TAmazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)。
ノートブックインスタンスを作成して開いた後、SageMaker 例タブをクリックすると、すべてのリストが
表示されます SageMaker サンプル。ノートブックを開くには、そのノートブックの [Use] (使用) タブを選
択し、[Create copy] (コピーを作成) を選択します。

データ品質をモニタリングする
データ品質モニタリング機能は、本番稼働中の機械学習 (ML) モデルを自動的にモニタリングし、データ
品質の問題が発生したときに通知します。本番稼働中の ML モデルは、実際のデータを予測する必要があ
ります。こうしたデータは、ほとんどのトレーニングデータセットとは異なり、慎重に厳選されていま
せん。本番稼働中にモデルが受け取るデータの統計的性質が、トレーニングに使用されたベースライン
データの性質からドリフトすると、モデルの予測精度が低下していきます。アマゾン SageMaker Model
Monitor は、ルールを使用してデータドリフトを検出し、ドリフトが発生した場合はアラートが表示され
ます。データ品質を監視するには、次のステップを実行します。
• データキャプチャを有効にします。データキャプチャは、リアルタイム推論エンドポイントからの推論
の入力と出力をキャプチャし、データを Amazon S3 に保存します。詳細については、「データをキャ
プチャする (p. 2646)」を参照してください。
• ベースラインを作成します。このステップでは、指定した入力データセットを分析するベースライン
ジョブを実行します。このベースラインは、Apache Spark に構築されたオープンソースライブラリであ
る Deequ を使用して、各特徴のベースラインスキーマの制約と統計を計算します。このライブラリは、
大規模なデータセットのデータ品質を測定するために使用されます。詳細については、「ベースライン
の作成 (p. 2619)」を参照してください。
• データ品質モニタリングジョブを定義し、スケジュールします。詳細については、「モニタリングジョ
ブをスケジュールする (p. 2652)」を参照してください。
• 必要に応じて、前処理スクリプトと後処理スクリプトを使用して、データ品質分析から得られるデー
タを変換します。詳細については、「前処理と後処理 (p. 2663)」を参照してください。
• データ品質メトリクスを表示します。詳細については、「統計のスキーマ (statistics.json ファイ
ル) (p. 2620)」を参照してください。
• データ品質モニタリングを Amazon と統合する CloudWatch。詳細については、「CloudWatch メトリ
クス (p. 2622)」を参照してください。
• モニタリングジョブの結果を解釈します。詳細については、「結果の解釈 (p. 2655)」を参照してくださ
い。
• 使用アイテム SageMaker Studio を使用して、データ品質モニタリングを有効にし、結果を視覚化しま
す。詳細については、「Amazon での結果の視覚化 SageMaker スタジオ (p. 2657)」を参照してくださ
い。
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Note
モデルモニターは、表形式のデータのみに基づいてモデルメトリクスと統計を計算します。たと
えば、画像を入力として受け取り、その画像に基づいてラベルを出力する画像分類モデルは引き
続き監視できます。Model Monitor は、入力ではなく出力のメトリクスと統計を計算できます。
トピック
• ベースラインの作成 (p. 2619)
• 統計のスキーマ (statistics.json ファイル) (p. 2620)
• CloudWatch メトリクス (p. 2622)
• 違反のスキーマ (constraint_violations.json ファイル) (p. 2622)

ベースラインの作成
統計と制約のベースライン計算は、データのドリフトやその他のデータ品質の問題を検出できる標準とし
て必要とされます。Model Monitor には、CSV およびフラット JSON 入力の制約を自動的に推奨する機能
を提供する組み込みコンテナが用意されています。これsagemaker-model-monitor-analyzercontainer に
は、ベースラインに対する制約の検証などのさまざまなモデルモニタリング機能や Amazon の出力が用意
されています。 CloudWatch メトリクス。このコンテナは Spark に基づいており、Deequ で構築されてい
ます。ベースラインデータセット内のすべての列名が Spark に準拠している必要があります。列名には小
文字のみを使用でき、特殊文字は「_」のみ使用できます。
モデルのトレーニングに使用したトレーニングデータセットは、通常、適切なベースラインデータセッ
トになります。トレーニングデータセットデータスキーマと推論データセットスキーマは、正確に一致
する必要があります (フィーチャの数と順序)。予測/出力の列は、トレーニングデータセットの 1 列目と
見なされます。トレーニングデータセットから、次の質問ができます。 SageMaker 一連のベースライン
制約を推奨し、データを探索するための記述統計を生成します。この例では、この例に含まれている事
前トレーニング済みモデルのトレーニングに使用されたトレーニングデータセットをアップロードしま
す。Amazon S3 にトレーニングデータセットをすでに保存している場合は、それを直接指定できます。
トレーニングデータセットからベースラインを作成するには
トレーニングデータを準備して Amazon S3 に保存したら、次の方法でベースライン処理ジョブを開始
します。DefaultModelMonitor.suggest_baseline(..)の使用アマゾン SageMaker Python SDK
K。このジョブでは、ベースライン統計を生成してデータセットのベースライン制約を推奨し、指定し
た output_s3_uri の場所にこれらを書き込む アマゾン SageMaker Model Monitor ビルド済みコンテ
ナ (p. 2654) を使用します。
from sagemaker.model_monitor import DefaultModelMonitor
from sagemaker.model_monitor.dataset_format import DatasetFormat
my_default_monitor = DefaultModelMonitor(
role=role,
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.xlarge',
volume_size_in_gb=20,
max_runtime_in_seconds=3600,
)
my_default_monitor.suggest_baseline(
baseline_dataset=baseline_data_uri+'/training-dataset-with-header.csv',
dataset_format=DatasetFormat.csv(header=True),
output_s3_uri=baseline_results_uri,
wait=True
)
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Note
トレーニングデータセット内の特徴/列の名前を 1 行目として指定し、header=True前のコード
サンプルで示したように、オプション SageMaker 制約および統計ファイル内の機能名を使用しま
す。
データセットのベースライン統計は statistics.json ファイルに含まれており、推奨ベースライン制約は
output_s3_uri で指定した場所の constraints.json ファイルに含まれています。

表形式データセットの統計および制約の出力ファイル
ファイル名

説明

statistics.json

このファイルには、分析対象のデータセット内の
各フィーチャに対する列状の統計が含まれます。
ファイルのスキーマの詳細については、「統計の
スキーマ (statistics.json ファイル) (p. 2669)」を参
照してください。

constraints.json

このファイルには、確認されたフィーチャの制約
が含まれます。ファイルのスキーマの詳細につい
ては、「制約のスキーマ (constraints.json ファイ
ル) (p. 2671)」を参照してください。

-アマゾン SageMaker Python SDK Kには、ベースラインの統計と制約を生成するための便利な関数が用
意されています。しかし、この目的のために代わりに処理ジョブを直接呼び出す場合は、次の例のように
Environment マップを設定する必要があります。
"Environment": {
"dataset_format": "{\"csv\”: { \”header\”: true}",
"dataset_source": "/opt/ml/processing/sm_input",
"output_path": "/opt/ml/processing/sm_output",
"publish_cloudwatch_metrics": "Disabled",
}

統計のスキーマ (statistics.json ファイル)
アマゾン SageMaker Model Monitor のビルド済みコンテナは、列/特徴の統計に基づいて計算を行います。
統計は、ベースラインデータセットおよび分析中の現在のデータセットについて計算されます。
{

"version": 0,
# dataset level stats
"dataset": {
"item_count": number
},
# feature level stats
"features": [
{
"name": "feature-name",
"inferred_type": "Fractional" | "Integral",
"numerical_statistics": {
"common": {
"num_present": number,
"num_missing": number
},
"mean": number,
"sum": number,
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},
{

}

]

}

"std_dev": number,
"min": number,
"max": number,
"distribution": {
"kll": {
"buckets": [
{
"lower_bound": number,
"upper_bound": number,
"count": number
}
],
"sketch": {
"parameters": {
"c": number,
"k": number
},
"data": [
[
num,
num,
num,
num
],
[
num,
num
][
num,
num
]
]
}#sketch
}#KLL
}#distribution
}#num_stats
"name": "feature-name",
"inferred_type": "String",
"string_statistics": {
"common": {
"num_present": number,
"num_missing": number
},
"distinct_count": number,
"distribution": {
"categorical": {
"buckets": [
{
"value": "string",
"count": number
}
]
}
}
},
#provision for custom stats

次の点に注意してください。
• ビルド済みコンテナは、コンパクトな分位数スケッチである KLL スケッチを計算します。
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• デフォルトでは、10 個のバケットにディストリビューションをマテリアライズします。これは現在設定
できません。

CloudWatch メトリクス
組み込みのAmazonを使用できます SageMaker のモデルモニターコンテナ CloudWatch メトリクス。が
のときemit_metricsオプションはEnabledベースライン制約ファイルでは、 SageMaker のデータセッ
トで観測された特徴/列ごとにこれらのメトリクスを出力します/aws/sagemaker/Endpoints/datametric名前空間EndpointNameそしてScheduleNameディメンション。
数値フィールドの場合、組み込みコンテナは以下を生成します。 CloudWatchメトリクス:
• メトリクス: Max → クエリ対象MetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Max
• メトリクス: 最小 → クエリ対象MetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Min
• メトリクス: 合計 → クエリ対象MetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Sum
• メトリクス: SampleCount → クエリMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat:
SampleCount
• メトリクス: 平均 → クエリ対象MetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Average
数値フィールドおよび文字列フィールドの場合、組み込みコンテナは以下を送信します CloudWatch メト
リクス:
• メトリクス: 完全性 → クエリMetricName: feature_non_null_{feature_name}, Stat: Sum
• メトリクス: ベースラインドリフト → クエリMetricName:
feature_baseline_drift_{feature_name}, Stat: Sum

違反のスキーマ (constraint_violations.json ファイル)
違反ファイルは MonitoringExecution の出力として生成されます。この出力には、分析された現在
のデータセットに対して制約 (constraints.json ファイルで指定) を評価した結果が示されます。アマゾン
SageMaker Model Monitor のビルド済みコンテナは、次の違反チェックを行います。
{

}

"violations": [{
"feature_name" : "string",
"constraint_check_type" :
"data_type_check",
| "completeness_check",
| "baseline_drift_check",
| "missing_column_check",
| "extra_column_check",
| "categorical_values_check"
"description" : "string"
}]

監視される違反のタイプ
違反チェックタイプ

説明

data_type_check

現在の実行のデータ型がベースラインデータセッ
トのデータ型と同じでない場合、この違反にはフ
ラグが付けられます。
ベースラインステップでは、生成された制約
によって、各列の推定データ型が推奨されま
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違反チェックタイプ

説明
す。monitoring_config.datatype_check_threshold
パラメータを微調整すると、違反としてフラグが
付けられる際のしきい値を調整できます。
現在の実行で確認された完全性 (非 null 項目の割
合) が、フィーチャごとに指定された完全性しきい
値に指定されているしきい値を超えると、この違
反にフラグが付けられます。

completeness_check

ベースラインステップ中に、生成された制約に
よって完全性の値が推奨されます。
baseline_drift_check

現在のデータセットとベースラインデータセット
の間で計算されたディストリビューション距離
が、monitoring_config.comparison_threshold
で指定されているしきい値を超えている場合、こ
の違反にフラグが付けられます。

missing_column_check

現在のデータセットの列数がベースラインデータ
セットの列数よりも少ない場合、この違反にフラ
グが付けられます。

extra_column_check

現在のデータセットの列数がベースラインの列数
より大きい場合、この違反にフラグが付けられま
す。

categorical_values_check

現在のデータセット内の未知の値が、ベース
ラインデータセット内の未知の値よりも多い場
合、この違反にフラグが付けられます。この値
は、monitoring_config.domain_content_threshold
のしきい値によって決定されます。

モデルの品質をモニタリングする
モデル品質のモニタリングジョブは、モデルによる予測と、モデルが予測しようとする実際の正解ラベル
を比較することにより、モデルのパフォーマンスをモニタリングします。これを行うために、モデル品質
モニタリングは、リアルタイム推論からキャプチャしたデータを Amazon S3 バケットに保存されている
実際のラベルとマージしてから、予測を実際のラベルと比較します。
Model Monitor は、モデルの品質の測定に機械学習問題のタイプに応じてさまざまなメトリクスを使用し
ます。例えば、モデルが回帰問題の場合、評価される指標の 1 つは平均二乗誤差 (mse) です。さまざまな
機械学習問題タイプで使用されるすべてのメトリクスについては、「モデル品質のメトリクス (p. 2627)」
を参照してください。
モデル品質モニタリングではデータ品質モニタリングと同じステップを実行しますが、Amazon S3 からの
実際のラベルをリアルタイム推論エンドポイントから取得した予測とマージするというステップが追加さ
れています。データ品質をモニタリングするには、次のステップを実行します。
• データキャプチャを有効にします。データキャプチャは、リアルタイム推論エンドポイントからの推論
の入力と出力をキャプチャし、データを Amazon S3 に保存します。詳細については、「データをキャ
プチャする (p. 2646)」を参照してください。
• ベースラインを作成します。このステップでは、モデルによる予測をベースラインデータセット内の正
解ラベルと比較するベースラインジョブを実行します。ベースラインジョブは、ベースラインとなるし
きい値を定義する統計ルールと制約を自動的に作成し、これらと比較してモデルのパフォーマンスを評
価します。詳細については、「モデル品質のベースラインを作成する (p. 2624)」を参照してください。
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• モデル品質モニタリングジョブを定義し、スケジュールします。詳細については、「モデル品質モニタ
リングジョブをスケジュールする (p. 2625)」を参照してください。
• 正解ラベルを取り込みます。Model Monitor はこれをリアルタイム推論エンドポイントから取得した予
測データとマージします。詳細については、「正解ラベルを取り込み、予測とマージする (p. 2626)」を
参照してください。
• モデル品質モニタリングを Amazon と統合 CloudWatch。詳細については、「モデル品質 CloudWatch
メトリクス (p. 2630)」を参照してください。
• モニタリングジョブの結果を解釈します。詳細については、「結果の解釈 (p. 2655)」を参照してくださ
い。
• 使用アイテム SageMaker Studio を使用して、モデル品質モニタリングを有効にし、結果を視覚化しま
す。詳細については、「Amazon での結果の視覚化 SageMaker スタジオ (p. 2657)」を参照してくださ
い。
トピック
• モデル品質のベースラインを作成する (p. 2624)
• モデル品質モニタリングジョブをスケジュールする (p. 2625)
• 正解ラベルを取り込み、予測とマージする (p. 2626)
• モデル品質のメトリクス (p. 2627)
• モデル品質 CloudWatch メトリクス (p. 2630)

モデル品質のベースラインを作成する
モデルによる予測と Amazon S3 に保存したベースラインデータセット内の正解ラベルを比較するベース
ラインジョブを作成します。通常、トレーニングデータセットをベースラインデータセットとして使用し
ます。ベースラインジョブはモデルのメトリクスを計算し、モデル品質のドリフトのモニタリングに使用
する制約を提案します。
ベースラインジョブを作成するには、モデルの予測と、データの正解を表すラベルが含まれているデータ
セットが必要です。
ベースラインジョブを作成するにはModelQualityMonitorによって提供されるクラス SageMaker
Python SDK を使用して、以下の手順を完了します。

モデル品質のベースラインジョブを作成するには
1.

まず、ModelQualityMonitor クラスのインスタンスを作成します。次のコードスニペットは、こ
れを実行する方法を説明しています。
from sagemaker import get_execution_role, session, Session
from sagemaker.model_monitor import ModelQualityMonitor
role = get_execution_role()
session = Session()
model_quality_monitor = ModelQualityMonitor(
role=role,
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.xlarge',
volume_size_in_gb=20,
max_runtime_in_seconds=1800,
sagemaker_session=session
)

2.

次に、ModelQualityMonitor オブジェクトの suggest_baseline メソッドを呼び出して、ベー
スラインジョブを実行します。次のコードスニペットは、予測とAmazon S3 に保存されたラベルの両
方が含まれているベースラインデータセットがあることを前提としています。
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baseline_job_name = "MyBaseLineJob"
job = model_quality_monitor.suggest_baseline(
job_name=baseline_job_name,
baseline_dataset=baseline_dataset_uri, # The S3 location of the validation dataset.
dataset_format=DatasetFormat.csv(header=True),
output_s3_uri = baseline_results_uri, # The S3 location to store the results.
problem_type='BinaryClassification',
inference_attribute= "prediction", # The column in the dataset that contains
predictions.
probability_attribute= "probability", # The column in the dataset that contains
probabilities.
ground_truth_attribute= "label" # The column in the dataset that contains ground
truth labels.
)
job.wait(logs=False)

3.

ベースラインジョブの終了後、ジョブが生成した制約を確認できます。ま
ず、ModelQualityMonitor オブジェクトの latest_baselining_job メソッドを呼び出して、
ベースラインジョブの結果を取得します。
baseline_job = model_quality_monitor.latest_baselining_job

4.

ベースラインジョブでは制約が提案されます。これは、Model Monitor が測定するメトリクス
のしきい値です。メトリクスがこの提案されたしきい値を超えた場合、Model Monitor は違反
を報告します。ベースラインジョブが生成した制約を表示するには、ベースラインジョブの
suggested_constraints メソッドを呼び出します。次のコードスニペットは、Pandas データフ
レームにバイナリ分類モデルの制約をロードします。

import pandas as pd
pd.DataFrame(baseline_job.suggested_constraints().body_dict["binary_classification_constraints"]).T

生成された制約を表示し、必要に応じて変更してから、モニタリングに使用することをお勧めしま
す。例えば、制約が厳しすぎると、違反アラートが必要以上に多くなる可能性があります。
5.

制約の調整が完了したら、モニタリングスケジュールを作成するときにその制約を constraints
パラメータとして渡します。詳細については、「モデル品質モニタリングジョブをスケジュールす
る (p. 2625)」を参照してください。

提案されたベースライン制約は、output_s3_uri で指定した場所の constraints.json ファイルに含ま
れています。このファイルのスキーマの詳細については、「制約のスキーマ (constraints.json ファイ
ル) (p. 2671)」を参照してください。

モデル品質モニタリングジョブをスケジュールする
モニタリングジョブのスケジュールに関する一般的な情報については、「the section called “モニタリング
ジョブをスケジュールする” (p. 2652)」を参照してください。モデル品質モニタリングでは、正解ラベル
が使えるようになるまでに時間がかかる可能性があることも考慮する必要があります。
これに対処するには、オフセットを使います。モデル品質のジョブには StartTimeOffset と
EndTimeOffset が含まれます。これらは create_model_quality_job_definition メソッドの
ModelQualityJobInput パラメータのフィールドで、次のように機能します。
• StartTimeOffset - 指定した場合、ジョブはこの時間を開始時刻から減算します。
• EndTimeOffset - 指定した場合、ジョブはこの時間を終了時刻から減算します。
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例えば、オフセットの形式は-PT7H (7H は 7 時間) です。-PT #H または-P #D を使えます (H = 時間、D
= 日、M = 分、# は数字)。さらに、オフセットは次のようになっている必要がありますISO 8601 の時間
フォーマット。
例えば、正解が 1 日後に取り込まれ始めるものの、1 週間は完全でない場合、StartTimeOffset を P8D に、EndTimeOffset を -P1D に設定します。その後、ジョブを 2020-01-09T13:00 に実行するよ
うにスケジュールした場合、2020-01-01T13:00～2020-01-08T13:00 間のデータが分析されます。

Important
スケジュールの繰り返し頻度は、1 つの実行が完了してから次の実行を開始するように設定
する必要があります。これにより、実行の正解マージジョブとモニタリングジョブを完了
できます。実行の最大ランタイムは 2 つのジョブに分割されるため、1 時間おきに実行され
るモデル品質モニタリングジョブの場合、StoppingCondition の一部として指定される
MaxRuntimeInSeconds は 1,800 以下にする必要があります。

正解ラベルを取り込み、予測とマージする
モデル品質モニタリングでは、モデルの予測を正解ラベルと比較し、モデルの品質を測定します。これを
機能させるには、エンドポイントでキャプチャされたデータを定期的にラベル付けし、Amazon S3 にアッ
プロードする必要がありますます。
正解ラベルとキャプチャされた予測データを照合するには、データセット内の各レコードに一意の識別子
が必要です。正解データの各レコードの構造は次のとおりです。
{

"groundTruthData": {
"data": "1",
"encoding": "CSV" # only CSV supported at launch, we assume "data" only consists of
label
},
"eventMetadata": {
"eventId": "aaaa-bbbb-cccc"
},
"eventVersion": "0"

}

groundTruthData の構造において、eventId の値は次のいずれかになります。
• eventId— この ID は、ユーザーがエンドポイントを呼び出すと自動的に生成されます。
• inferenceId— この ID は、呼び出したユーザーがエンドポイントを呼び出すときに指定します。
inferenceId がキャプチャされたデータレコードに存在する場合、Model Monitor はそれを使用して
キャプチャされたデータを正解レコードとマージします。正解レコードにある inferenceId がキャプ
チャされたレコードの inferenceId と一致していることを確認する作業はユーザーが行う必要がありま
す。inferenceId がキャプチャされたデータレコードに存在しない場合、Model Monitor はキャプチャさ
れたデータの eventId を使用して正解レコードと照合します。
正解データは、キャプチャされたデータと同じパス形式の Amazon S3 バケットにアップロードする必要
があります。これは、次の形式です。
s3://bucket/prefixyyyy/mm/dd/hh

このパスの日付は、正解ラベルが収集された日付です。推論が生成された日付と一致している必要はあり
ません。
正解ラベルを作成してアップロードした後、モニタリングジョブを作成するときにそ
のラベルの場所をパラメータとして含めます。AWS SDK for Python (Boto3) を使用し
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ている場合、create_model_quality_job_definition メソッドを呼び出すとき
に、GroundTruthS3Input パラメータの [S3Uri] フィールドに正解ラベルの場所を指
定します。を使用している場合 SageMaker Python SDK では、グラウンドトゥルースラ
ベルの位置を次のように指定します。ground_truth_inputへの呼び出しのパラメー
タcreate_monitoring_scheduleのModelQualityMonitorオブジェクト。

モデル品質のメトリクス
モデル品質モニタリングジョブでは、機械学習問題のタイプに応じてさまざまなメトリクスが計算されま
す。以下のセクションで、各機械学習問題のタイプで分析されるメトリクスを一覧表示します。

Note
メトリクスの標準偏差は、200 件以上のサンプルを使用できる場合にのみ得ることができま
す。Model Monitor は、データの 80% を 5 回ランダムにサンプリングし、メトリクスを計算し
て、それらの結果の標準偏差を取得することで標準偏差を計算します。

回帰のメトリクス
以下は、回帰問題においてモデル品質モニタリングが計算するメトリクスの例を示しています。
"regression_metrics" : {
"mae" : {
"value" : 0.3711832061068702,
"standard_deviation" : 0.0037566388129940394
},
"mse" : {
"value" : 0.3711832061068702,
"standard_deviation" : 0.0037566388129940524
},
"rmse" : {
"value" : 0.609248066149471,
"standard_deviation" : 0.003079253267651125
},
"r2" : {
"value" : -1.3766111872212665,
"standard_deviation" : 0.022653980022771227
}
}

バイナリ分類のメトリクス
以下は、バイナリ分類問題においてモデル品質モニタリングが計算するメトリクスの例を示しています。
"binary_classification_metrics" : {
"confusion_matrix" : {
"0" : {
"0" : 1,
"1" : 2
},
"1" : {
"0" : 0,
"1" : 1
}
},
"recall" : {
"value" : 1.0,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"precision" : {
"value" : 0.3333333333333333,
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"standard_deviation" : "NaN"
},
"accuracy" : {
"value" : 0.5,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"recall_best_constant_classifier" : {
"value" : 1.0,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"precision_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.25,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"accuracy_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.25,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"true_positive_rate" : {
"value" : 1.0,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"true_negative_rate" : {
"value" : 0.33333333333333337,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"false_positive_rate" : {
"value" : 0.6666666666666666,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"false_negative_rate" : {
"value" : 0.0,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"receiver_operating_characteristic_curve" : {
"false_positive_rates" : [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 ],
"true_positive_rates" : [ 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.0 ]
},
"precision_recall_curve" : {
"precisions" : [ 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 ],
"recalls" : [ 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 ]
},
"auc" : {
"value" : 1.0,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f0_5" : {
"value" : 0.3846153846153846,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f1" : {
"value" : 0.5,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f2" : {
"value" : 0.7142857142857143,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f0_5_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.29411764705882354,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f1_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.4,
"standard_deviation" : "NaN"
},
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}

"f2_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.625,
"standard_deviation" : "NaN"
}

複数クラスのメトリクス
以下は、複数クラス分類問題においてモデル品質モニタリングが計算するメトリクスの例を示していま
す。
"multiclass_classification_metrics" : {
"confusion_matrix" : {
"0" : {
"0" : 1180,
"1" : 510
},
"1" : {
"0" : 268,
"1" : 138
}
},
"accuracy" : {
"value" : 0.6288167938931297,
"standard_deviation" : 0.00375663881299405
},
"weighted_recall" : {
"value" : 0.6288167938931297,
"standard_deviation" : 0.003756638812994008
},
"weighted_precision" : {
"value" : 0.6983172269629505,
"standard_deviation" : 0.006195912915307507
},
"weighted_f0_5" : {
"value" : 0.6803947317178771,
"standard_deviation" : 0.005328406973561699
},
"weighted_f1" : {
"value" : 0.6571162346664904,
"standard_deviation" : 0.004385008075019733
},
"weighted_f2" : {
"value" : 0.6384024354394601,
"standard_deviation" : 0.003867109755267757
},
"accuracy_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.19370229007633588,
"standard_deviation" : 0.0032049848450732355
},
"weighted_recall_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.19370229007633588,
"standard_deviation" : 0.0032049848450732355
},
"weighted_precision_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.03752057718081697,
"standard_deviation" : 0.001241536088657851
},
"weighted_f0_5_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.04473443104152011,
"standard_deviation" : 0.0014460485504284792
},
"weighted_f1_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.06286421244683643,
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}

"standard_deviation" : 0.0019113576884608862
},
"weighted_f2_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.10570313141262414,
"standard_deviation" : 0.002734216826748117
}

モデル品質 CloudWatch メトリクス
の値を設定するとenable_cloudwatch_metricsにTrueモニタリングスケジュールを作成すると、モデ
ル品質モニタリングジョブはすべてのメトリクスを Amazon に送ります CloudWatch。
モデル品質メトリクスは、aws/sagemaker/Endpoints/model-metrics 名前空間に表示されます。出
力されるメトリクスのリストについては、「モデル品質のメトリクス (p. 2627)」を参照してください。
以下を使用できます。 CloudWatch metrics: 指定したしきい値を特定のメトリクスが満たさない場合
のアラームを作成します。作成方法については CloudWatch アラーム、を参照してくださいの作成
CloudWatch 静的しきい値に基づくアラーム()アマゾン CloudWatch ユーザーガイド。

本番稼働中のモデルのバイアスドリフトをモニタリングする
アマゾン SageMaker Clarify バイアスモニタリングは、データサイエンティストと機械学習エンジニアが
予測のバイアスを定期的にモニタリングするのに役立ちます。モデルのモニタリング中は、次のバイア
スを詳細に説明する、エクスポート可能なレポートとグラフを表示できます SageMaker Amazon でのア
ラートのスタジオと設定 CloudWatch 特定のしきい値を超えるバイアスが検出された場合に通知を受信し
ます。トレーニングデータがデプロイ中にモデルに表示されるデータ (つまり、ライブデータ) と異なる場
合、デプロイされた機械学習モデルではバイアスが発生または悪化するおそれがあります。ライブデータ
の分布におけるこのような変化は、一時的 (原因が短期間の現実世界の出来事である場合など) または永続
的である場合があります。いずれの場合も、変化を検出することが重要です。例えば、モデルトレーニン
グに使用された住宅ローン利率が現在の現実世界の住宅ローン利率と異なる場合、住宅価格を予測するた
めのモデルの出力にバイアスが生じる可能性があります。モデルモニターのバイアス検出機能を使用する
と、 SageMaker 特定のしきい値を超えるバイアスを検出し、表示可能なメトリクスを自動的に生成しま
す SageMaker スタジオとアマゾン経由 CloudWatchアラート。
一般に、バイアスの測定は train-and-deploy phase が足りないかもしれません。モデルのデプロイ後、デ
プロイされたモデルが参照するデータ (つまり、ライブデータ) の分布がトレーニングデータセット内の
データ分布と異なる場合があるためです。この変化により、時間の経過とともにモデルにバイアスが生
じる可能性があります。ライブデータの分布における変化は、一時的 (原因がホリデーシーズンなどの短
期間の行動による場合など) または永続的である場合があります。いずれの場合も、これらの変化を検出
し、必要に応じてバイアスを減らすための措置を講じることが重要です。
これらの変化を検出するには、 SageMaker Clarify には、デプロイされたモデルのバイアスメトリクス
を継続的にモニタリングし、メトリクスがしきい値を超えた場合に自動アラートを発する機能があり
ます。DPPL バイアスメトリクスを例として考えてみます。値の許容範囲を指定します (A=(amin, amax
))。DPPL がデプロイメント中に収まっている必要がある差は (-0.1, 0.1) などです。この範囲から逸脱した
場合はバイアスの検出アラートが発生します。と SageMaker 明確に言うと、これらのチェックは定期的
に実行できます。
例えば、チェックの頻度を 2 日に設定できます。つまり SageMaker Clarify は 2 日間の期間中に収集さ
れたデータの DPPL メトリクスを計算します。この例では、Dwin はモデルが過去 2 日間の期間中に処理
したデータです。DPPL 値 bwin が Dwin で計算された許容範囲 A から外れた場合、アラートが発行されま
す。bwin が A から外れているかどうかをチェックするこのアプローチ手法は、ノイズが多くなる場合があ
ります。Dwin がごく少数のサンプルで構成され、ライブデータの分布を表していない場合などです。サン
プルサイズが小さいと、Dwin に基づいて計算されたバイアス bwin があまり堅牢な推定ではない可能性があ
ります。実は、非常に高い (または低い) bwin の値は純粋に偶然で観測されたのかもしれません。観測され
たデータから結論が導き出されることを確実にするために Dwin統計的に有意であり、 SageMaker Clarify
は信頼区間を利用します。具体的には、ノーマルブートストラップインターバルメソッドを使用してイン

2630

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
データとモデルの品質、偏り、説
明可能性についてモデルを監視する

ターバル C =( c) を作成します。min、cmax）そのような SageMaker Clarify は、ライブデータ全体に基づい
て計算された真のバイアス値が高い確率で C に含まれていると確信を持てます。ここで、信頼区間 C が許
容範囲 A と重複する場合、 SageMaker Clarify では、これを「ライブデータ分布のバイアスメトリクス値
が許容範囲内にある可能性が高い」と解釈します。CとAが分かれていない場合、 SageMaker Clarify は、
バイアスメトリクスが A に含まれていないと確信し、アラートを発します。

Model Monitor のサンプルノートブック
アマゾン SageMaker Clarify には、サンプルノートブックが用意されています。以下のサンプルブック
は、リアルタイム推論データをキャプチャし、変化するバイアスをモニタリングするためのベースライン
を作成し、結果を確認する方法を示しています。
• バイアスドリフトと機能アトリビューションドリフトの監視 — Amazon SageMaker Clarify— 使用ア
イテム Amazon SageMaker バイアスドリフトと特徴属性ドリフトを経時的にモニタリングするための
Model Monitor。
このノートブックが動作することが確認されました SageMaker Studio Amazon でノートブックを開く方
法の手順については、 SageMaker スタジオ、見るAmazon を作成する、または開く SageMaker Studio
ノートブック (p. 110)。カーネルの選択を求めるメッセージが表示されたら、[Python 3 (Data Science)]
(Python 3 (データサイエンス)) を選択します。次のトピックでは、最後の 2 つのステップの要点が説明さ
れています。サンプルノートブックのコードサンプルも含まれています。
トピック
• バイアスドリフトのベースラインを作成する (p. 2631)
• バイアスドリフトの違反 (p. 2632)
• バイアスドリフトをモニタリングするためのパラメータを設定 (p. 2633)
• バイアスドリフトのモニタリングジョブをスケジュールする (p. 2636)
• データのバイアスドリフトのレポートを確認する (p. 2637)
• CloudWatch バイアスドリフト分析の指標 (p. 2638)

バイアスドリフトのベースラインを作成する
アプリケーションのリアルタイム推論データのキャプチャを設定した後、バイアスドリフトのモニタリン
グで最初に行うタスクはベースラインの作成です。これには、データ入力、機微性の高いグループ、予測
のキャプチャ方法、モデルとそのトレーニング後のバイアスメトリクスの設定が含まれます。その後に、
ベースライン作成ジョブを開始する必要があります。
モデルのバイアスモニタリングは、機械学習モデルのバイアスドリフトを定期的に検出できます。他のモ
ニタリングタイプと同様に、モデルバイアスモニタリングを作成する手順は、ベースラインを作成してか
らモニタリングスケジュールを作成する方法が一般的です。

model_bias_monitor = ModelBiasMonitor(
role=role,
sagemaker_session=sagemaker_session,
max_runtime_in_seconds=1800,
)

DataConfig分析するデータセット (データセットファイルなど)、その形式 (CSV または JSON 行)、ヘッ
ダー (存在する場合)、およびラベルに関する情報を格納します。

model_bias_baselining_job_result_uri = f"{baseline_results_uri}/model_bias"
model_bias_data_config = DataConfig(
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)

s3_data_input_path=validation_dataset,
s3_output_path=model_bias_baselining_job_result_uri,
label=label_header,
headers=all_headers,
dataset_type=dataset_type,

BiasConfig は、データセット内の機微グループの設定です。通常、バイアスはメトリクスを計算し、そ
れをグループ間で比較することで測定されます。その対象となるグループは、ファセットと呼ばれます。
トレーニング後のバイアスに関しては、正のラベルも考慮する必要があります。
model_bias_config = BiasConfig(
label_values_or_threshold=[1],
facet_name="Account Length",
facet_values_or_threshold=[100],
)

ModelPredictedLabelConfig はモデルの出力から予測ラベルを抽出する方法を指定します。この例で
は、顧客が頻繁に離脱することを予想して、0.8 のカットオフ値が選択されています。より複雑な出力の
場合は、他にもいくつかのオプションがあります。例えば、「label」はエンドポイント応答ペイロードで
予測されたラベルの位置を示すインデックス、名前、または JSONPath です。
model_predicted_label_config = ModelPredictedLabelConfig(
probability_threshold=0.8,
)

ModelConfig は、推論に使用されるモデルに関連する設定です。トレーニング後のバイアスメトリクス
を計算するには、指定されたモデル名の推論を取得して計算に含める必要があります。これを実現するた
めに、処理ジョブはモデルを使用して一時エンドポイント (シャドウエンドポイントとも呼ばれる) を作成
します。処理ジョブは、計算が完了した後にシャドウエンドポイントを削除します。この設定は説明可能
性モニタリングでも使用されます。
model_config = ModelConfig(
model_name=model_name,
instance_count=endpoint_instance_count,
instance_type=endpoint_instance_type,
content_type=dataset_type,
accept_type=dataset_type,
)

これで、ベースライン作成ジョブを開始できます。
model_bias_monitor.suggest_baseline(
model_config=model_config,
data_config=model_bias_data_config,
bias_config=model_bias_config,
model_predicted_label_config=model_predicted_label_config,
)
print(f"ModelBiasMonitor baselining job: {model_bias_monitor.latest_baselining_job_name}")

スケジュールされたモニタリングは、ベースラインジョブ名を自動的に取得し、モニタリングが開始され
るまで待機します。

バイアスドリフトの違反
バイアスドリフトジョブは、によって提供されるベースライン制約を評価しますベースライン
の設定電流の解析結果に対してMonitoringExecution。違反が検出されると、ジョブは違反
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をconstraint_violations.jsonファイルを実行出力場所に保存し、実行ステータスを次のようにマークしま
す結果の解釈 (p. 2655)。
バイアスドリフト違反ファイルのスキーマは次のとおりです。
• facet— 監視ジョブ分析構成ファセットによって提供されるファセットの名前name_or_index。
• facet_value— 監視ジョブ分析構成ファセットによって提供されるファセットの
値value_or_threshold。
• metric_name— バイアスメトリクスの短い名前。たとえば、「CI」はクラスの不均衡を表します。
「」を参照してください。トレーニング前のバイアスを測定する (p. 691)各プレトレーニングバイアス
メトリックの略称とトレーニング後のデータとモデルのバイアスを測定する (p. 2458)トレーニング後の
各バイアス指標の略称について。
• constraint_check_type— 監視対象の違反のタイプ。現在は、bias_drift_check のみがサポー
トされます。
• description— 違反を説明する説明メッセージ。

{

}

"version": "1.0",
"violations": [{
"facet": "string",
"facet_value": "string",
"metric_name": "string",
"constraint_check_type": "string",
"description": "string"
}]

ベースライン制約ファイル内のバイアスメトリックの値が、ジョブ分析結果ファイルの同業者と異なる場
合 (analysis.json) の場合、監視ジョブは違反を記録します。次の出力は、ログに記録された複数の違反の
例を示しています。
{

}

"version": "1.0",
"violations": [{
"facet": "Age",
"facet_value": "40",
"metric_name": "CI",
"constraint_check_type": "bias_drift_check",
"description": "Value 0.0751544567666083 does not meet the constraint requirement"
}, {
"facet": "Age",
"facet_value": "40",
"metric_name": "DPPL",
"constraint_check_type": "bias_drift_check",
"description": "Value -0.0791244970125596 does not meet the constraint requirement"
}]

バイアスドリフトをモニタリングするためのパラメータを設定
アマゾン SageMaker Clarify Bias Monitoringは、分析構成で使用されるパラメータのサブセットを再利用
します分析を設定する (p. 2447)。構成パラメータについて説明した後、このトピックでは JSON ファイル
の例を示します。これらのファイルは CSV および JSON Lines データセットを設定して、機械学習モデル
が本番稼働中のときにバイアスのずれを監視するために使用されます。
JSON ファイルには、以下のパラメーターを指定する必要があります。この JSON ファイルへのパス
は、ConfigUriのパラメータModelBiasAppSpecificationAPI。
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• "version" - (オプション) 設定ファイルのスキーマバージョン。指定しない場合、サポートされている
最新のバージョンが使用されます。
• "headers" - (オプション) データセット内の列名のリスト。そのファイルにdataset_typeで
す"application/jsonlines"そして"label"を指定すると、最後のヘッダーがラベル列のヘッダー
になります。
• "label"— (オプション) 使用するモデルのターゲット属性バイアスメトリクス。列名、インデックス
(データセット形式が CSV の場合)、または JSONPath (データセットの形式が JSON 行の場合) として
指定されます。
• "label_values_or_threshold"—（オプション）ラベル値または閾値のリスト。バイアス指標に使
用される肯定的な結果を示します。
• "facet"-(オプション) ファセットと呼ばれる重要な属性である特徴のリスト。ファセットは次の目的で
使用されますバイアスメトリクスペアの形式で、次のものが含まれます。
• "name_or_index" - ファセットの列名またはインデックス。
• "value_or_threshold"— (オプション) ファセット列で使用できる値または閾値のリスト。バイア
スの測定に使用されるグループなど、機密性の高いグループを示します。指定しない場合、バイアス
メトリクスは (すべての値ではなく) 一意の値ごとに 1 つのグループとして計算されます。ファセッ
ト列が数値の場合、このしきい値は、機密性の高いグループを選択するための下限として適用されま
す。
• "group_variable"-(オプション) 使用するグループ変数を示す列名またはインデックスバイアスメト
リクス 条件付き属性格差。
その他のパラメータは、で指定する必要があります。EndpointInputのModelBiasJobInputAPI。
• FeaturesAttribute— このパラメータは、エンドポイントの入力データ形式が次の場合に必要で
す。"application/jsonlines"。データセットの形式が JSON Lines の場合、フィーチャ列の検索
に使用される JSONPath です。
• InferenceAttribute-バイアスメトリクスを使用してバイアスをモニタリングするために使用される
ターゲット属性のモデル出力内のインデックスまたは JSONPath の場所。CSV に記載されていない場
合accept_typeこの場合、モデル出力はスコアまたは確率に対応する単一の数値であると仮定されま
す。
• ProbabilityAttribute— 確率のモデル出力内のインデックスまたは JSONPath 位置。たとえば、モ
デル出力がラベルと確率のリストを含む JSON Lines の場合、最大確率に対応するラベルがバイアスコ
ンピュテーションで選択されます。
• ProbabilityThresholdAttribute-(オプション) 二項分類の場合、バイナリラベルを選択するため
のしきい値を示す浮動小数点値。デフォルト値は 0.5 です。

CSV および JSON ラインデータセットの JSON 設定ファイルの例
CSV と JSON Lines のデータセットを設定してバイアスドリフトを監視するための JSON ファイルの例を
以下に示します。
トピック
• CSV (p. 2634)
• JSON line データセット (p. 2635)

CSV
次の例のように、4 つのフィーチャ列と 1 つのラベル列があり、最初のフィーチャとラベルがバイナリで
あるデータセットを考えてみましょう。
0, 0.5814568701544718, 0.6651538910132964, 0.3138080342665499, 0
1, 0.6711642728531724, 0.7466687034026017, 0.1215477472819713, 1
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0, 0.0453256543003371, 0.6377430803264152, 0.3558625219713576, 1
1, 0.4785191813363956, 0.0265841045263860, 0.0376935084990697, 1

次の例のように、モデル出力に 2 つの列があり、最初の列が予測ラベルで、2 列目が確率であるとしま
す。
1, 0.5385257417814224

次に、次の JSON 設定ファイルに、この CSV データセットの設定方法の例を示します。
{

}

"headers": [
"feature_0",
"feature_1",
"feature_2",
"feature_3",
"target"
],
"label": "target",
"label_values_or_threshold": [1],
"facet": [{
"name_or_index": "feature_1",
"value_or_threshold": [1]
}]

予測ラベルは"InferenceAttribute"パラメータ。ゼロベースのナンバリングが使用されるため、0 は
モデル出力の最初の列を示します。
"EndpointInput": {
...
"InferenceAttribute": 0
...
}

あるいは、さまざまなパラメーターを使用して確率値をバイナリ予測ラベルに変換することもできます。
ゼロから始まる番号が使用されます。1 は 2 番目の列を示し、ProbabilityThresholdAttribute0.6
の値は、0.6より大きい確率がバイナリラベルを1と予測することを示します。
"EndpointInput": {
...
"ProbabilityAttribute": 1,
"ProbabilityThresholdAttribute": 0.6
...
}

JSON line データセット
次の例のように、4 つのフィーチャ列と 1 つのラベル列があり、最初のフィーチャとラベルがバイナリで
あるデータセットを考えてみましょう。
{"features":[0,
{"features":[1,
{"features":[0,
{"features":[1,

0.5814568701544718,
0.6711642728531724,
0.0453256543003371,
0.4785191813363956,

0.6651538910132964,
0.7466687034026017,
0.6377430803264152,
0.0265841045263860,

0.3138080342665499],
0.1215477472819713],
0.3558625219713576],
0.0376935084990697],

モデル出力に 2 つの列があり、最初の列が予測ラベル、2 列目が確率であるとします。
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{"predicted_label":1, "probability":0.5385257417814224}

次の JSON 設定ファイルは、この JSON Lines データセットの設定方法の例を示しています。
{

}

"headers": [
"feature_0",
"feature_1",
"feature_2",
"feature_3",
"target"
],
"label": "label",
"label_values_or_threshold": [1],
"facet": [{
"name_or_index": "feature_1",
"value_or_threshold": [1]
}]

次に、"features"のパラメータ値EndpointInputはデータセット内のフィーチャの位置を特定するた
めに使用され、"predicted_label"パラメーター値は、モデル出力から予測ラベルを選択します。
"EndpointInput": {
...
"FeaturesAttribute": "features",
"InferenceAttribute": "predicted_label"
...
}

または、以下を使用して確率値を予測バイナリラベルに変換することもできま
す。ProbabilityThresholdAttributeパラメータ値 たとえば 0.6 という値は、0.6 を超える確率でバ
イナリラベルが 1 と予測されることを示します。
"EndpointInput": {
...
"FeaturesAttribute": "features",
"ProbabilityAttribute": "probability",
"ProbabilityThresholdAttribute": 0.6
...
}

バイアスドリフトのモニタリングジョブをスケジュールする
ベースラインを作成できました。これで、create_monitoring_schedule() メソッドを呼び出し、モ
ニタリングスケジュールを使用して 1 時間おきのモニタリングをスケジュールし、データを分析できま
す。ベースライン作成ジョブを送信済みである場合、モニタリングジョブはベースライン作成ジョブから
分析設定を自動的に取得します。ベースライン作成のステップをスキップした場合、またはキャプチャす
るデータセットがトレーニングデータセットと異なる性質を持つ場合は、分析設定を指定する必要があり
ます。次のコード例は、分析設定がどのように構成されているかを示しています。
model_bias_analysis_config = None
if not model_bias_monitor.latest_baselining_job:
model_bias_analysis_config = BiasAnalysisConfig(
model_bias_config,
headers=all_headers,
label=label_header,
)
model_bias_monitor.create_monitoring_schedule(
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analysis_config=model_bias_analysis_config,
output_s3_uri=s3_report_path,
endpoint_input=EndpointInput(
endpoint_name=endpoint_name,
destination="/opt/ml/processing/input/endpoint",
start_time_offset="-PT1H",
end_time_offset="-PT0H",
probability_threshold_attribute=0.8,
),
ground_truth_input=ground_truth_upload_path,
schedule_cron_expression=schedule_expression,

)
print(f"Model bias monitoring schedule: {model_bias_monitor.monitoring_schedule_name}")

バイアスドリフトモニタリングにはグラウンドトゥルースラベルが必要です。さらに、これらのラベルは
ほとんどの計算に必要です SageMaker バイアスメトリクスを明確にします。これらを提供するには、エ
ンドポイントでキャプチャされたデータに定期的にラベルを付け、Amazon S3 バケットにラベルをアップ
ロードする必要があります。で概説されているスキーマを使用してください正解ラベルを取り込み、予測
とマージする。
このバイアスドリフト監視ジョブを実行すると、一意の識別子を使用してグラウンドトゥルース
データとキャプチャされたデータを結合するマージジョブが開始されます。次に、マージされた
データは Amazon S3 バケットに保存されます。その後、 SageMaker Clarify バイアス分析ジョブ
は、マージされたデータのバイアスメトリックを計算します。-MaxRuntimeInSecondsのパラメー
タStoppingConditionAPI はマージジョブと分析ジョブに分かれています。時間単位のバイアスドリフ
ト監視の仕事では、MaxRuntimeInSeconds1800 秒を超えてはなりません。
グラウンドトゥルースラベルの入手が遅れている場合は、StartTimeOffsetそしてEndTimeOffsetの
パラメータEndpointInputエンドポイントの開始時刻と終了時刻を調整する API。詳細については、次を参
照してください。モデル品質モニタリングジョブをスケジュールする。

データのバイアスドリフトのレポートを確認する
モニタリングの結果を、次で生成されたレポートで確認できない場合 SageMaker Studio では、次のよう
に印刷できます。
schedule_desc = model_bias_monitor.describe_schedule()
execution_summary = schedule_desc.get("LastMonitoringExecutionSummary")
if execution_summary and execution_summary["MonitoringExecutionStatus"] in ["Completed",
"CompletedWithViolations"]:
last_model_bias_monitor_execution = model_bias_monitor.list_executions()[-1]
last_model_bias_monitor_execution_report_uri =
last_model_bias_monitor_execution.output.destination
print(f'Report URI: {last_model_bias_monitor_execution_report_uri}')
last_model_bias_monitor_execution_report_files =
sorted(S3Downloader.list(last_model_bias_monitor_execution_report_uri))
print("Found Report Files:")
print("\n ".join(last_model_bias_monitor_execution_report_files))
else:
last_model_bias_monitor_execution = None
print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till an
execution completes or investigate previously reported failures.")

ベースラインと比較して違反がある場合は、こちらに一覧表示されます。
if last_model_bias_monitor_execution:
model_bias_violations = last_model_bias_monitor_execution.constraint_violations()
if model_bias_violations:
print(model_bias_violations.body_dict)
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In (イン) SageMaker Studio では、分析結果の視覚化を確認でき、 CloudWatch メトリクスを選択してエン
ドポイントタブをクリックし、エンドポイントをダブルクリックします。

CloudWatch バイアスドリフト分析の指標
このガイドには CloudWatch のバイアスドリフト分析に使用できるメトリックとそのプロパティ
SageMaker Clarify。バイアスドリフトのモニタリングジョブが両方を計算するトレーニング前のバイア
スメトリクスそしてトレーニング後のバイアスメトリクス、そしてそれらを CloudWatch 名前空間aws/
sagemaker/Endpoints/bias-metrics。- CloudWatch 指標名は、指標の短縮名を末尾に追加しま
すbias_metric。
例:bias_metric_CIクラス不均衡 (CI) のバイアス指標です。

Note
+/- infinity浮動小数点数として公開されています+/- 2.348543e108、および NULL 値を
含むエラーは公開されません。
各メトリクスには以下のプロパティがあります。
• Endpoint: モニタリング対象のエンドポイントの名前。
• MonitoringScheduleモニタリングジョブのスケジュールの名前。
• BiasStage: バイアスドリフトモニタリングジョブのステージの名前。[Pre-training] または [PostTraining] のいずれかを選択します。
• Label: 監視ジョブ分析構成によって提供されるターゲット機能の名前label。
• LabelValue: モニタリングジョブ分析設定によって提供されるターゲットフィーチャの
値label_values_or_threshold。
• Facet: モニタリングジョブ分析設定ファセットによって提供されるファセットの名
前name_of_index。
• FacetValue: モニタリングジョブ分析設定ファセットによって提供されるファセットの
値nvalue_or_threshold。
モニタリングジョブによるメトリクスの公開を停止するに
は、publish_cloudwatch_metricsにDisabled()EnvironmentにおけるマップModel定義のペイロー
ド

本番稼働中のモデルの特徴属性ドリフトをモニタリングする
本番稼働中のモデルのライブデータ分布がドリフトすると、バイアスメトリクスのモニタリングでバイア
スドリフトが発生するのと同様に、特徴属性値でも対応するドリフトが発生する可能性があります。アマ
ゾン SageMaker Clarify 特徴属性モニタリングは、データサイエンティストと機械学習エンジニアが予測
の特徴属性ドリフトを定期的にモニタリングするのに役立ちます。モデルのモニタリング中は、次の場所
で特徴属性の詳細を示すエクスポート可能なレポートとグラフを表示できます。 SageMaker Amazon で
のアラートのスタジオと設定 CloudWatch アトリビューション値が特定のしきい値を超えていることが検
出された場合に通知を受け取るようにします。
具体的な状況でこれを説明するために、大学入学のシナリオを仮定して考えてみましょう。トレーニング
データとライブデータで、次の (集約された) 特徴属性値を観察するとします。

仮定の大学入学シナリオ
特徴

トレーニングデータの属性

ライブデータの属性

SAT の得点

0.70

0.10

GPA

0.50

0.20
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特徴

トレーニングデータの属性

ライブデータの属性

学年順位

0.05 D

0.70

トレーニングデータからライブデータへの変化は大きいようです。特徴の順位は完全に逆転しています。
バイアスドリフトと同様に、特徴属性ドリフトは、ライブデータ分布の変化によって引き起こされ、ライ
ブデータに基づいたモデルの動作を詳しく調べることが必要となります。繰り返しになりますが、このよ
うなシナリオの最初のステップは、ドリフトが発生したことを示すアラームを発生させることです。
個々の特徴の順位がトレーニングデータからライブデータにどのように変化したかを比較することで、ド
リフトを検出できます。順位の変化に加えて、特徴の未加工属性のスコアにも注意を向ける必要がありま
す。例えば、トレーニングからライブデータに移行した際、同じだけ順位が下がった 2 つの特徴がある場
合、トレーニングデータの属性スコアが高い特徴に対してより注意が必要です。これらの特性を念頭に置
きながら、Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG) スコアを使用して、トレーニングデータとラ
イブデータの特徴属性ランキングを比較します。
具体的には、次を仮定します。
• F=[f1,...,fm] はトレーニングデータでの属性スコアを基準に並べられた特徴のリストです。mは、特徴の
総数です。例えば、このシナリオでは、F=[SAT Score, GPA, Class Rank] となります。
• a(f) は、特徴が f のときにトレーニングデータの特徴属性スコアを返す関数です。例えば、a(SAT
Score) = 0.70 となります。
• F′=[f′1, …, f′m] は、ライブデータでの属性スコアを基準に並べた特徴のリストです。例えば、F′= [Class
Rank, GPA, SAT Score] となります。
NDCG は次のように計算されます。
NDCG=DCG/iDCG
以下に置き換えます
m

• DCG = ∑1 a(f'i)/log2(i+1)
m
• iDCG = ∑1 a(fi)/log2(i+1)
DCG の値は、トレーニングデータで属性が高順位の特徴が、ライブデータに基づいて計算された特徴属性
においても上位になるかどうかを測定します。iDCG の数量は、理想的なスコアです。最終値が [0, 1] の範
囲内に存在し、1 が最良値であることを保証する正規化係数に過ぎません。NDCG 値が 1 である場合、ラ
イブデータの特徴属性順位がトレーニングデータの順位と同じであることを意味します。この例では順位
がかなり変わったため、NDCG 値は 0.69 です。
In (イン) SageMaker 明確にしておきますが、NDCG の値が 0.90 を下回ると、自動的にアラートが発行さ
れます。

Model Monitor のサンプルノートブック
SageMaker Clarify には、サンプルノートブックが用意されています。以下のサンプルブックは、リアルタ
イム推論データをキャプチャし、変化するバイアスをモニタリングするためのベースラインを作成し、結
果を確認する方法を示しています。
• バイアスドリフトと機能アトリビューションドリフトの監視 — Amazon SageMaker Clarify— 使用ア
イテム Amazon SageMaker バイアスドリフトと特徴属性ドリフトを経時的にモニタリングするための
Model Monitor。
このノートブックの動作確認が実施されました SageMaker Studio でノートブックを開く方法の手順に
ついては、 SageMaker スタジオ、見るAmazon を作成する、または開く SageMaker Studio ノートブッ
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ク (p. 110)。カーネルの選択を求めるメッセージが表示されたら、[Python 3 (Data Science)] (Python 3
(データサイエンス)) を選択します。次のトピックでは、最後の 2 つのステップの要点が説明されていま
す。サンプルノートブックのコードサンプルも含まれています。
トピック
• 本稼働環境のモデルの SHAP ベースラインを作成する (p. 2640)
• モデル特徴属性属性属性属性属性属性属性属性属性 (p. 2641)
• アトリビューションドリフトを監視するパラメーターの設定 (p. 2642)
• 特徴属性ドリフトのモニタリングジョブをスケジュールする (p. 2645)
• 本番稼働モデルの特徴属性ドリフトのレポートを確認する (p. 2645)
• CloudWatch 機能ドリフト分析の指標 (p. 2646)

本稼働環境のモデルの SHAP ベースラインを作成する
説明とは一般的に対比的なもので、この場合はベースラインからの逸脱について説明します。説明可能性
ベースラインの詳細については、「説明可能性のための SHAP ベースライン (p. 2480)」を参照してくださ
い。
インスタンスごとの推論の説明に加えて、 SageMaker Clarify では、機械学習モデル全体の説明もサポー
トしています。これにより、モデルの特徴に関してモデル全体の動作を理解できます。 SageMaker Clarify
は、複数のインスタンスで Shapley 値を集計して、機械学習モデル全体の説明を生成します。 SageMaker
Clarify は以下のさまざまな集計方法をサポートしており、これらはベースラインの定義に使用できます。
• mean_abs - すべてのインスタンスの SHAP 絶対値の平均値。
• median - すべてのインスタンスの SHAP 値の中央値。
• mean_sq - すべてのインスタンスの SHAP 値の二乗平均値。
アプリケーションのリアルタイム推論データのキャプチャを設定した後、特徴属性ドリフトのモニタリン
グで最初に行うタスクは、比較対象となるベースラインの作成です。これには、データ入力、機微性の高
いグループ、予測のキャプチャ方法、モデルとそのトレーニング後のバイアスメトリクスの設定が含まれ
ます。その後に、ベースライン作成ジョブを開始する必要があります。モデルの説明可能性モニタリング
は、推論を生成するデプロイ済みのモデルの予測を説明し、特徴属性ドリフトを定期的に検出します。

model_explainability_monitor = ModelExplainabilityMonitor(
role=role,
sagemaker_session=sagemaker_session,
max_runtime_in_seconds=1800,
)

この例では、説明可能性ベースライン作成ジョブはバイアスベースライン作成ジョブとテストデータセッ
トを共有するため、同じ DataConfig を使用します。唯一の違いはジョブの出力 URI です。
model_explainability_baselining_job_result_uri = f"{baseline_results_uri}/
model_explainability"
model_explainability_data_config = DataConfig(
s3_data_input_path=validation_dataset,
s3_output_path=model_explainability_baselining_job_result_uri,
label=label_header,
headers=all_headers,
dataset_type=dataset_type,
)

現在は SageMaker Clarify の説明機能にはスケーラブルで効率的な SHAP が実装されているため、説明可
能性の設定は ShapConfig で行います。ShapConfig には以下が含まれます。
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• baseline - カーネル SHAP アルゴリズムでベースラインデータセットとして使用される行のリスト (少
なくとも 1 つ) または S3 オブジェクト URI。形式は、データセット形式と同じである必要があります。
各行には、特徴の列/値のみを含め、ラベルの列/値を省略する必要があります。
• num_samples - カーネル SHAP アルゴリズムで使用されるサンプルの数。この数値は、SHAP 値を計
算するために生成される合成データセットのサイズを決定します。
• agg_method - グローバル SHAP 値の集計方法。以下の値が有効です。
• mean_abs - すべてのインスタンスの SHAP 絶対値の平均値。
• median - すべてのインスタンスの SHAP 値の中央値。
• mean_sq - すべてのインスタンスの SHAP 値の二乗平均値。
• use_logit — モデル予測にロジット関数を適用するかどうかを示す。デフォルトは False で
す。use_logit が True の場合、SHAP の値は対数オッズ単位になります。
• save_local_shap_values (ブール値) — ローカルの SHAP 値を出力場所に保存するかどうかを示
す。デフォルトは False です。

# Here use the mean value of test dataset as SHAP baseline
test_dataframe = pd.read_csv(test_dataset, header=None)
shap_baseline = [list(test_dataframe.mean())]
shap_config = SHAPConfig(
baseline=shap_baseline,
num_samples=100,
agg_method="mean_abs",
save_local_shap_values=False,
)

ベースライン作成ジョブを開始します。説明可能性ベースライン作成ジョブには、同じ model_config
が必要です。このジョブは生成された合成データセットの予測を取得するためにシャドウエンドポイント
を作成する必要があるためです。
model_explainability_monitor.suggest_baseline(
data_config=model_explainability_data_config,
model_config=model_config,
explainability_config=shap_config,
)
print(f"ModelExplainabilityMonitor baselining job:
{model_explainability_monitor.latest_baselining_job_name}")

モデル特徴属性属性属性属性属性属性属性属性属性
フィーチャアトリビューションドリフトジョブは、ベースラインの設定電流の解析結果に対し
てMonitoringExecution。違反が検出されると、ジョブは違反をconstraint_violations.jsonファイルを実
行出力場所に保存し、実行ステータスを次のようにマークします結果の解釈 (p. 2655)。
フィーチャ属性ドリフト違反ファイルのスキーマは次のとおりです。
• label— ラベルの名前、ジョブ分析設定label_headersまたは次のようなプレースホル
ダー"label0"。
• metric_name— 説明可能性分析方法の名前。現在は、shap のみがサポートされます。
• constraint_check_type— 監視対象の違反のタイプ。現在
は、feature_attribution_drift_check のみがサポートされます。
• description— 違反を説明する説明メッセージ。

{

"version": "1.0",
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}

"violations": [{
"label": "string",
"metric_name": "string",
"constraint_check_type": "string",
"description": "string"
}]

内の各ラベルについてexplanationsセクションでは、監視ジョブはNdCG の得点ベースライン制約ファ
イルとジョブ分析結果ファイル内のグローバル SHAP 値のうち (analysis.json). スコアが0.9未満の場合、
違反が記録されます。結合されたグローバルSHAP値が評価されるので、何もありません“feature”違反
エントリのフィールド。次の出力は、ログに記録された複数の違反の例を示しています。
{

}

"version": "1.0",
"violations": [{
"label": "label0",
"metric_name": "shap",
"constraint_check_type": "feature_attribution_drift_check",
"description": "Feature attribution drift 0.7639720923277322 exceeds threshold 0.9"
}, {
"label": "label1",
"metric_name": "shap",
"constraint_check_type": "feature_attribution_drift_check",
"description": "Feature attribution drift 0.7323763972092327 exceeds threshold 0.9"
}]

アトリビューションドリフトを監視するパラメーターの設定
アマゾン SageMaker Clarify explainability Monitorは、次の分析構成で使用されたパラメータのサブセット
を再利用します分析を設定する (p. 2447)。次のパラメータは JSON ファイルで指定する必要があります。
パスはConfigUriのパラメータModelExplainabilityAppSpecification。
• "version" - (オプション) 設定ファイルのスキーマバージョン。指定しない場合、サポートされている
最新のバージョンが使用されます。
• "headers"— (オプション) データセット内の特徴名のリスト。説明可能性分析にはラベルは必要あり
ません。
• "methods" - 分析およびレポートのメソッドとそのパラメータのリスト。セクションを省略すると、そ
のセクションは計算されません。
• "shap" - (オプション) SHAP 値のコンピュテーションに関するセクション。
• "baseline"-(オプション) 行のリスト (少なくとも 1 つ)、または Amazon Simple Storage Service
の Amazon S3 オブジェクト URI。カーネル SHAP アルゴリズムでベースラインデータセット (バッ
クグラウンドデータセットとも呼ばれる) として使用されます。形式は、データセット形式と同じ
である必要があります。各行には、特徴の列 (または値) のみを含める必要があります。各行をモデ
ルに送る前に、除外しなければならない列をすべて省略します。
• "num_samples" - カーネル SHAP アルゴリズムで使用されるサンプルの数。この数値は、SHAP
値を計算するために生成される合成データセットのサイズを決定します。提供されていない場合
は、 SageMaker Clarify ジョブは、機能の数に基づいて値を選択します。
• "agg_method" - グローバル SHAP 値の集計方法。有効な値は次のとおりです。
• "mean_abs" - すべてのインスタンスの SHAP 絶対値の平均値。
• "median" - すべてのインスタンスの SHAP 値の中央値。
• "mean_sq" - すべてのインスタンスの SHAP 値の二乗平均値。
• "use_logit"-(オプション) ロジット関数をモデル予測に適用するかどうかを示すブール値。も
し"use_logit"ですtrueこの場合、SHAP 値には、log-odds 単位があります。デフォルト値は
false です。
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• "save_local_shap_values" - (オプション) ローカル SHAP 値を出力場所に保存するかどうかを
示すブール値。使用アイテムtrue彼らを救うために。使用アイテムfalse彼らを救わないために。
デフォルトは false です。
• "predictor" - (オプション) モデルパラメータのセクション。"shap" セクションと
"post_training_bias" セクションが存在する場合に必要です。
• "model_name"— モデル名作成者CreateModelAPI、コンテナモードとしてSingleModel。
• "instance_type" - シャドウエンドポイントのインスタンスタイプ。
• "initial_instance_count" - シャドウエンドポイントのインスタンス数。
• "content_type" - (オプション) シャドウエンドポイントで推論を取得するために使用されるモデル
入力形式。有効な値は、"text/csv"CSV の場合、"application/jsonlines"JSON ラインの場
合、application/x-parquetアパッチ寄木細工用、application/x-imageコンピュータビジョ
ンの説明を容易にするため。デフォルト値はdataset_typeの形式で設定。
• "accept_type" - (オプション) シャドウエンドポイントで推論を取得するために使用されるモデル
出力形式。有効な値は、"text/csv"CSV の場合、"application/jsonlines"JSON ライン用。
省略した場合、 SageMaker Clarifyはキャプチャされたデータのレスポンスデータ型を使用します。
• "content_template"-(オプション) データセットインスタンスからのモデル入力を構築するために
使用されるテンプレート文字列。"content_type" が "application/jsonlines" の場合にのみ
使用されます。テンプレートは、プレースホルダーを 1 つだけ備える必要があります。$features実
行時に機能リストに置き換えられます。たとえば、"content_template":"{\"myfeatures
\":$features}"、インスタンス (ラベルなし) が1,2,3すると、モデル入力が JSON 行になりま
す'{"myfeatures":[1,2,3]}'。
• "label_headers"— (オプション) 次のような値のリスト"label"データセットを取り込みます。
モデルエンドポイントから返されたスコアを、対応するラベル値に関連付けます。提供されている場
合、分析レポートは次のようなプレースホルダーの代わりにヘッダーを使用します“label0”。
その他のパラメータは、で指定する必要がありま
す。EndpointInputのModelExplainabilityJobInputAPI。
• FeaturesAttribute— このパラメータは、エンドポイントの入力データ形式が次の場合に必要で
す。"application/jsonlines"。データセットの形式が JSON Lines の場合、フィーチャ列の検索
に使用される JSONPath です。
• ProbabilityAttribute— 確率のモデル出力内のインデックスまたは JSONPath 位置。たとえば、モ
デル出力がラベルと確率のリストを含む JSON Lines の場合、最大確率に対応するラベルがバイアスコ
ンピュテーションで選択されます。

CSV および JSON ラインデータセットの JSON 設定ファイルの例
以下に、フィーチャアトリビューションドリフトを監視する CSV および JSON ラインデータセットの設
定に使用される JSON ファイルの例を示します。
トピック
• CSV (p. 2643)
• JSON line データセット (p. 2644)

CSV
次の例のように、3 つの数値特徴列があるデータセットを考えてみましょう。
0.5814568701544718,
0.6711642728531724,
0.0453256543003371,
0.4785191813363956,

0.6651538910132964,
0.7466687034026017,
0.6377430803264152,
0.0265841045263860,

0.3138080342665499
0.1215477472819713
0.3558625219713576
0.0376935084990697
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次の例のように、モデル出力に 2 つの列があり、最初の列が予測ラベルで、2 列目が確率であるとしま
す。
1, 0.5385257417814224

次の JSON 設定ファイルの例は、この CSV データセットの設定方法を示しています。
{

}

"headers": [
"feature_1",
"feature_2",
"feature_3"
],
"methods": {
"shap": {
"baseline": [
[0.4441164946610942, 0.5190374448171748, 0.20722795300473712]
],
"num_samples": 100,
"agg_method": "mean_abs"
}
},
"predictor": {
"model_name": "my_model",
"instance_type": "ml.m5.xlarge",
"initial_instance_count": 1
}

予測ラベルは"ProbabilityAttribute"パラメータ。ゼロベースの番号付けが使用されるため、1 はモ
デル出力の 2 番目の列を示します。
"EndpointInput": {
...
"ProbabilityAttribute": 1
...
}

JSON line データセット
次の例のように、4 つのフィーチャ列と 1 つのラベル列があり、最初のフィーチャとラベルがバイナリで
あるデータセットを考えてみましょう。
{"features":[0,
{"features":[1,
{"features":[0,
{"features":[1,

0.5814568701544718,
0.6711642728531724,
0.0453256543003371,
0.4785191813363956,

0.6651538910132964,
0.7466687034026017,
0.6377430803264152,
0.0265841045263860,

0.3138080342665499],
0.1215477472819713],
0.3558625219713576],
0.0376935084990697],

"label":0}
"label":1}
"label":1}
"label":1}

モデル入力はデータセットの形式と同じで、モデル出力は次の例のように JSON Lines です。
{"predicted_label":1, "probability":0.5385257417814224}

次の例では、JSON 設定ファイルは、この JSON Lines データセットの設定方法を示しています。
{

"headers": [
"feature_1",
"feature_2",
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}

"feature_3"
],
"methods": {
"shap": {
"baseline": [
{"features":[0.4441164946610942, 0.5190374448171748, 0.20722795300473712]}
],
"num_samples": 100,
"agg_method": "mean_abs"
}
},
"predictor": {
"model_name": "my_model",
"instance_type": "ml.m5.xlarge",
"initial_instance_count": 1,
"content_template":"{\"features\":$features}"
}

次に"features"のパラメータ値EndpointInputはデータセット内のフィーチャの位置を特定するため
に使用され、"probability"パラメータ値は、モデル出力から確率値を選択します。
"EndpointInput": {
...
"FeaturesAttribute": "features",
"ProbabilityAttribute": "probability",
...
}

特徴属性ドリフトのモニタリングジョブをスケジュールする
モデルの説明可能性モニタリングは、機械学習モデルが実行した予測を理解、解釈するのに役立ちます。
モデルモニターがモデルの説明可能性を監視するように設定されている場合、 SageMaker特徴の相対的な
重要度のドリフトを自動的に検出し、特徴属性を説明するレポートを作成します。
create_monitoring_schedule() メソッドを呼び出し、モニタリングスケジュールを使用して 1 時間
おきのモニタリングをスケジュールし、データを分析できます。ベースライン作成ジョブを送信済みであ
る場合、モニタリングジョブはベースライン作成ジョブから分析設定を自動的に取得します。ベースライ
ン作成のステップをスキップした場合、またはキャプチャするデータセットがトレーニングデータセット
と異なる性質を持つ場合は、分析設定を指定する必要があります。ExplainabilityAnalysisConfig
には、ベースライン作成ジョブで必要とされるのと同じ理由で ModelConfig が必要となります。特徴属
性の計算に必要なのは特徴のみであるため、正解ラベルを除外する必要があります。

本番稼働モデルの特徴属性ドリフトのレポートを確認する
設定したスケジュールがデフォルトで開始されたら最初の実行が開始されるのを待ち、その後、料金が発
生しないようにスケジュールを停止する必要があります。
レポートを確認するには、次のコードを使います。
schedule_desc = model_explainability_monitor.describe_schedule()
execution_summary = schedule_desc.get("LastMonitoringExecutionSummary")
if execution_summary and execution_summary["MonitoringExecutionStatus"] in ["Completed",
"CompletedWithViolations"]:
last_model_explainability_monitor_execution =
model_explainability_monitor.list_executions()[-1]
last_model_explainability_monitor_execution_report_uri =
last_model_explainability_monitor_execution.output.destination
print(f'Report URI: {last_model_explainability_monitor_execution_report_uri}')
last_model_explainability_monitor_execution_report_files =
sorted(S3Downloader.list(last_model_explainability_monitor_execution_report_uri))
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print("Found Report Files:")
print("\n ".join(last_model_explainability_monitor_execution_report_files))
else:
last_model_explainability_monitor_execution = None
print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till an
execution completes or investigate previously reported failures.")

ベースラインと比較して何らかの違反がある場合は、こちらに一覧表示されます。
if last_model_explainability_monitor_execution:
model_explainability_violations =
last_model_explainability_monitor_execution.constraint_violations()
if model_explainability_violations:
print(model_explainability_violations.body_dict)

In (イン) SageMaker Studio では、分析結果の視覚化を確認でき、 CloudWatch メトリクスを選択してエン
ドポイントタブをクリックし、エンドポイントをダブルクリックします。

CloudWatch 機能ドリフト分析の指標
このガイドには CloudWatch のフィーチャ属性のドリフト解析に使用できるメトリックとそのプロパティ
SageMaker Clarify。機能属性ドリフトモニタリングジョブは、次の 2 種類のメトリクスを計算して公開し
ます。
• 各フィーチャのグローバル SHAP 値。

Note
このメトリックの名前は、ジョブ分析設定によって提供される機能名をfeature_。
例:feature_Xフィーチャのグローバル SHAP 値ですX。
• -ExpectedValueメトリックの。
これらのメトリクスは CloudWatch 名前空間aws/sagemaker/Endpoints/explainabilitymetrics。
各メトリクスには以下のプロパティがあります。
• Endpoint: モニタリング対象のエンドポイントの名前。
• MonitoringSchedule: モニタリングジョブのスケジュールの名前。
• ExplainabilityMethod: Shapley 値の計算に使用されるメソッド。KernelShap を選択します。
• Label: ジョブ分析設定によって指定された名前label_headers、または次のようなプレースホル
ダーlabel0。
• ValueType: メトリクスが返す値のタイプ。[GlobalShapValues] または [ExpectedValue] のいずれ
かを選択します。
モニタリングジョブによるメトリクスの公開を停止するに
は、publish_cloudwatch_metricsにDisabled()Environmentにおけるマップモデルの説明可能性
のある Job定義のペイロード

データをキャプチャする
エンドポイントへの入力とからの推論出力を記録するには SageMaker Amazon S3 へのリアルタイムエ
ンドポイント。という機能を有効にできますデータキャプチャ。一般に、トレーニング、デバッグ、監視
に使用できる情報を記録するために使用されます。アマゾン SageMaker Model Monitor は、このキャプ
チャデータを自動的に解析し、このデータのメトリクスとこのモデル用に作成したベースラインを比較し
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ます。Model Monitor の詳細については、「」を参照してください。データとモデルの品質、偏り、説明
可能性についてモデルを監視する (p. 2616)。

Note
推論リクエストへの影響を防ぐため、ディスク使用率のレベルが高くなると、データキャプチャ
はリクエストのキャプチャを停止します。データキャプチャがリクエストのキャプチャを続行で
きるように、ディスク使用率を 75% 未満に抑えることをお勧めします。
データをキャプチャするには、以下を使用してモデルをデプロイする必要があります SageMaker ホス
ティングサービス。これには、 SageMaker モデルを作成し、エンドポイント設定を定義し、HTTPS エン
ドポイントを作成します。
データキャプチャを有効にするために必要な手順は、AWS SDK for Python (Boto)または SageMaker
Python SDK ... を使用した場合AWSSDK、定義してDataCaptureConfig辞書、および必須フィー
ルド、CreateEndpointConfigデータキャプチャを有効にするためのメソッド。... を使用した場
合 SageMaker Python SDK、インポートするDataCaptureConfigこのクラスからインスタンス
をクラス化して初期化します。次に、このオブジェクトをDataCaptureConfigのパラメー
タsagemaker.model.Model.deploy()方法。
前述のコードスニペットを使用するには、###############サンプルコードでは、独自の情報を使用し
ます。

データキャプチャを有効にする方法
データキャプチャ設定を指定します。この設定では、要求ペイロード、応答ペイロード、またはその両方
をキャプチャできます。この後のコードスニペットは、を使用してデータキャプチャを有効にする方法を
示しています。AWS SDK for Python (Boto)そして SageMaker Python SDK

Note
Model Monitor を使用してリクエストまたはレスポンスペイロードをキャプチャする必要はありま
せん。
AWS SDK for Python (Boto)
キャプチャするデータを次のように設定します。DataCaptureConfigを使用してエンドポイントを作
成するときの辞書CreateEndpointConfig方法。SETEnableCaptureブーリアン値に True にしま
す。さらに、以下の必須パラメーターを指定します。
• EndpointConfigName: エンドポイント設定の名前。作るときにこの名前を使いま
すCreateEndpointリクエスト。
• ProductionVariants: このエンドポイントでホストするモデルのリスト。モデルごとにディク
ショナリデータ型を定義します。
• DataCaptureConfig: サンプリングするデータの初期パーセンテージに対応する整数値を指定す
るディクショナリデータタイプ (InitialSamplingPercentage)、キャプチャしたデータを保存
する Amazon S3 URI、およびキャプチャオプション (CaptureOptions) リスト。次のいずれかを
指定します。InputまたはOutputにとってCaptureModeの内CaptureOptionsリスト。
オプションで、その方法を指定できます。 SageMaker キーと値のペアの引数を渡して、キャプチャ
したデータをエンコードする必要がありますCaptureContentTypeHeaderディクショナリ
# Create an endpoint config name.
endpoint_config_name = '<endpoint-config-name>'
# The name of the production variant.
variant_name = '<name-of-production-variant>'
# The name of the model that you want to host.
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# This is the name that you specified when creating the model.
model_name = '<The_name_of_your_model>'
instance_type = '<instance-type>'
#instance_type='ml.m5.xlarge' # Example
# Number of instances to launch initially.
initial_instance_count = <integer>
# Sampling percentage. Choose an integer value between 0 and 100
initial_sampling_percentage = <integer>

# The S3 URI of where to store captured data in S3
s3_capture_upload_path = 's3://<bucket-name>/<data_capture_s3_key>'
# Specify either Input, Output, or both
capture_modes = [ "Input", "Output" ]
#capture_mode = [ "Input"] # Example - If you want to capture input only
endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
# List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at
this endpoint.
ProductionVariants=[
{
"VariantName": variant_name,
"ModelName": model_name,
"InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type.
"InitialInstanceCount": initial_instance_count # Number of instances to
launch initially.
}
],
DataCaptureConfig= {
'EnableCapture': True, # Whether data should be captured or not.
'InitialSamplingPercentage' : initial_sampling_percentage,
'DestinationS3Uri': s3_capture_upload_path,
'CaptureOptions': [{"CaptureMode" : capture_mode} for capture_mode in
capture_modes] # Example - Use list comprehension to capture both Input and Output
}
)

他のエンドポイント設定オプションの詳細については、CreateEndpointConfigの APIアマゾン
SageMaker Service API リファレンスガイド。
SageMaker Python SDK
をインポートするDataCaptureConfigからのクラスsagemaker.model_monitorモジュール。データ
キャプチャを有効にするEnableCaptureブーリアン値にTrue。
オプションとして、以下のパラメーターに引数を入力します。
• SamplingPercentage: サンプリングするデータのパーセンテージに対応する整数値。サンプリン
グ率を指定しない場合、 SageMaker デフォルトの20（20％）のデータをサンプリングします。
• DestinationS3Uri: Amazon S3 URI SageMaker キャプチャしたデータの保存に使用します。提
供しない場合は、 SageMaker キャプチャしたデータを次の場所に保存します"s3://<defaultsession-bucket>/ model-monitor/data-capture"。

from sagemaker.model_monitor import DataCaptureConfig
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# Set to True to enable data capture
enable_capture = True
# Optional - Sampling percentage. Choose an integer value between 0 and 100
sampling_percentage = <int>
# sampling_percentage = 30 # Example 30%
# Optional - The S3 URI of where to store captured data in S3
s3_capture_upload_path = 's3://<bucket-name>/<data_capture_s3_key>'
# Specify either Input, Output or both.
capture_modes = ['REQUEST','RESPONSE'] # In this example, we specify both
# capture_mode = ['REQUEST'] # Example - If you want to only capture input.
# Configuration object passed in when deploying Models to SM endpoints
data_capture_config = DataCaptureConfig(
enable_capture = enable_capture,
sampling_percentage = sampling_percentage, # Optional
destination_s3_uri = s3_capture_upload_path, # Optional
capture_options = [{"CaptureMode": capture_mode} for capture_mode in capture_modes]
)

モデルをデプロイする
モデルをデプロイし、以下を使用して HTTPS エンドポイントを作成します。DataCaptureを有効にしま
す。
AWS SDK for Python (Boto3)
エンドポイントの設定を以下に提供します。 SageMaker。このサービスは、ML コンピューティング
インスタンスを起動し、設定で指定された 1 つ以上のモデルをデプロイします。
モデルとエンドポイントの設定が完了したら、CreateEndpoint API を使用してエンドポイントを作
成します。エンドポイント名は、お使いの AWS アカウントの AWS リージョン内で一意である必要
があります。
次が、リクエストで指定されたエンドポイント設定を使用してエンドポイントを作成します。アマ
ゾン SageMaker エンドポイントを使用してリソースをプロビジョニングし、モデルをデプロイしま
す。
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name = '<endpoint-name>'
# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'
create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)

詳細については、CreateEndpoint API を参照してください。
SageMaker Python SDK
エンドポイントの名前を定義します。この手順は省略可能です。提供しない場合は、 SageMaker あ
なたに代わるユニークな名前を作成します。
from datetime import datetime
endpoint_name = f"DEMO-{datetime.utcnow():%Y-%m-%d-%H%M}"
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print("EndpointName =", endpoint_name)

モデルオブジェクトのビルトインを使用して、モデルをリアルタイムのHTTPSエンドポイントに
デプロイしますdeploy()方法。このモデルをデプロイする Amazon EC2 インスタンスタイプの
名前をinstance_typeフィールドに、エンドポイントを実行するインスタンスの初期数ととも
にinitial_instance_countフィールド:
initial_instance_count=<integer>
# initial_instance_count=1 # Example
instance_type='<instance-type>'
# instance_type='ml.m4.xlarge' # Example
# Uncomment if you did not define this variable in the previous step
#data_capture_config = <name-of-data-capture-configuration>
model.deploy(
initial_instance_count=initial_instance_count,
instance_type=instance_type,
endpoint_name=endpoint_name,
data_capture_config=data_capture_config
)

キャプチャされたデータを表示する
から予測子オブジェクトを作成します。 SageMaker Python SDK KPredictorクラス。によって返されるオ
ブジェクトを使用しますPredictorfuture ステップでエンドポイントを呼び出すクラス。エンドポイント
の名前 (以前に定義したように) を入力します。endpoint_name) と、それぞれシリアライザーとデシリ
アライザーのシリアライザーオブジェクトとデシリアライザーオブジェクト。シリアライザーのタイプに
関する情報については、SerializerのクラスSageMaker Python SDK K。
from sagemaker.predictor import Predictor
from sagemaker.serializers import <Serializer>
from sagemaker.deserializers import <Deserializers>
predictor = Predictor(endpoint_name=endpoint_name,
serializer = <Serializer_Class>,
deserializer = <Deserializer_Class>)
# Example
#from sagemaker.predictor import Predictor
#from sagemaker.serializers import CSVSerializer
#from sagemaker.deserializers import JSONDeserializer
#predictor = Predictor(endpoint_name=endpoint_name,
#
serializer=CSVSerializer(),
#
deserializer=JSONDeserializer())

前述のコード例のシナリオでは、という名前の CSV ファイルにローカルに保存したサンプル検証データ
を使用してエンドポイントを呼び出します。validation_with_predictions。サンプル検証セットに
は、各入力のラベルが含まれています。
with ステートメントの最初の数行は、最初に検証セットの CSV ファイルを開き、次にファイル内の各行
をカンマ文字で分割します。","そして、返された 2 つのオブジェクトを label 変数と input_cols 変数に
保存します。各行について、入力 (input_cols) は予測変数の (predictor) オブジェクト組み込みのメ
ソッドPredictor.predict()。
モデルが確率を返すと仮定します。確率の範囲は、0 から 1.0 の整数です。モデルから返される確率が
80% (0.8) より大きい場合、予測には整数値ラベル 1 を割り当てます。それ以外の場合は、予測に 0 の整
数値ラベルを割り当てます。
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from time import sleep
validate_dataset = "validation_with_predictions.csv"
# Cut off threshold of 80%
cutoff = 0.8
limit = 200 # Need at least 200 samples to compute standard deviations
i = 0
with open(f"test_data/{validate_dataset}", "w") as validation_file:
validation_file.write("probability,prediction,label\n") # CSV header
with open("test_data/validation.csv", "r") as f:
for row in f:
(label, input_cols) = row.split(",", 1)
probability = float(predictor.predict(input_cols))
prediction = "1" if probability > cutoff else "0"
baseline_file.write(f"{probability},{prediction},{label}\n")
i += 1
if i > limit:
break
print(".", end="", flush=True)
sleep(0.5)
print()
print("Done!")

前のステップでデータキャプチャを有効にしたことにより、リクエストペイロードと応答
ペイロードは、追加のメタデータとともに、で指定した Amazon S3 の場所に保存されま
す。DataCaptureConfig。Amazon S3 へのキャプチャデータの配信には数分かかる場合があります。
Amazon S3 に保存されたデータキャプチャファイルを一覧表示して、キャプチャされたデータを表示しま
す。Amazon S3 のパス形式は次のとおりです。s3:///{endpoint-name}/{variant-name}/yyyy/
mm/dd/hh/filename.jsonl。
呼び出しが発生した時間に基づいて編成された、異なる期間の異なるファイルが表示されます。次のコマ
ンドを実行して、1 つのキャプチャファイルの内容を出力します。
print("\n".join(capture_file[-3:-1]))

この場合、 SageMaker 特定の JSON 行形式のファイル。以下は、を使用して呼び出したリアルタイムエ
ンドポイントから取得したレスポンスサンプルですcsv/textデータ:

{"captureData":{"endpointInput":{"observedContentType":"text/csv","mode":"INPUT",
"data":"69,0,153.7,109,194.0,105,256.1,114,14.1,6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"encoding":"CSV"},"endpointOutput":{"observedContentType":"text/csv;
charset=utf-8","mode":"OUTPUT","data":"0.0254181120544672","encoding":"CSV"}},
"eventMetadata":{"eventId":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-ddddeeeeeeeeeeee","inferenceTime":"2022-02-14T17:25:49Z"},"eventVersion":"0"}
{"captureData":{"endpointInput":{"observedContentType":"text/csv","mode":"INPUT",
"data":"94,23,197.1,125,214.5,136,282.2,103,9.5,5,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"encoding":"CSV"},"endpointOutput":{"observedContentType":"text/csv;
charset=utf-8","mode":"OUTPUT","data":"0.07675473392009735","encoding":"CSV"}},
"eventMetadata":{"eventId":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-ddddeeeeeeeeeeee","inferenceTime":"2022-02-14T17:25:49Z"},"eventVersion":"0"}

前の例では、capture_fileオブジェクトはリストタイプです。リストの最初の要素にインデックスを付
けると、1 つの推論リクエストが表示されます。
# The capture_file object is a list. Index the first element to view a single inference
request
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print(json.dumps(json.loads(capture_file[0]), indent=2))

ここでは、次のようなレスポンスが返されます。返される値は、エンドポイントの設定によって異なりま
す。 SageMaker モデルとキャプチャされたデータ:
{

"captureData": {
"endpointInput": {
"observedContentType": "text/csv", # data MIME type
"mode": "INPUT",
"data":
"50,0,188.9,94,203.9,104,151.8,124,11.6,8,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
"encoding": "CSV"
},
"endpointOutput": {
"observedContentType": "text/csv; charset=character-encoding",
"mode": "OUTPUT",
"data": "0.023190177977085114",
"encoding": "CSV"
}
},
"eventMetadata": {
"eventId": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
"inferenceTime": "2022-02-14T17:25:06Z"
},
"eventVersion": "0"

}

モニタリングジョブをスケジュールする
アマゾン SageMaker Model Monitor では、エンドポイントから収集されたデータを、スケジュー
ルに従って継続的に監視できます。モニタリングスケジュールは、事前定義された周期間隔
で、CreateMonitoringSchedule API を使用して作成できます。例えば、x 時間ごと (x は 1 ～ 23 の範
囲で指定できます)。
モニタリングスケジュールでは、 SageMaker 指定した頻度でジョブの処理を開始できます。これによ
り、特定の期間に収集されたデータを分析できます。 SageMaker には、表形式のデータセットを分析
するためのビルド済みコンテナが用意されています。処理ジョブでは、 SageMaker 現在の分析のデー
タセットを、指定されたベースライン統計および制約と比較し、違反レポートを生成します。また、
CloudWatch 分析対象のフィーチャごとにメトリックが出力されます。または、「独自のコンテナの使
用 (p. 2666)」のトピックで概説されているように、独自のコンテナを持ち込むこともできます。
以前に作成したエンドポイントに対しては、モデルモニタリングスケジュールを作成できます。ベースラ
インリソース (制約および統計) を使用して、リアルタイムトラフィックと比較します。この例では、この
例に含まれている事前トレーニング済みモデルのトレーニングに使用されたトレーニングデータセットを
アップロードします。データセットが Amazon S3 にすでに存在する場合は、それを直接指定できます。
# copy over the training dataset to Amazon S3 (if you already have it in Amazon S3, you
could reuse it)
baseline_prefix = prefix + '/baselining'
baseline_data_prefix = baseline_prefix + '/data'
baseline_results_prefix = baseline_prefix + '/results'
baseline_data_uri = 's3://{}/{}'.format(bucket,baseline_data_prefix)
baseline_results_uri = 's3://{}/{}'.format(bucket, baseline_results_prefix)
print('Baseline data uri: {}'.format(baseline_data_uri))
print('Baseline results uri: {}'.format(baseline_results_uri))

training_data_file = open("test_data/training-dataset-with-header.csv", 'rb')
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s3_key = os.path.join(baseline_prefix, 'data', 'training-dataset-with-header.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(s3_key).upload_fileobj(training_data_file)

ベースラインの制約と統計を使用して、エンドポイントのモデルモニタリングスケジュールを作成し、リ
アルタイムのトラフィックと比較します。
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator
from time import gmtime, strftime
mon_schedule_name = 'DEMO-xgb-churn-pred-model-monitor-schedule-' + strftime("%Y-%m-%d-%H%M-%S", gmtime())
my_default_monitor.create_monitoring_schedule(
monitor_schedule_name=mon_schedule_name,
endpoint_input=predictor.endpoint,
post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri,
output_s3_uri=s3_report_path,
statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(),
constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(),
schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
enable_cloudwatch_metrics=True,
)

スケジュールの説明と検証: 説明した
ら、MonitoringScheduleStatusにMonitoringScheduleSummary によって返送され
たListMonitoringSchedulesAPI の変更Scheduled。
desc_schedule_result = my_default_monitor.describe_schedule()
print('Schedule status: {}'.format(desc_schedule_result['MonitoringScheduleStatus']))

監視スケジュールのcron表現
モニタリングスケジュールの詳細を指定するには、ScheduleConfig を使用します。これは、モニタリ
ングスケジュールに関する詳細を記述する cron 式です。
アマゾン SageMaker モデルモニターは以下をサポートしますcron式:
• ジョブを 1 時間おきに開始するように設定するには、以下を使用します。
Hourly: cron(0 * ? * * *)
• ジョブを毎日実行するには、以下を使用します。
cron(0 [00-23] ? * * *)
例えば、有効な cron 式は次のとおりです。
• 毎日午後 12 時 (UTC): cron(0 12 ? * * *)
• 毎日午前 12 時 (UTC): cron(0 0 ? * * *)
6、12 時間ごとの実行をサポートするために、Model Monitor では次の式をサポートしています。
cron(0 [00-23]/[01-24] ? * * *)
例えば、有効な cron 式は次のとおりです。
• 12 時間ごと、午後 5 時 (UTC) から開始: cron(0 17/12 ? * * *)
• 2 時間ごと、午前 12 時 (UTC) から開始: cron(0 0/2 ? * * *)
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メモ
• cron 式は午後 5 時 (UTC) に開始するように設定されていますが、実際にリクエストされた時
間から実行までに 0 ～ 20 分の遅延が生じる可能性があります。
• 日次スケジュールで実行する場合、このパラメータを指定しないでください。 SageMaker 毎日
実行する時間を選択します。
• 現在、 SageMaker 1 ～ 24 時間の整数での時間間隔のみをサポートします。

アマゾン SageMaker Model Monitor ビルド済みコンテナ
SageMaker という名前の組み込みイメージを提供しますsagemaker-model-monitor-analyzerこの
モデルモニタリング機能は、制約の提案、統計の生成、ベースラインと制約の比較検証、Amazon の出力
など CloudWatchメトリクス。このイメージは Spark をベースにしており、以下のように構築されていま
す。Deequu。

Note
ビルトインを引っ張ることはできませんsagemaker-model-monitor-analyzerの直接イメー
ジです。以下を使用できますsagemaker-model-monitor-analyzerベースラインの処理ジョ
ブまたは監視ジョブを次のいずれかを使用して送信したときの画像AWSSDK。
を使用する SageMaker Python SDK (「」を参照image_uris.retrieve()SageMaker Python SDK リ
ファレンスガイド) を使用して ECR イメージ URI を自動的に生成するか、ECR イメージ URI を直接指定
します。のビルド済みイメージ SageMaker Model Monitor には次のようにアクセスします。
<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-model-monitoranalyzer
例えば、以下のようになります。159807026194.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
sagemaker-model-monitor-analyzer
... にいるものAWS中国の地域、のビルド済みイメージ SageMaker Model Monitor には次のようにアクセ
スします。
<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com.cn/sagemaker-model-monitoranalyzer
次の表は、アカウント ID でサポートされている値と、対応する AWS リージョンの名前を示しています。
ACCOUNT_ID

REGION_NAME

156813124566

us-east-1

777275614652

us-east-2

890145073186

us-west-1

159807026194

us-west-2

875698925577

af-south-1

001633400207

ap-east-1

574779866223

ap-northeast-1

709848358524

ap-northeast-2
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ACCOUNT_ID

REGION_NAME

990339680094

ap-northeast-3

126357580389

ap-south-1

245545462676

ap-southeast-1

563025443158

ap-southeast-2

669540362728

ap-southeast-3

536280801234

ca-central-1

453000072557

cn-north-1

453252182341

cn-northwest-1

048819808253

eu-central-1

895015795356

eu-north-1

933208885752

eu-south-1

468650794304

eu-west-1

749857270468

eu-west-2

680080141114

eu-west-3

607024016150

me-south-1

539772159869

sa-east-1

362178532790

us-gov-west-1

独自の分析コンテナを記述するには、「モニタリングをカスタマイズする (p. 2663)」で説明されているコ
ンテナコントラクトを参照してください。

結果の解釈
ベースライン作成ジョブを実行し、データセットの統計と制約を取得した後は、モニタリングジョブ
を実行して統計を計算し、ベースライン制約に関連して発生した違反を一覧表示できます。アマゾン
CloudWatch メトリクスは、デフォルトではユーザーのアカウントにも報告されます。Amazon でのモ
ニタリング結果の表示に関する情報については SageMaker スタジオ、見るAmazon での結果の視覚化
SageMaker スタジオ (p. 2657)。

実行を一覧表示する
スケジュールは、指定された間隔でジョブのモニタリングを開始します。次のコードリスト最新の死刑の
ある、5件の死刑のある 時間単位のスケジュールを作成した後にこのコードを実行している場合、実行は
空である可能性があり、実行の開始を確認するために時間境界 (UTC) を越えるまで待たなければならない
ことがあります。次のコードには、待機のためのロジックが含まれています。
mon_executions = my_default_monitor.list_executions()
print("We created a hourly schedule above and it will kick off executions ON the hour (plus
0 - 20 min buffer.\nWe will have to wait till we hit the hour...")
while len(mon_executions) == 0:
print("Waiting for the 1st execution to happen...")
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time.sleep(60)
mon_executions = my_default_monitor.list_executions()

特定の実行を確認する
前のステップで、最後に完了したスケジュール実行または失敗したスケジュール実行を選択しました。何
がうまくいったか、うまくいかなかったかを調べることができます。ターミナルの状態は次のとおりで
す。
• Completed - モニタリングの実行が完了し、違反レポートに問題は見つかりませんでした。
• CompletedWithViolations - 実行は完了しましたが、制約違反が検出されました。
• Failed - モニタリングの実行に失敗しました。クライアントエラー (ロールの問題など) やインフラ
ストラクチャの問題が原因である可能性があります。原因を特定するには、FailureReason および
ExitMessage を確認してください。

latest_execution = mon_executions[-1] # latest execution's index is -1, previous is -2 and
so on..
time.sleep(60)
latest_execution.wait(logs=False)
print("Latest execution status: {}".format(latest_execution.describe()
['ProcessingJobStatus']))
print("Latest execution result: {}".format(latest_execution.describe()['ExitMessage']))
latest_job = latest_execution.describe()
if (latest_job['ProcessingJobStatus'] != 'Completed'):
print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till
an execution completes or investigate previously reported failures.")

report_uri=latest_execution.output.destination
print('Report Uri: {}'.format(report_uri))

生成されたレポートを一覧表示する
次のコードを使用して、生成されたレポートを一覧表示します。
from urllib.parse import urlparse
s3uri = urlparse(report_uri)
report_bucket = s3uri.netloc
report_key = s3uri.path.lstrip('/')
print('Report bucket: {}'.format(report_bucket))
print('Report key: {}'.format(report_key))
s3_client = boto3.Session().client('s3')
result = s3_client.list_objects(Bucket=report_bucket, Prefix=report_key)
report_files = [report_file.get("Key") for report_file in result.get('Contents')]
print("Found Report Files:")
print("\n ".join(report_files))

違反レポート
ベースラインと比較して、違反がある場合はこれらの違反を含む違反レポートが生成されます。次のコー
ドを使用して、違反を一覧表示します。
violations = my_default_monitor.latest_monitoring_constraint_violations()
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pd.set_option('display.max_colwidth', -1)
constraints_df = pd.io.json.json_normalize(violations.body_dict["violations"])
constraints_df.head(10)

これは、表形式データを含むデータセットにのみ適用されます。次のスキーマファイルは、計算される統
計と監視される違反を指定します。

表形式データセットの出力ファイル
ファイル名

説明

statistics.json

分析されるデータセット内の各フィーチャの列指
向統計を含みます。このファイルのスキーマにつ
いては、次のトピックを参照してください。

Note
このファイルは、データ品質モニタリン
グでのみ作成されます。
baseline_constaints および
baseline_statistics パスで指定されたベース
ライン統計および制約ファイルと比較した、この
現在のデータセットで検出された違反のリストを
含みます。

constraints_violations.json

-アマゾン SageMaker Model Monitor ビルド済みコンテナ (p. 2654)アマゾンのセットを保存します
CloudWatchデフォルトでは各特徴のメトリクス。
コンテナコードは出力できます CloudWatch この場所の指標:/opt/ml/output/metrics/
cloudwatch。

Amazon での結果の視覚化 SageMaker スタジオ
Amazon では、モニタリング結果の視覚化もできます。 SageMaker Studio。モニタリングジョブ実行の詳
細を表示し、モニタリングジョブが計算するメトリクスに対するベースラインおよびキャプチャされた値
を表示するグラフを作成できます。

モニタリングジョブの詳細な結果を表示するには
1.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。

2.

左のナビゲーションペインで、[Components and registries] (コンポーネントとレジストリ) アイコン
(

3.

) を選択します。

[Endpoints] (エンドポイント) ドロップダウンメニューを選択します。
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4.

[Endpoint] (エンドポイント) タブで、ジョブの詳細を表示するモニタリングタイプを選択します。

5.

モニタリングジョブのリストから、詳細を表示するモニタリングジョブ実行の名前を選択します。
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6.

[MONITORING JOB DETAILS] (モニタリングジョブの詳細) タブが開き、モニタリングジョブの詳細
レポートが表示されます。
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ある期間のベースラインメトリクスとキャプチャされたメトリクスを表示するグラフを作成できます。

でチャートを作成するには SageMaker Studio でモニタリング結果を視覚化する
1.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。

2.

左のナビゲーションペインで、[Components and registries] (コンポーネントとレジストリ) アイコン
(

) を選択します。

3.

[Endpoints] (エンドポイント) ドロップダウンメニューを選択します。

4.

[Endpoint] (エンドポイント) タブで、グラフを作成するモニタリングタイプを選択します。この例で
は、[Model Quality] (モデル品質) モニタリングタイプのグラフを表示しています。
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5.

[Area chart] (グラフを追加) を選択します。

6.

[CHART PROPERTIES] (グラフのプロパティ) タブで、グラフ化する期間、統計、およびメトリクス
を選択します。次の例では、[1 week] (1 週間) の [Timeline] (タイムライン) で、[Metric] (メトリクス)
[f1] の [Statistic] (統計) の [Average] (平均) がグラフで表示されています。
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7.

前のステップで選択したベースラインと現在のメトリクス統計を示すグラフが、[Endpoint] (エンドポ
イント) タブに表示されます。
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高度なトピック
次のセクションには、前処理スクリプトと後処理スクリプトを使用してモニタリングをカスタマイズする
方法、独自のコンテナを構築する方法、AWS CloudFormation を使用してモニタリングスケジュールを作
成する方法について説明するより高度なタスクが含まれています。
トピック
• モニタリングをカスタマイズする (p. 2663)
• AWS CloudFormation カスタムリソースを使用したモニタリングスケジュールの作成 (p. 2673)

モニタリングをカスタマイズする
組み込みのモニタリングメカニズムを使用するだけでなく、前処理スクリプトと後処理スクリプトを使用
するか、独自のコンテナを使用または構築して、独自のカスタムモニタリングスケジュールとプロシー
ジャを作成できます。
トピック
• 前処理と後処理 (p. 2663)
• 独自のコンテナの使用 (p. 2666)

前処理と後処理
カスタムの前処理および後処理の Python スクリプトを使用して、入力をモデルモニターに変換したり、
監視が正常に実行された後にコードを拡張したりできます。これらのスクリプトを Amazon S3 にアップ
ロードし、モデルモニターを作成するときに参照します。
次の例は、前処理スクリプトと後処理スクリプトを使用してモニタリングスケジュールをカスタマイズす
る方法を示しています。置換################自分の情報で。
import boto3, os
from sagemaker import get_execution_role, Session
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator, DefaultModelMonitor
# Upload pre and postprocessor scripts
session = Session()
bucket = boto3.Session().resource("s3").Bucket(session.default_bucket())
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prefix = "demo-sagemaker-model-monitor"
pre_processor_script = bucket.Object(os.path.join(prefix,
"preprocessor.py")).upload_file("preprocessor.py")
post_processor_script = bucket.Object(os.path.join(prefix,
"postprocessor.py")).upload_file("postprocessor.py")
# Get execution role
role = get_execution_role() # can be an empty string
# Instance type
instance_type = "instance-type"
# instance_type = "ml.m5.xlarge" # Example
# Create a monitoring schedule with pre and postprocessing
my_default_monitor = DefaultModelMonitor(
role=role,
instance_count=1,
instance_type=instance_type,
volume_size_in_gb=20,
max_runtime_in_seconds=3600,
)
s3_report_path = "s3://{}/{}".format(bucket, "reports")
monitor_schedule_name = "monitor-schedule-name"
endpoint_name = "endpoint-name"
my_default_monitor.create_monitoring_schedule(
post_analytics_processor_script=post_processor_script,
record_preprocessor_script=pre_processor_script,
monitor_schedule_name=monitor_schedule_name,
endpoint_input=endpoint_name,
output_s3_uri=s3_report_path,
statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(),
constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(),
schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
enable_cloudwatch_metrics=True,
)

トピック
• 前処理スクリプト (p. 2664)
• 後処理スクリプト (p. 2666)

前処理スクリプト
モデルモニターへの入力を変換する必要がある場合は、前処理スクリプトを使用してください。
例えば、モデルの出力が配列であるとします。[1.0, 2.1]。アマゾン SageMaker Model Monitor コン
テナは、次のような表形式または平坦化された JSON 構造でのみ動作します{“prediction0”: 1.0,
“prediction1” : 2.1}。次のような前処理スクリプトを使用して、配列を正しい JSON 構造に変換で
きます。
def preprocess_handler(inference_record):
input_data = inference_record.endpoint_input.data
output_data = inference_record.endpoint_output.data.rstrip("\n")
data = output_data + "," + input_data
return { str(i).zfill(20) : d for i, d in enumerate(data.split(",")) }

別の例として、モデルにオプション機能があり、-1オプション機能に欠損値があることを示します。デー
タ品質モニターをお持ちの場合は、-1入力値の配列から取得して、モニターのメトリック計算に含まれな
いようにします。これらの値を削除するには、次のようなスクリプトを使用できます。
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def preprocess_handler(inference_record):
input_data = inference_record.endpoint_input.data
return {i : None if x == -1 else x for i, x in enumerate(input_data.split(","))}

前処理スクリプトはinference_recordその唯一の入力として。次のコードスニペット
は、inference_record。
{

}

"captureData": {
"endpointInput": {
"observedContentType": "text/csv",
"mode": "INPUT",
"data": "132,25,113.2,96,269.9,107,,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1",
"encoding": "CSV"
},
"endpointOutput": {
"observedContentType": "text/csv; charset=utf-8",
"mode": "OUTPUT",
"data": "0.01076381653547287",
"encoding": "CSV"
}
},
"eventMetadata": {
"eventId": "feca1ab1-8025-47e3-8f6a-99e3fdd7b8d9",
"inferenceTime": "2019-11-20T23:33:12Z"
},
"eventVersion": "0"

次のコードスニペットは、JSON 形式で、inference_record。
KEY_EVENT_METADATA = "eventMetadata"
KEY_EVENT_METADATA_EVENT_ID = "eventId"
KEY_EVENT_METADATA_EVENT_TIME = "inferenceTime"
KEY_EVENT_METADATA_CUSTOM_ATTR = "customAttributes"
KEY_EVENTDATA = "captureData"
KEY_EVENTDATA_INPUT = "endpointInput"
KEY_EVENTDATA_OUTPUT = "endpointOutput"
KEY_EVENTDATA_ENCODING = "encoding"
KEY_EVENTDATA_DATA = "data"
KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE = "observedContentType"
KEY_EVENTDATA_MODE = "mode"
KEY_EVENT_VERSION = "eventVersion"
class EventConfig:
def __init__(self, endpoint, variant, start_time, end_time):
self.endpoint = endpoint
self.variant = variant
self.start_time = start_time
self.end_time = end_time
class EventMetadata:
def __init__(self, event_metadata_dict):
self.event_id = event_metadata_dict.get(KEY_EVENT_METADATA_EVENT_ID, None)
self.event_time = event_metadata_dict.get(KEY_EVENT_METADATA_EVENT_TIME, None)
self.custom_attribute =
event_metadata_dict.get(KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE, None)
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class EventData:
def __init__(self, data_dict):
self.encoding = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_ENCODING, None)
self.data = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_DATA, None)
self.observedContentType = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE, None)
self.mode = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_MODE, None)
def as_dict(self):
ret = {
KEY_EVENTDATA_ENCODING: self.encoding,
KEY_EVENTDATA_DATA: self.data,
KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE: self.observedContentType,
}
return ret
class CapturedData:
def __init__(self, event_dict):
self.event_metadata = None
self.endpoint_input = None
self.endpoint_output = None
self.event_version = None
self.event_dict = event_dict
self._event_dict_postprocessed = False
if KEY_EVENT_METADATA in event_dict:
self.event_metadata = EventMetadata(event_dict[KEY_EVENT_METADATA])
if KEY_EVENTDATA in event_dict:
if KEY_EVENTDATA_INPUT in event_dict[KEY_EVENTDATA]:
self.endpoint_input = EventData(event_dict[KEY_EVENTDATA]
[KEY_EVENTDATA_INPUT])
if KEY_EVENTDATA_OUTPUT in event_dict[KEY_EVENTDATA]:
self.endpoint_output = EventData(event_dict[KEY_EVENTDATA]
[KEY_EVENTDATA_OUTPUT])
if KEY_EVENT_VERSION in event_dict:
self.event_version = event_dict[KEY_EVENT_VERSION]
def as_dict(self):
if self._event_dict_postprocessed is True:
return self.event_dict
if KEY_EVENTDATA in self.event_dict:
if KEY_EVENTDATA_INPUT in self.event_dict[KEY_EVENTDATA]:
self.event_dict[KEY_EVENTDATA][KEY_EVENTDATA_INPUT] =
self.endpoint_input.as_dict()
if KEY_EVENTDATA_OUTPUT in self.event_dict[KEY_EVENTDATA]:
self.event_dict[KEY_EVENTDATA][
KEY_EVENTDATA_OUTPUT
] = self.endpoint_output.as_dict()
self._event_dict_postprocessed = True
return self.event_dict

後処理スクリプト
モニタリングが正常に実行された後にコードを拡張する場合は、後処理スクリプトを使用してください。
def postprocess_handler():
print("Hello from post-proc script!")

独自のコンテナの使用
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アマゾン SageMaker Model Monitor には、エンドポイントからキャプチャした表形式のデータセットの
データを分析する機能を備えた、ビルド済みコンテナが用意されています。独自のコンテナを持ち込む場
合は、Model Monitor が提供する拡張ポイントを活用できます。
内部的には、MonitoringSchedule を作成すると、Model Monitor が処理ジョブを最終的に開始しま
す。したがってコンテナは、「独自の処理コンテナを構築する (高度なシナリオ) (p. 916)」トピックに
記載されている処理ジョブのコントラクトを認識する必要があります。Model Monitor はスケジュール
に従って自動的に処理ジョブを開始することに注意してください。呼び出し中に、Model Monitor は追
加の環境変数を設定し、スケジュールされた特定のモニタリング実行のデータ処理に十分なコンテキス
トがコンテナに含まれるようにします。コンテナ入力の詳細については、「コンテナコントラクトの入
力 (p. 2667)」を参照してください。
コンテナで、上記の環境変数/コンテキストを使用して、カスタムコード内の現在の期間のデータセットを
分析できるようになりました。この分析が完了したら、出力されたレポートを S3 バケットにアップロー
ドすることを選択できます。ビルド済みコンテナが生成するレポートについては、「コンテナコントラク
トの出力 (p. 2669)」を参照してください。レポートを視覚化するには SageMaker Studio、同じ形式に従
う必要があります。また、完全カスタムレポートの出力を選択することもできます。
あなたも放出する CloudWatch の手順に従って、コンテナからメトリクスを取得するCloudWatch 独自の
コンテナを取り込む場合のメトリクス (p. 2673)。
トピック
• コンテナコントラクトの入力 (p. 2667)
• コンテナコントラクトの出力 (p. 2669)
• CloudWatch 独自のコンテナを取り込む場合のメトリクス (p. 2673)

コンテナコントラクトの入力
アマゾン SageMaker Model Monitor プラットフォームは、指定されたスケジュールに従ってコンテナコー
ドを呼び出します。独自のコンテナコードを記述する場合は、コンテナコードに次の環境変数を使用でき
ます。このコンテキストでは、現在のデータセットを分析することができます。また、メトリクスを出力
することを選択した場合は、制約を評価できます。
"Environment": {
"dataset_format": "{\"sagemakerCaptureJson\": {\"captureIndexNames\": [\"endpointInput\",
\"endpointOutput\"]}}",
"dataset_source": "/opt/ml/processing/endpointdata",
"end_time": "2019-12-01T16: 20: 00Z",
"output_path": "/opt/ml/processing/resultdata",
"publish_cloudwatch_metrics": "Disabled",
"sagemaker_endpoint_name": "endpoint-name",
"sagemaker_monitoring_schedule_name": "schedule-name",
"start_time": "2019-12-01T15: 20: 00Z"
}

パラメータ
Parameter Name

説明

dataset_format

Endpoint によって支援され
た MonitoringSchedule から
開始されたジョブでは、これは
endpointInput、endpointOutput、また
はその両方のキャプチャインデックスを持つ
sageMakerCaptureJson になります。

dataset_source

start_time および end_time で指定された
モニタリング期間に対応するデータが使用可能
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Parameter Name

説明
なローカルパス。このパスでは、データは /
{endpoint-name}/{variant-name}/yyyy/
mm/dd/hh で使用できます。
開始時刻と終了時刻で指定されているものよりも
多くのデータをダウンロードする場合がありま
す。必要に応じてデータを解析するかどうかはコ
ンテナコード次第です。

output_path

出力レポートおよびその他のファ
イルを書き込むためのローカルパ
ス。CreateMonitoringSchedule
リクエストでこのパラメータを
MonitoringOutputConfig.MonitoringOutput[0].LocalP
として指定します。これ
は、MonitoringOutputConfig.MonitoringOutput[0].S3U
に指定された S3Uri パスにアップロードされま
す。

publish_cloudwatch_metrics

CreateMonitoringSchedule によって起動され
たジョブでは、このパラメータは Enabled に設定
されます。コンテナはAmazonを書くことを選択で
きます CloudWatch 出力ファイル[filepath]。

sagemaker_endpoint_name

このスケジュールされたジョブが起動された
Endpoint の名前。

sagemaker_monitoring_schedule_name

このジョブを起動した MonitoringSchedule の
名前。

*sagemaker_endpoint_datacapture_prefix* Endpoint の DataCaptureConfig パラメータで
指定されたプレフィックス。コンテナは、すでに
ダウンロードされたデータ以外のデータに直接ア
クセスする必要がある場合に、これを使用できま
す SageMaker でdataset_sourceパス。
start_time, end_time

この分析の実行期間。たとえば、2020 年 2
月 20 日の 05:00 UTC に実行するようにスケ
ジュールされたジョブの場合、start_time:
は 2020-02-19T06:00:00Z、end_time: は
202020-02-20T 05:00:00 Z になります。

baseline_constraints:

BaselineConfig.ConstraintResource.S3Uri
で指定されているベースライン制約ファイル
のローカルパス。これは、このパラメータが
CreateMonitoringSchedule リクエストで指定
された場合にのみ使用できます。

baseline_statistics

BaselineConfig.StatisticsResource.S3Uri
で指定したベースライン統計ファイルへの
ローカルパス。これは、このパラメータが
CreateMonitoringSchedule リクエストで指定
された場合にのみ使用できます。
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コンテナコントラクトの出力
コンテナは、*dataset_source* パスで使用可能なデータを分析し、*output_path*. 内のパスにレ
ポートを書き込むことができます。コンテナコードは、ニーズに合った任意のレポートを書くことができ
ます。
次の構造とコントラクトを使用する場合、一部の出力ファイルは SageMaker ビジュアライゼーションと
API で。これは、表形式のデータセットにのみ適用されます。

表形式データセットの出力ファイル
ファイル名

説明

statistics.json

このファイルには、分析対象のデータセット内の
各フィーチャに対する列状の統計が含まれます。
このファイルのスキーマは次のセクションで確認
できます。

constraints.json

このファイルには、確認されたフィーチャの制約
が含まれます。このファイルのスキーマは次のセ
クションで確認できます。

constraints_violations.json

このファイルには、baseline_constaints お
よび baseline_statistics パスで指定された
ベースライン統計および制約ファイルと比較し
て、この現在のデータセットで検出された違反の
リストが含まれています。

また、もしpublish_cloudwatch_metrics値は"Enabled"コンテナコードはAmazonを出力できます
CloudWatch この場所の指標: /opt/ml/output/metrics/cloudwatch。 これらのファイルのスキーマ
については、続くセクションで説明します。
トピック
• 統計のスキーマ (statistics.json ファイル) (p. 2669)
• 制約のスキーマ (constraints.json ファイル) (p. 2671)

統計のスキーマ (statistics.json ファイル)
statistics.json ファイルに定義されているスキーマは、ベースラインに対して計算される統計パラ
メータと、取得されるデータを指定します。また、KLL が使用するバケットを設定します。KLL は、遅延
圧縮スキームを持つ非常にコンパクトな分位数スケッチです。
{

"version": 0,
# dataset level stats
"dataset": {
"item_count": number
},
# feature level stats
"features": [
{
"name": "feature-name",
"inferred_type": "Fractional" | "Integral",
"numerical_statistics": {
"common": {
"num_present": number,
"num_missing": number
},
"mean": number,
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},
{

}

]

}

"sum": number,
"std_dev": number,
"min": number,
"max": number,
"distribution": {
"kll": {
"buckets": [
{
"lower_bound": number,
"upper_bound": number,
"count": number
}
],
"sketch": {
"parameters": {
"c": number,
"k": number
},
"data": [
[
num,
num,
num,
num
],
[
num,
num
][
num,
num
]
]
}#sketch
}#KLL
}#distribution
}#num_stats
"name": "feature-name",
"inferred_type": "String",
"string_statistics": {
"common": {
"num_present": number,
"num_missing": number
},
"distinct_count": number,
"distribution": {
"categorical": {
"buckets": [
{
"value": "string",
"count": number
}
]
}
}
},
#provision for custom stats
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メモ
• 指定されたメトリクスは SageMaker 後のビジュアライゼーションの変更で。必要に応じて、コ
ンテナはより多くのメトリクスを出力できます。
• KLL スケッチは、認識されるスケッチです。カスタムコンテナは独自の表現を記述できます
が、認識されません SageMaker 視覚化で。
• デフォルトでは、ディストリビューションは 10 個のバケットでマテリアライズされます。これ
を変更することはできません。

制約のスキーマ (constraints.json ファイル)
constraints.json ファイルは、データセットが満たす必要がある制約を示すために使用されます。アマゾ
ン SageMaker Model Monitor コンテナは constraints.json ファイルを使用して、データセットを評価で
きます。ビルド済みコンテナは、ベースラインデータセットの constraints.json ファイルを自動的に生成
する機能を提供します。独自のコンテナを持ち込む場合は、同様の機能を提供することも、他の方法で
constraints.json ファイルを作成することもできます。以下は、ビルド済みコンテナが使用する制約ファイ
ルのスキーマです。独自のコンテナを取り込む場合、同じ形式を採用するか、必要に応じてその機能を拡
張できます。

{

"version" : 0,
"features": [
{
"name": "string",
"inferred_type": "Integral" | "Fractional" |
| "String" | "Unknown",
"completeness": number, # denotes observed non-null value percentage
"num_constraints" : {
"is_non_negative": boolean,
},
"string_constraints" : {
"domains": [
"list of",
"observed values",
"for small cardinality"
],
},
"monitoringConfigOverrides" : {
}#monitoringConfigOverrides
}#feature
]#features

# options to control monitoring for this feature with monitoring jobs
# See the following table for notes on what each constraint is doing.
"monitoring_config": {
"evaluate_constraints": "Enabled",
"emit_metrics": "Enabled",
"datatype_check_threshold": 0.1,
"domain_content_threshold": 0.1,
"distribution_constraints": {
"perform_comparison": "Enabled",
"comparison_threshold": 0.1,
"comparison_method": "Simple"||"Robust"
}
}}#schema
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制約のモニタリング
制約事項

説明

evaluate_constraints

Enabled の場合、分析中の現在のデータ
セットが、ベースラインとして採用された
constraints.json ファイルに指定されている制約を
満たしているかどうかを評価します。
有効な値: Enabled または Disabled
デフォルト: Enabled
メトリックEnabled、放出する CloudWatch ファ
イルに含まれているデータのメトリクス。

emit_metrics

有効な値: Enabled または Disabled
デフォルト: Enabled
指定されている datatype_check_threshold
の値をしきい値が超えると、違反レポートで違反
として扱われる障害が発生します。現在の実行の
データ型がベースラインデータセットのデータ型
と同じでない場合、このしきい値は、違反として
フラグを付ける必要があるかどうかを評価するた
めに使用されます。

datatype_check_threshold

ベースラインステップでは、生成された制約
によって、各列の推定データ型が推奨されま
す。datatype_check_threshold パラメータを
微調整すると、違反としてフラグが付けられる際
のしきい値を調整できます。
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト: 0.1
現在のデータセットの String フィールドの未知の
値が、ベースラインデータセットよりも多い場合
は、このしきい値を使用して、違反としてフラグ
を付ける必要があるかどうかを決定できます。

domain_content_threshold

有効な値: 浮動小数点数
デフォルト: 0.1
distribution_constraints

perform_comparison
Enabled の場合、このフラグは、ベースライン
ディストリビューションと現在のデータセットで
確認されたディストリビューションの間のディス
トリビューション比較を実行するようコードに指
示します。
有効な値: Enabled または Disabled
デフォルト: Enabled
comparison_threshold
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制約事項

説明
しきい値が comparison_threshold に設定され
ている値を超えると、違反レポートで違反として
扱われる障害が発生します。距離は、2 つのディス
トリビューションの累積ディストリビューション
関数間の最大絶対差を得ることによって計算され
ます。
有効な値: 浮動小数点数
デフォルト: 0.1
comparison_method
linf_simple または linf_robust を計算する
かどうか。linf_simple は、2 つのディストリ
ビューションの累積ディストリビューション関数
の最大絶対差に基づいています。linf_robust
の計算は linf_simple に基づいていますが、
サンプルが足りない場合に使用されます。この
linf_robust 式は、2 標本コルモゴロフ=スミル
ノフ検定に基づいています。
有効な値: linf_simple または linf_robust.

CloudWatch 独自のコンテナを取り込む場合のメトリクス
そのファイルにpublish_cloudwatch_metrics値はEnabled()Environmentにおけるマップ/opt/
ml/processing/processingjobconfig.jsonファイル、コンテナコードはAmazonを出力します
CloudWatch この場所の指標:/opt/ml/output/metrics/cloudwatch。
このファイルのスキーマは、 CloudWatch PutMetricsAPI。名前空間はここでは指定されていません。デ
フォルトで /aws/sagemaker/Endpoint/data-metrics に設定されます。ただし、ディメンションを
指定することはできます。少なくとも Endpoint と MonitoringSchedule のディメンションを追加す
ることをお勧めします。
{

"MetricName": "", # Required
"Timestamp": "2019-11-26T03:00:00Z", # Required
"Dimensions" : [{"Name":"Endpoint","Value":"endpoint_0"},
{"Name":"MonitoringSchedule","Value":"schedule_0"}]
"Value": Float,
# Either the Value or the StatisticValues field can be populated and not both.
"StatisticValues": {
"SampleCount": Float,
"Sum": Float,
"Minimum": Float,
"Maximum": Float
},
"Unit": "Count", # Optional
}

AWS CloudFormation カスタムリソースを使用したモニタリングスケジュールの
作成
AWS CloudFormation を使用してモニタリングスケジュールを作成するには、AWS CloudFormation カ
スタムリソースを使用します。カスタムリソースは Python に含まれています。デプロイするには、
「Python の Lambda デプロイ」を参照してください。
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カスタムリソース
まず、AWS CloudFormation テンプレートにカスタムリソースを追加します。これは、次のステップで作
成する AWS Lambda 関数を指定します。
このリソースを使用すると、モニタリングスケジュールのパラメータをカスタマイズできます。次のリ
ソース例では、AWS CloudFormation リソースと Lambda 関数を変更して、パラメータを追加または削除
できます。
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MonitoringSchedule": {
"Type": "Custom::MonitoringSchedule",
"Version": "1.0",
"Properties": {
"ServiceToken": "arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:function:lambdaname",
"ScheduleName": "YourScheduleName",
"EndpointName": "YourEndpointName",
"BaselineConstraintsUri": "s3://your-baseline-constraints/
constraints.json",
"BaselineStatisticsUri": "s3://your-baseline-stats/statistics.json",
"PostAnalyticsProcessorSourceUri": "s3://your-post-processor/
postprocessor.py",
"RecordPreprocessorSourceUri": "s3://your-preprocessor/preprocessor.py",
"InputLocalPath": "/opt/ml/processing/endpointdata",
"OutputLocalPath": "/opt/ml/processing/localpath",
"OutputS3URI": "s3://your-output-uri",
"ImageURI": "111111111111.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/your-image",
"ScheduleExpression": "cron(0 * ? * * *)",
"PassRoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AmazonSageMakerExecutionRole"
}
}
}
}

Lambda カスタムリソースコード
この AWS CloudFormation カスタムリソースでは、Custom Resource Helper AWS ライブラリを使用しま
す。このライブラリは、pip install crhelper を使用して pip でインストールできます。
この Lambda 関数は、スタックの作成および削除中に AWS CloudFormation によって呼び出されます。こ
の Lambda 関数は、モニタリングスケジュールの作成と削除、および前のセクションで説明したカスタム
リソースに定義されているパラメータの使用を行います。
import boto3
import botocore
import logging
from crhelper import CfnResource
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
sm = boto3.client('sagemaker')
# cfnhelper makes it easier to implement a CloudFormation custom resource
helper = CfnResource()
# CFN Handlers
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def handler(event, context):
helper(event, context)
@helper.create
def create_handler(event, context):
"""
Called when CloudFormation custom resource sends the create event
"""
create_monitoring_schedule(event)
@helper.delete
def delete_handler(event, context):
"""
Called when CloudFormation custom resource sends the delete event
"""
schedule_name = get_schedule_name(event)
delete_monitoring_schedule(schedule_name)
@helper.poll_create
def poll_create(event, context):
"""
Return true if the resource has been created and false otherwise so
CloudFormation polls again.
"""
schedule_name = get_schedule_name(event)
logger.info('Polling for creation of schedule: %s', schedule_name)
return is_schedule_ready(schedule_name)
@helper.update
def noop():
"""
Not currently implemented but crhelper will throw an error if it isn't added
"""
pass
# Helper Functions
def get_schedule_name(event):
return event['ResourceProperties']['ScheduleName']
def create_monitoring_schedule(event):
schedule_name = get_schedule_name(event)
monitoring_schedule_config = create_monitoring_schedule_config(event)
logger.info('Creating monitoring schedule with name: %s', schedule_name)
sm.create_monitoring_schedule(
MonitoringScheduleName=schedule_name,
MonitoringScheduleConfig=monitoring_schedule_config)
def is_schedule_ready(schedule_name):
is_ready = False
schedule = sm.describe_monitoring_schedule(MonitoringScheduleName=schedule_name)
status = schedule['MonitoringScheduleStatus']
if status == 'Scheduled':
logger.info('Monitoring schedule (%s) is ready', schedule_name)
is_ready = True
elif status == 'Pending':
logger.info('Monitoring schedule (%s) still creating, waiting and polling
again...', schedule_name)
else:
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raise Exception('Monitoring schedule ({}) has unexpected status:
{}'.format(schedule_name, status))
return is_ready
def create_monitoring_schedule_config(event):
props = event['ResourceProperties']
return {
"ScheduleConfig": {
"ScheduleExpression": props["ScheduleExpression"],
},
"MonitoringJobDefinition": {
"BaselineConfig": {
"ConstraintsResource": {
"S3Uri": props['BaselineConstraintsUri'],
},
"StatisticsResource": {
"S3Uri": props['BaselineStatisticsUri'],
}
},
"MonitoringInputs": [
{
"EndpointInput": {
"EndpointName": props["EndpointName"],
"LocalPath": props["InputLocalPath"],
}
}
],
"MonitoringOutputConfig": {
"MonitoringOutputs": [
{
"S3Output": {
"S3Uri": props["OutputS3URI"],
"LocalPath": props["OutputLocalPath"],
}
}
],
},
"MonitoringResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.t3.medium",
"VolumeSizeInGB": 50,
}
},
"MonitoringAppSpecification": {
"ImageUri": props["ImageURI"],
"RecordPreprocessorSourceUri": props['PostAnalyticsProcessorSourceUri'],
"PostAnalyticsProcessorSourceUri":
props['PostAnalyticsProcessorSourceUri'],
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 300
},
"RoleArn": props["PassRoleArn"],
}
}
def delete_monitoring_schedule(schedule_name):
logger.info('Deleting schedule: %s', schedule_name)
try:
sm.delete_monitoring_schedule(MonitoringScheduleName=schedule_name)
except ClientError as e:
if e.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFound':
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logger.info('Resource not found, nothing to delete')
else:
logger.error('Unexpected error while trying to delete monitoring schedule')
raise e

オンラインでの説明可能性 SageMaker Clarify
このガイドでは、を使用してオンライン説明可能性を設定する方法を示します。 SageMaker Clarify。と
SageMaker リアルタイム推論エンドポイントでは、説明可能性をリアルタイムで継続的に分析できます。
オンラインでの説明可能性機能は本番環境にデプロの一部アマゾン SageMaker Machine Learning ワーク
フロー。

Clarifyのオンライン説明可能性の仕組み
以下の図は SageMaker 説明可能性のリクエストに対応するエンドポイントをホストするためのアーキテ
クチャ。これには、エンドポイント、モデルコンテナ、および SageMaker Clarify.

Clarifyのオンライン説明可能性の仕組みは次のとおりです。アプリケーションは REST スタイルを送信
しますInvokeEndpointへのリクエスト SageMaker ランタイム Service. サービスはこのリクエストを
SageMaker 予測と説明を得るためのエンドポイント。その後、サービスはエンドポイントからレスポンス
を受信します。最後に、サービスはレスポンスをアプリケーションに送り返します。
エンドポイントの可用性を高めるには、 SageMaker エンドポイント設定のインスタンス数に応じて、複
数のアベイラビリティーゾーンにエンドポイントインスタンスを自動的に分散しようとします。エンドポ
イントインスタンスでは、新しい説明可能性のリクエストに応じて、 SageMaker Clarifyの説明者は予測の
ためにモデルコンテナを呼び出します。次に、フィーチャ属性を計算して返します。
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次に、を使用するエンドポイントを作成する 4 つの手順を示します。 SageMaker オンラインでの説明可
能性を明確にする:
1. 事前トレーニングを受けているかどうかを確認してください SageMaker モデルはオンラインでの説明
可能性と互換性があります事前チェックステップ。
2. エンドポイント設定を作成すると SageMaker 以下を使用して説明者の構成を明確にす
るCreateEndpointConfigAPI。
3. エンドポイントの作成そして、エンドポイントの設定を以下に提供します SageMaker の使
用CreateEndpointAPI。このサービスは ML コンピュートインスタンスを起動し、設定で指定された
とおりにモデルをデプロイします。
4. エンドポイントを呼び出す: エンドポイントが稼動状態になったら、 SageMakerランタイム
APIInvokeEndpointエンドポイントにリクエストを送信します。その後、エンドポイントは説明と予
測を返します。

モデルコンテナを事前にチェックする
このセクションでは、エンドポイントを設定する前に、モデルコンテナーの入力と出力の互換性を事前に
チェックする方法を示します。- SageMaker Clarify Explainerモデルにとらわれないですが、モデルコンテ
ナの入力と出力の要件があります。

Note
1 回のリクエストで 2 つ以上のレコードをサポートするバッチリクエストをサポートするよう
にコンテナを設定することで、効率を高めることができます。レコードは 1 行の CSV データで
す。

モデルコンテナ入力
モデルコンテナは、いずれかの CSV (MIME タイプ:"text/csv」) での入力をサポートします。次の表に、以
下の入力例を示します。 SageMaker Clarify サポート:
モデルコンテナ入力 (文字列表現)

コメント

'1,2,3,3,4'

シングルレコード（4つの数値機能）。

'1,2,3,4\ n5,6,7,8'

改行 '\ n' で区切られた 2 つのレコード。

'"これはいい商品だ」,5'

シングルレコード (テキストフィーチャと数値
フィーチャー)

'"これは良い商品だ」,5\ n "悪い買い物体験" ,1'

2 つのレコード

SageMaker 入力もサポートしていますJSON ライン高密度フォーマット(MIME タイプ:"アプリケーション/
jsonlines」):
モデルコンテナ入力

コメント

'{"データ」: {"機能」: [1,2,3,4]}}'

単一レコード、JMESPath式「data.features」で特
徴の一覧を抽出できます。

'{"data」: {"features」: [1,2,3,4]}}\ n {"data」:
{"features」: [5,6,7,8]}}'

2 つのレコード

'{"features」: ["これは良い製品だ」,5]}'

単一レコード、JMESPath式の「features」で特徴
の一覧を抽出できます。
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モデルコンテナ入力

コメント

'{"features」: ["これは良い商品です」,5]}\ n
{"features」: ["悪い買い物体験」,1]}'

2 つのレコード

モデルコンテナ出力
入力と同様に、モデルコンテナーの出力も CSV または JSON Lines の密集形式でなければなりません。さ
らに、モデルコンテナには入力レコードの確率を含める必要があります。 SageMaker Clarifyではフィー
チャの属性を計算する必要があります。
次のデータ例は、のモデルコンテナ出力用ですCSV 形式。
Probability only
回帰問題と二項分類問題の場合、モデルコンテナは予測ラベルの単一の確率値 (スコア) を出力しま
す。これらの確率は、列インデックス 0 を使用して抽出できます。マルチクラス問題の場合、モデル
コンテナは確率 (スコア) のリストを出力します。複数クラスの問題では、索引が提供されない場合、
すべての値が抽出されます。
モデルコンテナ入力

モデルコンテナ出力 (文字列表現)

シングルレコード

'0.6'

2 つのレコード (結果が 1 行に)

'0.6,0.3'

2 つのレコード (結果は 2 行になる)

'0.6\ n0.3'

マルチクラスモデル (3 クラス) の 1 つのレコー
ド

'0.1,0.6,0.3'

マルチクラスモデルの 2 つのレコード (3 クラス) '0.1,0.6,0.3\ n0.2,0.5,0.3'
Predicted label and probabilities
モデルコンテナは、予測ラベルとそれに続く確率を次のように出力します。CSVの形式で設定。確率
はインデックスを使用して抽出できます1。
モデルコンテナ入力

モデルコンテナ出力

シングルレコード

'1,0.6'

2 つのレコード

'1,0.6\ n0,0.3'

Predicted labels header and probabilities
オートパイロットでトレーニングされたマルチクラスモデルコンテナは、出力するように構成できま
す文字列表現の予測ラベルと確率のリストのCSVの形式で設定。次の例では、確率は指数で抽出でき
ます1ラベルヘッダーはインデックスで抽出できます1ラベルヘッダーはインデックスを使用して抽出
できます0。
モデルコンテナ入力

モデルコンテナ出力

シングルレコード

'"[\ '猫\',\ '犬\ ',\ '魚\']」, "[0.1,0.6,0.3]" '
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モデルコンテナ入力

モデルコンテナ出力

2 つのレコード

'"[\ '猫\',\ '犬\ ',\ '魚\']」, "[0.1,0.6,0.3]"\ n "[\ '猫\ ',\
'犬\',\ '魚\ ']」, "[0.2,0.5,0.3]"'

次のデータ例は、のモデルコンテナ出力用ですJSON lineの形式で設定。
Probability only
この例では、モデルコンテナは、次の式で抽出できる確率を出力します。JMESPath表
現'score'にJSON lineの形式で設定。
モデルコンテナ入力

モデルコンテナ出力

シングルレコード

'{"スコア」: 0.6}'

2 つのレコード

'{"スコア」: 0.6}\ n {"スコア」: 0.3}'

Predicted label and probabilities
この例では、マルチクラスモデルコンテナは、ラベルヘッダーのリストと、以下の確率のリストを出
力します。JSON lineの形式で設定。確率は次の式で抽出できますJMESPath表現'probability'、
ラベルヘッダーは次の方法で抽出できますJMESPath表現'predicted labels'。
モデルコンテナ入力

モデルコンテナ出力

シングルレコード

'{"predicted_labels」: ["猫」、「犬」、
「魚"]、"確率」: [0.1,0.6,0.3]}'

2 つのレコード

'{"predicted_labels」: ["猫」,「犬」,「魚"], "確
率」: [0.1,0.6,0.3]}\ n {"predicted_labels」:
["猫」,「犬」,「魚"],「確率」: [0.2,0.5,0.3]}'

Predicted labels header and probabilities
この例では、マルチクラスモデルコンテナがラベルヘッダーと確率のリストを次のように出力しま
す。JSON lineの形式で設定。確率は次の式で抽出できますJMESPath表現'probability'、ラベル
ヘッダーは次の方法で抽出できますJMESPath表現'predicted labels'。
モデルコンテナ入力

モデルコンテナ出力

シングルレコード

'{"predicted_labels」: ["猫」、「犬」、
「魚"]、"確率」: [0.1,0.6,0.3]}'

2 つのレコード

'{"predicted_labels」: ["猫」,「犬」,「魚"], "確
率」: [0.1,0.6,0.3]}\ n {"predicted_labels」:
["猫」,「犬」,「魚"],「確率」: [0.2,0.5,0.3]}'

モデルコンテナ検証
モデルをにデプロイすることをお勧めします SageMaker エンドポイントをリアルタイムで推論し、エン
ドポイントにリクエストを送信します。リクエスト (モデルコンテナ入力) とレスポンス (モデルコンテナ
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出力) を手動で調べ、両方がモデルコンテナ入力セクションとモデルコンテナ出力セクション。モデルコ
ンテナがバッチリクエストをサポートしている場合は、1 つのレコードリクエストから始めて、2 つ以上
のレコードを試すことができます。
以下のコマンドは、を使用してレスポンスをリクエストする方法を示しています。AWS CLI。-AWS CLIを
プリインストール済み SageMaker Studio、および SageMaker ノートブックインスタンス。インストール
する必要がある場合AWS CLI、これに従ってくださいインストールガイド。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name $ENDPOINT_NAME \
--content-type $CONTENT_TYPE \
--accept $ACCEPT_TYPE \
--body $REQUEST_DATA \
$CLI_BINARY_FORMAT \
/dev/stderr 1>/dev/null

パラメーターは次のように定義されます。
• $ENDPOINT NAME: エンドポイントの名前。
• $CONTENT_TYPE: リクエストの MIME タイプ (モデルコンテナ入力)。
• $ACCEPT_TYPE: レスポンスの MIME タイプ (モデルコンテナ出力)。
• $REQUEST_DATA: 要求されたペイロード文字列。
• $CLI_BINARY_FORMAT: コマンドラインインターフェイス (CLI) パラメータのフォーマット。にとって
AWS CLIv1、このパラメータは空白のままにしてください。v2 では、このパラメータを次のように設定
する必要があります--cli-binary-format raw-in-base64-out。

Note
AWS CLIv2 はバイナリパラメータが base64 でエンコードされた文字列として渡されるデフォル
ト。
次の例ではAWS CLIv1:
Request and response in CSV format
• リクエストは 1 つのレコードで構成され、応答はその確率値です。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body '1,2,3,4' \
/dev/stderr 1>/dev/null

出力:
0.6
• リクエストは 2 つのレコードで構成され、応答には確率が含まれ、モデルは確率をカンマで区切り
ます。-$'content'の式--bodyコマンドに解釈を指示します'\n'コンテンツに改行として入れま
す。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
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--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

出力:
0.6,0.3
• リクエストは2つのレコードで構成され、応答には確率が含まれ、モデルは確率を改行で区切りま
す。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

出力:
0.6
0.3
• リクエストは 1 つのレコードで構成され、応答は確率値 (マルチクラスモデル、3 クラス) です。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body '1,2,3,4' \
/dev/stderr 1>/dev/null

出力:
0.1,0.6,0.3
• リクエストは 2 つのレコードで構成され、応答にはその確率値 (マルチクラスモデル、3 つのクラ
ス) が含まれます。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

出力:
0.1,0.6,0.3
0.2,0.5,0.3
• リクエストは 2 つのレコードで構成され、応答には予測ラベルと確率が含まれます。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-2 \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null
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出力:
1,0.6
0,0.3
• リクエストは 2 つのレコードで構成され、応答にはラベルヘッダーと確率が含まれます。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-3 \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

出力:
"['cat','dog','fish']","[0.1,0.6,0.3]"
"['cat','dog','fish']","[0.2,0.5,0.3]"
Request and response in JSON Lines format
• リクエストは 1 つのレコードで構成され、応答はその確率値です。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-jsonlines \
--content-type application/jsonlines \
--accept application/jsonlines \
--body '{"features":["This is a good product",5]}' \
/dev/stderr 1>/dev/null

出力:
{"score":0.6}
• リクエストには 2 つのレコードが含まれ、応答には予測ラベルと確率が含まれます。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-jsonlines-2 \
--content-type application/jsonlines \
--accept application/jsonlines \
--body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \
/dev/stderr 1>/dev/null

出力:
{"predicted_label":1,"probability":0.6}
{"predicted_label":0,"probability":0.3}
• リクエストには 2 つのレコードが含まれ、応答にはラベルヘッダーと確率が含まれます。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-jsonlines-3 \
--content-type application/jsonlines \
--accept application/jsonlines \
--body $'{"data":{"features":[1,2,3,4]}}\n{"data":{"features":[5,6,7,8]}}' \
/dev/stderr 1>/dev/null
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出力:
{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":[0.1,0.6,0.3]}
{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":[0.2,0.5,0.3]}
Request and response in different formats
• リクエストは CSV 形式で、レスポンスは JSON 行形式です。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-in-jsonlines-out \
--content-type text/csv \
--accept application/jsonlines \
--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

出力:
{"probability":0.6}
{"probability":0.3}
• リクエストは JSON 行形式で、レスポンスは CSV 形式です。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-jsonlines-in-csv-out \
--content-type application/jsonlines \
--accept text/csv \
--body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \
/dev/stderr 1>/dev/null

出力:
0.6
0.3
検証が完了したら、削除するテストエンドポイント。

エンドポイントの設定と作成
モデルに合わせて新しいエンドポイント設定を作成し、この構成を使用してエンドポイントを作成しま
す。で検証されたモデルコンテナを使用できますプリチェックステップエンドポイントを作成して有効に
するには SageMaker オンラインでの説明可能性を明確にする。
を使用するsagemaker_clientを使用してエンドポイントを作成するオブジェク
トCreateEndpointConfigAPI。メンバーを設定するClarifyExplainerConfigの使
用ExplainerConfigパラメータは次のとおりです。
sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName='name-of-your-endpoint-config',
ExplainerConfig={
'ClarifyExplainerConfig': {
'EnableExplanations': '`true`',
'InferenceConfig': {
...
},
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'ShapConfig': {
...
}

},
},
ProductionVariants=[{
'VariantName': 'AllTraffic',
'ModelName': 'name-of-your-model',
'InitialInstanceCount': 1,
'InstanceType': 'ml.m5.xlarge',
}]
...

)
sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName='name-of-your-endpoint',
EndpointConfigName='name-of-your-endpoint-config'
)

への最初の電話sagemaker_clientオブジェクトは、説明可能性機能を有効にした新しいエンドポイン
ト設定を作成します。2 番目の呼び出しでは、エンドポイント設定を使用してエンドポイントを起動しま
す。

-EnableExplanations表現
-EnableExplanationsパラメータは AJMESPathブール式の文字列。評価対象は各レコード説明責任の
リクエストで。このパラメータが次のように評価された場合本当次に、レコードについて説明します。こ
のパラメータが次のように評価された場合偽、その場合、説明は生成されません。
SageMaker Clarifyは、各レコードのモデルコンテナ出力をJSON互換のデータ構造に逆シリアル化
し、EnableExplanationsデータを評価するためのパラメータ。

メモ
モデルコンテナ出力の形式に応じて、レコードには 2 つのオプションがあります。
• モデルコンテナの出力が CSV 形式の場合、レコードは JSON 配列としてロードされます。
• モデルコンテナ出力が JSON Lines 形式の場合、レコードは JSON オブジェクトとしてロード
されます。
-EnableExplanationsパラメータは JMESPath 式で、InvokeEndpointまた
はCreateEndpointConfigオペレーション。指定した JMESPath 式が有効でない場合、エンド
ポイントの作成は失敗します。式は有効だが式の評価結果が予想外のものだった場合、エンドポ
イントは正常に作成されますが、エンドポイントの呼び出し時にエラーが生成されます。テストす
るEnableExplanationsを使った表現InvokeEndpointAPI を入力し、それをエンドポイント設定に適
用します。
次に、有効な例をいくつか示します。EnableExplanationsexpression。この例では、JMESPath 式で
バックティック文字を使用してリテラルを囲んでいます。例:`true`True.
式 (文字列表現)

モデルコンテナ出力 (文
字列表現)

評価結果 (ブーリアン)

意味

'`true`'

(該当なし)

True

オンラインでの説明可
能性を無条件に有効に
する。

'`false`'

(該当なし)

False

オンラインでの説明可
能性を無条件に無効に
する。
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式 (文字列表現)

モデルコンテナ出力 (文
字列表現)

評価結果 (ブーリアン)

意味

'[1] >`0.5`'

'1,0.6'

True

各レコードについて、
モデルコンテナは予測
されたラベルと確率を
出力します。レコード
の確率 (インデックス 1)
が 0.5 より大きい場合に
そのレコードについて
説明します。

'確率 >`0.5`'

'{"predicted_label」: 1,
「確率」: 0.6}'

True

各レコードについて、
モデルコンテナは JSON
データを出力します。
確率が0.5より大きいレ
コードについて説明し
てください。

'! 含む (確率 [: -1]、最大
(確率)) '

'{"確率」: [0.4, 0.1, 0.4],
「ラベル」: ["猫」,
「犬」,「魚"]}'

False

マルチクラスモデルの
場合: レコードの予測ラ
ベル (最大確率値を持つ
クラス) が最後のクラス
であるかどうかを説明
します。文字通り、こ
の表現は、最大確率値
が最後の確率を除く確
率のリストに含まれて
いないことを意味しま
す。

Synthetics
SageMaker ClarifyはカーネルSHAPアルゴリズムを使用しています。レコード (サンプルまたはインスタン
スとも呼ばれる) と SHAP 設定を指定すると、説明者はまず合成データセットを生成します。 SageMaker
次に、Clarify はモデルコンテナにデータセットの予測をクエリし、フィーチャの属性を計算して返しま
す。合成データセットのサイズは、Clarify説明者のランタイムに影響します。大規模な合成データセット
は、小さなデータセットよりもモデル予測の取得に時間がかかります。
合成データセットのサイズは次の式で決定されます。
Synthetic dataset size = SHAP baseline size * n_samples

SHAP ベースラインサイズは、SHAP ベースラインデータ内のレコード数です。この情報は以下から取得
されますShapBaselineConfig。
のサイズn_samplesパラメータによって設定されますNumberOfSamples説明者の構成と機能の数で。
フィーチャの数がn_features、次にn_samples項目の変更後:
n_samples = MIN(NumberOfSamples, 2^n_features - 2)

次のショーn_samplesもしNumberOfSamples提供されません。
n_samples = MIN(2*n_features + 2^11, 2^n_features - 2)
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たとえば、10 個のフィーチャを含む表形式のレコードの SHAP ベースラインサイズは 1 です。も
しNumberOfSamplesが提供されていない場合、合成データセットには 1022 件のレコードが含まれてい
ます。レコードに 20 のフィーチャがある場合、合成データセットには 2088 のレコードが含まれます。
自然言語処理の問題については、n_featuresテキスト以外のフィーチャの数にテキスト単位数を足した
ものに等しくなります。

Note
-InvokeEndpointAPI にはリクエストのタイムアウト制限があります。合成データセットが大き
すぎると、説明者はこの制限内で計算を完了できない可能性があります。必要に応じて、以前の
情報を使用して SHAP のベースラインサイズを理解して縮小し、NumberOfSamples。モデルコ
ンテナがバッチリクエストを処理するように設定されている場合は、次の値を調整することもで
きますMaxRecordCount。

エンドポイントを呼び出す
エンドポイントが稼働したら、 SageMaker ランタイムInvokeEndpoint の API SageMaker エンドポイント
にリクエストを送信したり、エンドポイントを呼び出したりするランタイムサービス。それに応じて、要
求は説明可能性要求として処理されます SageMaker Clarify.

Note
エンドポイントを呼び出すには、以下のいずれかのオプションを選択します。
• Boto3の使用方法やAWS CLIエンドポイントを呼び出すには、リアルタイムエンドポイント。
• を使用するには SageMaker エンドポイントを呼び出すための Python 用 SDK について
は、PredictorAPI。

リクエスト
-InvokeEndpointAPI にはオプションのパラメータがありますEnableExplanations、これは HTTP
ヘッダーにマップされますX-Amzn-SageMaker-Enable-Explanations。このパラメータを指定する
と、EnableExplanationsのパラメータClarifyExplainerConfig。

Note
-ContentTypeそしてAcceptのパラメータInvokeEndpointAPI が必要です。サポートされて
いる形式には MIME タイプが含まれますtext/csvそしてapplication/jsonlines。
を使用するsagemaker_runtime_clientエンドポイントにリクエストを送信するには、次のようにしま
す。
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
EndpointName='name-of-your-endpoint',
EnableExplanations='`true`',
ContentType='text/csv',
Accept='text/csv',
Body='1,2,3,4', # single record (of four numerical features)
)

応答
エンドポイントが次のように作成されている場合ExplainerConfig次に、新しい応答スキーマが使用さ
れます。この新しいスキーマは、ExplainerConfigパラメータが提供されました。
レスポンスの MIME タイプは以下のとおりです。"application/json"、レスポンスペイロードは
UTF-8 バイトから JSON オブジェクトにデコードできます。以下に、この JSON オブジェクトのメンバー
は次のとおりです。
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• version: 文字列形式のレスポンススキーマのバージョン。例: "1.0"。
• predictions: リクエストの予測には次のものがあります。
• content_type: 予測の MIME タイプ。ContentTypeモデルコンテナレスポンスの。
• data: リクエストに対するモデルコンテナ応答のペイロードとして配信される予測データ文字列。
• label_headers: からのラベルヘッダーLabelHeadersパラメータ。これは、説明者の設定またはモデ
ルコンテナ出力のどちらかで提供されます。
• explanations: リクエストペイロードで提供される説明。レコードが説明されていない場合、このメ
ンバーは空のオブジェクトを返します{}。
• • kernel_shap: リクエスト内の各レコードのカーネル SHAP 説明の配列を参照するキー。レコードが
説明されていない場合、対応する説明は次のようになります。null。
-kernel_shap要素には次のメンバーがあります。
• "feature_header": が提供する機能のヘッダー名FeatureHeaders説明者設定のパラメー
タExplainerConfig。
• feature_type: 説明者が推測した、またはFeatureTypesのパラメータExplainerConfig。この要
素は、NLPの説明可能性の問題にのみ使用できます。
• attributions: アトリビューションオブジェクトの配列。テキストフィーチャには、1 つのユニットご
とに複数の属性オブジェクトを設定できます。アトリビューションオブジェクトには以下のメンバーが
あります。
• attribution: クラスごとに与えられる確率値のリスト。
• description: テキスト単位の説明。NLP の説明可能性の問題にのみ使用できます。
• partial_text: 説明者が説明したテキストの部分。
• start_idx: 部分テキストフラグメントの先頭の配列位置を識別するゼロから始まるインデック
ス。

コードの例: SDK for Python
このセクションでは、以下のようなエンドポイントを作成して呼び出すためのサンプルコードを示しま
す。 SageMaker オンラインでの説明可能性を明確にする。これらのコード例では、AWSSDK for Python.

表形式データ
次の例では、表形式のデータと SageMaker モデルと呼ばれるmodel_name。この例では、モデルコン
テナは CSV 形式のデータを受け入れ、各レコードには 4 つの数値特徴があります。この最小構成で
は、デモンストレーションのみを目的としていますでは、SHAP ベースラインデータはゼロに設定さ
れています。を参照してください説明可能性のための SHAP ベースラインより適切な値を選択するに
はShapBaseline。
エンドポイントを次のように設定します。

endpoint_config_name = 'tabular_explainer_endpoint_config'
response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
ProductionVariants=[{
'VariantName': 'AllTraffic',
'ModelName': model_name,
'InitialInstanceCount': 1,
'InstanceType': 'ml.m5.xlarge',
}],
ExplainerConfig={
'ClarifyExplainerConfig': {
'ShapConfig': {
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)

},

},

},

'ShapBaselineConfig': {
'ShapBaseline': '0,0,0,0',
},

エンドポイント設定を使用して、次のようにエンドポイントを作成します。
endpoint_name = 'tabular_explainer_endpoint'
response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)

を使用するDescribeEndpointエンドポイントの作成の進行状況を確認するAPI。次のようになります。
response = sagemaker_client.describe_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
)
response['EndpointStatus']

エンドポイントのステータスが」になったらInService「、次のように、テストレコードを使用してエンド
ポイントを呼び出します。
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
ContentType='text/csv',
Accept='text/csv',
Body='1,2,3,4',
)

レスポンスのステータスコードが 200 (エラーなし) であると仮定し、次のようにレスポンス本文を読み込
みます。
import codecs
import json
json.load(codecs.getreader('utf-8')(response['Body']))

エンドポイントのデフォルトのアクションは、レコードの説明です。出力例を次に示します。返された
JSON オブジェクトの出力例を次に示します。
{

"version": "1.0",
"predictions": {
"content_type": "text/csv; charset=utf-8",
"data": "0.0006380207487381"
},
"explanations": {
"kernel_shap": [
[
{
"attributions": [
{
"attribution": [-0.00433456]
}
]
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},
{

},
{

},
{

}

}

]

]

}

"attributions": [
{
"attribution": [-0.005369821]
}
]
"attributions": [
{
"attribution": [0.007917749]
}
]
"attributions": [
{
"attribution": [-0.00261214]
}
]

を使用するEnableExplanations次のように、オンデマンドの説明を有効にするパラメータ。
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
ContentType='text/csv',
Accept='text/csv',
Body='1,2,3,4',
EnableExplanations='[0]>`0.8`',
)

この例では、予測値は閾値0.8より小さいため、記録は説明されていません。
{

}

"version": "1.0",
"predictions": {
"content_type": "text/csv; charset=utf-8",
"data": "0.6380207487381995"
},
"explanations": {}

視覚化ツールを使用して、返された説明を解釈しやすくします。以下の画像は、SHAPプロットを使用し
て各特徴がどのように予測に寄与しているかを理解する方法を示しています。ダイアグラムの基本値は期
待値とも呼ばれ、トレーニングデータセットの平均予測値です。期待値を押し上げる特徴は赤で、期待値
を下げる特徴は青です。「」を参照してください。SHAP 加法力レイアウト追加情報について。
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「」を参照してください。表形式データ用のフルサンプルノートブック。

テキストデータ
このセクションでは、テキストデータ用のオンライン説明エンドポイントを作成して呼び出すコード例を
紹介します。このコード例では Python 用の SDK を使用しています。
次の例では、テキストデータと SageMaker モデルと呼ばれるmodel_name。この例では、モデルコンテ
ナは CSV 形式のデータを受け入れ、各レコードは単一の文字列です。
endpoint_config_name = 'text_explainer_endpoint_config'
response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
ProductionVariants=[{
'VariantName': 'AllTraffic',
'ModelName': model_name,
'InitialInstanceCount': 1,
'InstanceType': 'ml.m5.xlarge',
}],
ExplainerConfig={
'ClarifyExplainerConfig': {
'InferenceConfig': {
'FeatureTypes': ['text'],
'MaxRecordCount': 100,
},
'ShapConfig': {
'ShapBaselineConfig': {
'ShapBaseline': '"<MASK>"',
},
'TextConfig': {
'Granularity': 'token',
'Language': 'en',
},
'NumberOfSamples': 100,
},
},
},
)

• ShapBaseline: 自然言語処理 (NLP) 処理用に予約された特別なトークン。
• FeatureTypes: フィーチャをテキストとして識別します。このパラメータが指定されていない場合、
説明者はフィーチャータイプを推測しようとします。
• TextConfig: テキスト機能の分析の精度と言語の単位を指定します。この例では、言語は英語で、粒度
も正確です'token'英語のテキスト内の単語を意味します。
• NumberOfSamples: 合成データセットのサイズの上限を設定する制限です。
• MaxRecordCount: モデルコンテナが処理できるリクエスト内のレコードの最大数。このパラメータ
は、パフォーマンスを安定させるために設定されます。
次のように、エンドポイント設定を使用してエンドポイントを作成します。
endpoint_name = 'text_explainer_endpoint'
response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)

エンドポイントのステータスがになった後InService、エンドポイントを呼び出します。次のコードサン
プルでは、次のようにテストレコードを使用しています。
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response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
ContentType='text/csv',
Accept='text/csv',
Body='"This is a good product"',
)

リクエストが正常に完了すると、レスポンスボディは次のような有効な JSON オブジェクトを返します。
{

"version": "1.0",
"predictions": {
"content_type": "text/csv",
"data": "0.9766594\n"
},
"explanations": {
"kernel_shap": [
[
{
"attributions": [
{
"attribution": [
-0.007270948666666712
],
"description": {
"partial_text": "This",
"start_idx": 0
}
},
{
"attribution": [
-0.018199033666666628
],
"description": {
"partial_text": "is",
"start_idx": 5
}
},
{
"attribution": [
0.01970993241666666
],
"description": {
"partial_text": "a",
"start_idx": 8
}
},
{
"attribution": [
0.1253469515833334
],
"description": {
"partial_text": "good",
"start_idx": 10
}
},
{
"attribution": [
0.03291143366666657
],
"description": {
"partial_text": "product",
"start_idx": 15
}
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}

}

]

]

}

}
],
"feature_type": "text"

視覚化ツールを使用して、返されたテキスト属性を解釈しやすくします。以下の画像は、Captum
Visualization ユーティリティを使用して、各単語が予測にどのように寄与しているかを理解する方法を示
しています。彩度が高いほど、単語の重要度が高くなります。この例では、彩度の高い明るい赤色は、マ
イナスの影響が強いことを示しています。彩度の高い緑色は強いプラスの寄与を示します。白は、その単
語に中立的な意味があることを示します。「」を参照してください。キャプタムアトリビューションの解
析とレンダリングに関する追加情報については、ライブラリを参照してください。

「」を参照してください。テキスト用ノートブックのフルサンプルデータ。

トラブルシューティングガイド
を使用してエラーが発生した場合 SageMaker オンラインでの説明可能性を明確にし、このセクションの
トピックを参照してください。
InvokeEndpointAPI がエラーで失敗する」ReadTimeoutError:エンドポイントの読み取りタイムアウ
ト...」
このエラーは、によって設定された 60 秒の制限時間内にリクエストを完了できなかったことを意味しま
すリクエストのタイムアウト。
リクエストのレイテンシーを減らすには、以下のことを試してみます。
• 推論中のモデルのパフォーマンスを調整します。例: SageMaker ネオ推論用にモデルを最適化できま
す。
• モデルコンテナがバッチリクエストを処理できるようにします。
• 大きいものを使うMaxRecordCount説明者からモデルコンテナへの呼び出し回数を減らすためです。こ
れにより、ネットワークの遅延とオーバーヘッドが減少します。
• より多くのリソースが割り当てられているインスタンスタイプを使用してください。あるいは、より多
くのインスタンスをエンドポイントに割り当てて、負荷を分散させます。
• 1 つに含まれるレコードの数を減らすInvokeEndpointをリクエストします。
• ベースラインデータのレコード数を減らします。
• 小さなものを使用するNumberOfSamples値。合成データセットのサイズを小さくします。詳細につい
ては、『』を参照してください。Syntheticsのセクションエンドポイントの設定と作成。

リアルタイムエンドポイントを呼び出す
を使用してモデルをデプロイした後 SageMaker ホスティングサービスでは、テストデータを送信するこ
とで、そのエンドポイントにあるモデルをテストできます。Amazon を使用してエンドポイントをテスト
できます SageMaker StudioAWS CLI、またはAWSSDK。
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Amazon を使ってエンドポイントをテストする SageMaker スタ
ジオ
エンドポイントにモデルをデプロイした後に (エンドポイントを作成してモデルをデプロイする (p. 2540))
そのエンドポイントはAmazonで確認できます SageMaker Studio。

Note
注意: SageMaker Amazon でのエンドポイントテストのみをサポート SageMaker リアルタイムエ
ンドポイント用 Studio
1. Amazonを起動 SageMaker Studio。
2. を選択しますSageMaker コンポーネントとレジストリ左サイドバーにあるアイコン
3. ドロップダウンから [Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
4. エンドポイントを名前で検索し、エンドポイントの名前をダブルクリックします。内に記載されている
エンドポイント名SageMaker リソースパネルはモデルをデプロイするときに定義されます。モデルをデ
プロイする方法はいくつかあります。
• - SageMaker Python SDK モデルクラスsagemaker.model.Model.deploy。
• -AWS SDK for Python (Boto3) SageMaker サービスクライアント APICreateEndpoint。
• - SageMaker コンソール。左側のパネルで [Inference] (推論) を選択して、[Endpoint configuration] (エ
ンドポイント設定) を選択します。[Endpoint name] (エンドポイント名) フィールドにエンドポイント
名を指定します。
5. (オプション) 必要に応じて、リクエストの送信先となるカスタム URL を指定できます。[Configure
endpoint URL and headers] (エンドポイント URL とヘッダーの設定) フィールドには、モデルがホス
トされている場所の URL を指定します。を使っている場合は、このフィールドを空白のままにします
SageMaker エンドポイント。任意で、複数のキーバリューのヘッダーを追加して、推論リクエストに追
加情報を渡すこともできます。
6. Studio のワークスペースに新しいタブが表示されます。[Test inference] (推論のテスト) タブを選択しま
す。
7. JSON 形式のサンプルデータを指定して、エンドポイントにリクエストを送信します。JSON エディタ
を使って、エンドポイントにリクエストを送信します。
8. [Send Request] (リクエストの送信) を選択します。
9. リクエストを送信すると、コンソールの右側に推論出力カードが表示されます。
カードの上部には、エンドポイントに送信されたリクエストのタイプが表示されます (現在は JSON のみ
が受け入れられます)。カード内には Status、Execution Length、Request Time、Result Time
の 4 つの主要フィールドがあります。
• Status (状態): リクエストの状態を表示します。状態は 3 種類あります。
• Complete - リクエストが成功した場合、ステータスには Complete が表示されます。実行時間は、
リクエスト時間をたどることで計算されます。
• Failed - 何らかの理由でリクエストが失敗した場合。失敗のレスポンスは、[Failure Reason] (障害の
理由) 折りたたみセクションに表示されます。
• Pending - 推論リクエストの保留中は、回転する円形のアイコンが表示されます。
• Execution: 呼び出しにかかる時間 (終了時刻から開始時刻を引いた時間) をミリ秒単位で表します。
• リクエスト時間: リクエストが送信されてから経過した時間 (分)。
• 結果時間: 結果が返されてから経過した時間 (分)。
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AWS SDK を使ってエンドポイントをテストする
モデルをエンドポイントにデプロイした後 (「エンドポイントを作成してモデルをデプロイす
る (p.
)」を参照)、InvokeEndpoint SDK を 1 つ使用して、AWS API によってエンドポイントを確
認できます。呼び出しが成功すると、 SageMaker HTTP 200 レスポンスが返されます。返されたレスポン
スディクショナリオブジェクトにインデックスを作成することで、レスポンスヘッダーの詳細を調べられ
ます。詳細については、「InvokeEndpoint」を参照してください。
AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、InvokeEndpoint を使ってエンドポイントの状態を確認する
方法を以下に示します。エンドポイントの名前を入力します。これは、CreateEndpoint を使ってエン
ドポイントを作成したときに EndpointName に指定した名前です。
[Body] (本文) フィールドに SageMaker モデルに渡します。データは、トレーニングに使われたのと同じ
形式である必要があります。
import boto3
# Create a low-level client representing Amazon SageMaker Runtime
sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name='<endpoint-name>'
# After you deploy a model into production using SageMaker hosting
# services, your client applications use this API to get inferences
# from the model hosted at the specified endpoint.
response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
Body=bytes('{"features": ["This is great!"]}', 'utf-8') #
Replace with your own data.
)
# Optional - Print the response body and decode it so it is human read-able.
print(response['Body'].read().decode('utf-8'))

レスポンスオブジェクト (前述の例では変数 response に保存されます) を取得したら、HTTP ステータ
ス、デプロイされたモデルの名前 (InvokedProductionVariant) などのフィールドを確認するための
インデックスを作成できます。
上のコードスニペットは、response 変数に保存された HTTPStatusCode を出力します。
print(response["HTTPStatusCode"])

詳細については、次を参照してください。InvokeEndpoint() SageMaker API リファレンスガイド

AWS CLI を使ってエンドポイントをテストする
AWS CLI を使用して、InvokeEndpoint を使ってエンドポイントの状態を確認する方法を以下に示しま
す。エンドポイントの名前を入力します。これは、CreateEndpoint を使ってエンドポイントを作成し
たときに EndpointName に指定した名前です。
[Body] (本文) フィールドに SageMaker モデルに渡します。データは、トレーニングに使われたのと同じ
形式である必要があります。例のコードテンプレートは、バイナリデータをエンドポイントに送信する方
法を示しています。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
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--endpoint-name endpoint_name \
--body fileb://$file_name \
output_file.txt

AWS CLI のパラメータにファイルのコンテンツを渡すときに fileb:// ではなく file:// を使う必要が
ある場合については、「ローカルファイルのパラメータのベストプラクティス」を参照してください。
渡すことができる追加のパラメータの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスガイドの
「invoke-endpoint」を参照してください。
上の呼び出しで次のようなスニペットが表示された場合は、コマンドが正常に実行されたことを意味しま
す。それ以外が表示される場合は、入力ペイロードが正しい形式であるかどうかを確認します。
{
}

"ContentType": "<content_type>; charset=utf-8",
"InvokedProductionVariant": "<Variant>"

ファイル出力ファイル (この例では output_file.txt) を確認することで、呼び出しの出力を表示しま
す。
more output_file.txt

非同期推論
Amazon SageMaker 非同期推論は、受信リクエストをキューに入れて非同期で処理する SageMaker の
新しい機能です。このオプションは、大きなペイロードサイズ（最大 1 GB）、長い処理時間（最大 15
分）、ほぼリアルタイムのレイテンシー要件を持つリクエストに最適です。非同期推論では、処理するリ
クエストがない場合、インスタンスカウントをゼロにオートスケーリングすることによりコストを節約で
きるため、エンドポイントがリクエストを処理している場合にのみ料金が発生します。

仕組み
非同期推論エンドポイントの作成は、リアルタイムの推論エンドポイントの作成に似ていま
す。既存の SageMaker モデルを使用でき、必要なのは、エンドポイントの設定を作成する際
に、CreateEndpointConfig API の EndpointConfig フィールドで AsyncInferenceConfig オブ
ジェクトを指定することだけです。非同期推論のアーキテクチャとワークフローを次の図に示します。
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エンドポイントを呼び出すには、リクエストペイロードを Amazon S3 に配置し、このペイロードへ
のポインタをInvokeEndpointAsyncリクエスト. 呼び出しとともに、SageMaker は処理のリクエス
トをキューに入れ、識別子と出力場所をレスポンスとして返します。処理時に、SageMaker は所定の
Amazon S3 ロケーションに結果を配置します。成功またはエラー通知を Amazon SNS で受け取るように
オプションで選択することもできます。非同期通知の設定方法の詳細については、「予測結果のチェッ
ク (p. 2709)」を参照してください。

Note
エンドポイント設定に非同期推論の設定 (AsyncInferenceConfig) オブジェクトが含まれてい
るということは、エンドポイントで受け取ることができるのは非同期呼び出しのみということを
意味します。

使用を開始する方法をお知りになりたいですか?
Amazon SageMaker 非同期推論を初めて使用する場合は、次のことを行うことをお勧めします。
• 非同期エンドポイントを作成、呼び出し、更新、削除する方法の詳細については、「非同期エンドポイ
ントの作成、呼び出し、更新 (p. 2697)」を参照してください。
• aws/amazon-sagemaker-examples GitHub リポジトリで、非同期推論のサンプルノートブックを詳しく
見てください。
この Exclusions (p. 2738) ページにリストされているいずれかの機能をエンドポイントで使用する場合
は、非同期推論を使用できないことにご注意ください。

非同期エンドポイントの作成、呼び出し、更新
このガイドでは、非同期エンドポイント作成のために満たす必要のある前提条件と、非同期エンドポイン
トの作成、呼び出し、削除方法について説明します。非同期エンドポイントの作成、更新、削除、呼び出
しは、AWSSDK およびアマゾン SageMaker Python SDK。
トピック
• 前提条件 (p. 2698)
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• 非同期推論エンドポイントを作成する (p. 2700)
• 非同期エンドポイントを呼び出す (p. 2704)
• 非同期エンドポイントを更新する (p. 2705)
• 非同期エンドポイントを削除する (p. 2705)

前提条件
非同期エンドポイントを使用するには、まず以下の前提条件を満たしていることを確認してください。
1.

Amazon 用の IAM ロールの作成 SageMaker。
非同期推論では、Amazon S3 バケット URI にアクセスする必要があります。これを簡単に行うに
は、実行できる IAM ロールを作成します。 SageMaker Amazon S3 と Amazon SNS にアクセス
するアクセス許可がある。このロールを使用して、 SageMaker はお使いのアカウントの下で動作
し、Amazon S3 バケットと Amazon SNS トピックにアクセスできます。
IAM ロールは IAM コンソール、AWS SDK for Python (Boto3)、AWS CLI を使用して作成できます。
次の例は、IAM ロールを作成し、IAM コンソールで必要なポリシーをアタッチする方法を示していま
す。
a.

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

b.

IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。

c.

[信頼できるエンティティの種類の選択] で、[AWS サービス] を選択します。

d.

このロールを引き受けることを許可するサービスを選択します。このケースでは、SageMaker。
続いて、[次へ] を選択します。アクセス許可.
• これにより、Amazon S3、Amazon ECR、 CloudWatch ログ。

e.

[Next: (次へ:)] を選択します タグ

f.

(オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM でのタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

g.

[Next: (次へ:)] を選択します 確認.

h.

[Role name] (ロール名) を入力します。

i.

可能な場合は、ロール名またはロール名のサフィックスを入力します。ロール名は AWS アカウ
ント内で一意でなければなりません。大文字と小文字は区別されません。例えば、PRODROLE と
prodrole というロール名を両方作成することはできません。他の AWS リソースがロールを参
照している場合があるため、作成後はロールの名前を変更できません。

j.

(オプション) [Role description] に、新しいロールの説明を入力します。

k.

ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。
注意 SageMaker ロール ARN。コンソールを使用してロールの ARN を見つけるには、次を実行
します。

2.

i.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) に移動します。

ii.

[Roles] (ロール) を選択します。

iii.

[Search] (検索) フィールドにロール名を入力して、先ほど作成したロールを検索します。

iv.

ロールを選択します。

v.

ロールの ARN は、[Summary] (概要) ページの上部にあります。

アマゾンを追加 SageMaker、Amazon S3 の許可と Amazon SNS の許可を IAM ロールに付与しま
す。
ロールが作成されたら、権限を付与します SageMaker、Amazon S3 SNS の許可と、IAM ロールへの
Amazon SNS の許可をオプションで設定できます。
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IAM コンソールで、[Roles] (ロール) を選択します。[Search] (検索) フィールドにロール名を入力し
て、作成したロールを検索します。
a.

ロールを選択します。

b.

次に、[Attach policies] (ポリシーをアタッチ) を選択します。

c.

アマゾン SageMaker 非同期推論は、以下のアクションを実行するアクセス許可が必要で
す。"sagemaker:CreateModel","sagemaker:CreateEndpointConfig","sagemaker:CreateEndpoin
および"sagemaker:InvokeEndpointAsync"。
これらのアクションは AmazonSageMakerFullAccess ポリシーに含まれています。このポリ
シーを IAM ロールに追加します。[Search] (検索) フィールドで AmazonSageMakerFullAccess
を検索します。AmazonSageMakerFullAccess を選択します。

d.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。

e.

次に [Attach Policies] (ポリシーをアタッチ) を選択して Amazon S3 の許可を追加します。

f.

[Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。

g.

[JSON] タブを選択します。

h.

次のポリシーステートメントを追加します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:ListBucket"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name/*"
}
]

i.

[Next: (次へ:)] を選択します タグ

j.

[Policy name] (ポリシー名) を入力します。

k.

[Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。

l.

Amazon SNS の許可を追加するには、Amazon S3 の許可を追加する場合と同じ手順を繰り返し
ます。ポリシーステートメントについては、以下をアタッチします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sns:<region>:<Account_ID>:<SNS_Topic>"
}
]

3.

推論データ (機械学習モデル、サンプルデータなど) を Amazon S3 にアップロードする。

4.

構築済みの Docker 推論イメージを選択するか、独自の推論 Docker イメージを作成する。
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SageMaker Apache MXNet など、いくつかの最も一般的な機械学習フレームワーク用に、組み込みア
ルゴリズムおよび構築済みの Docker イメージのコンテナを提供しています。 TensorFlow, PyTorch、
そしてチェイナー。利用可能な完全なリストについては SageMaker画像、見る使用可能なDeep
Learning Containers。使用することを選択した場合 SageMaker コンテナが提供されている場合、コ
ンテナ内の環境変数を設定することで、エンドポイントのタイムアウトとペイロードサイズをデフォ
ルトから増やすことができます。フレームワークごとに異なる環境変数を設定する方法については、
非同期エンドポイントの作成の「Create a Model」ステップを参照してください。
既存のものがない場合 SageMaker コンテナはニーズを満たしていますが、独自の既存のコンテナが
ない場合は、新しい Docker コンテナを作成する必要があります。Docker イメージの作成方法の詳細
については、「独自の推論コードの使用 (p. 2950)」を参照してください。
5.

Amazon SNS トピックを作成する (オプション)。
処理を完了したリクエストに関する通知を送信する Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) トピックを作成します。Amazon SNS は、メッセージング指向のアプリケーション向け通知
サービスです。HTTP、Amazon SQS、メールなどのトランスポートプロトコルを選択することによ
り、複数のサブスクライバーがタイムクリティカルなメッセージの「プッシュ」通知を要求および受
信します。Amazon SNS トピックは、EndpointConfig API を使用して AsyncInferenceConfig
を指定する際、EndpointConfig オブジェクトを作成するときに指定できます。
手順に従って、Amazon SNS トピックを作成してサブスクライブします。
a.

Amazon SNS コンソールを使用してトピックを作成します。手順については、Amazon Simple
Notification Service 開発者ガイドの「Amazon SNS トピックを作成する」を参照してください。

b.

トピックを受信します。手順については、Amazon Simple Notification Service 開発者ガイドの
「Amazon SNS トピックをサブスクライブする」を参照してください。

c.

トピックのサブスクリプションの確認を求めるメールを受信したら、サブスクリプションを確認
します。

d.

その Amazon リソースネーム (ARN) をメモします。作成した Amazon SNS トピックは、お使い
の AWS アカウント内の別のリソースであり、固有の ARN を持ちます。ARN の形式は次のとお
りです。
arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name

Amazon SNS の詳細については、「Amazon SNS 開発者ガイド」を参照してください。

非同期推論エンドポイントを作成する
を使用してエンドポイントを作成する場合と同じ方法で非同期エンドポイントを作成します。 SageMaker
ホスティングサービス:
• でモデルを作成する SageMaker とCreateModel。
• CreateEndpointConfig を使用してエンドポイント設定を作成する。
• CreateEndpoint を使用して HTTPS エンドポイントを作成する。
エンドポイントを作成するには、まず、CreateModel を使用してモデルアーティファクトと Docker
レジストリパス (イメージ) をポイントする、モデルを作成します。次に、を使用して設定を作
成します。CreateEndpointConfigを使用して作成された 1 つまたは複数のモデルを指定しま
すCreateModelデプロイする API と必要なリソース SageMaker プロビジョンします。リクエストで指
定したエンドポイント設定を使用して CreateEndpoint でエンドポイントを作成します。非同期エン
ドポイントは、UpdateEndpoint API を使用して更新できます。InvokeEndpointAsync を使って、
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エンドポイント ホストされているモデルとの間で推論リクエストを送受信します。エンドポイントは
DeleteEndpoint API を使用して削除できます。
利用可能な完全なリストについては SageMaker 画像、見る使用可能なDeep Learning Containers。Docker
イメージの作成方法の詳細については、「独自の推論コードの使用 (p. 2950)」を参照してください。

モデルを作成する
次の例は、AWS SDK for Python (Boto3) を使用してモデルを作成する方法を示しています。最初の数行で
は、以下を定義します。
• sagemaker_client: 低レベル SageMaker リクエストの送受信を簡単にするクライアントオブジェク
トAWSのサービス。
• sagemaker_role: 文字列変数に SageMaker IAM ロール:Amazon リソースネーム (ARN)。
• aws_region: AWS リージョンの名前を持つ文字列変数。

import boto3
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<account>:role/*"

次に、Amazon S3 に保存されているトレーニング済みモデルの場所を指定します。この例では、demoxgboost-model.tar.gz という名前のトレーニング済み XGBoost モデルを使用します。完全な
Amazon S3 URI は文字列変数 model_url に保存されています。
#Create a variable w/ the model S3 URI
s3_bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
bucket_prefix='saved_models'
model_s3_key = f"{bucket_prefix}/demo-xgboost-model.tar.gz"
#Specify S3 bucket w/ model
model_url = f"s3://{s3_bucket}/{model_s3_key}"

プライマリコンテナを指定してください。プライマリコンテナについては、推論コードを含む Docker イ
メージ、アーティファクト (以前のトレーニングから)、予測のためにモデルをデプロイするときに推論
コードが使うカスタム環境マップを指定します。
この例では、XGBoost 組み込みアルゴリズムコンテナイメージを指定します。
from sagemaker import image_uris
# Specify an AWS container image.
container = image_uris.retrieve(region=aws_region, framework='xgboost', version='0.90-1')

Amazon でモデルを作成する SageMaker とCreateModel。次を指定します:
• ModelName: モデルの名前 (この例では、model_name という文字列変数として保存されています)。
• ExecutionRoleArn: Amazon リソースネーム (ARN)。 SageMakerは ML コンピューティングインスタ
ンスまたは一括変換ジョブにデプロイすることを想定できる、IAM コンピューティングインスタンスま
たは一括変換ジョブにデプロイすることを想定できます。
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• PrimaryContainer: 推論コード、関連アーティファクト、予測のためにモデルがデプロイされるとき
に推論コードが使用するカスタム環境マップを含むプライマリ Docker イメージの場所。

model_name = '<The_name_of_the_model>'
#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
PrimaryContainer = {
'Image': container,
'ModelDataUrl': model_url,
})

「」を参照してください。CreateModelの説明 SageMaker API パラメータの完全なリストについて
は、API リファレンスガイドを参照してください。
使用しているクライアント SageMaker コンテナが提供されている場合、このステップで環境変数を設定
することで、モデルサーバーのタイムアウトとペイロードサイズをデフォルト値からフレームワークが
サポートする最大値まで増やすことができます。これらの変数を明示的に設定しないと、非同期推論がサ
ポートする最大タイムアウトとペイロードサイズを利用できない場合があります。次の例は、の環境変数
を設定する方法を示しています PyTorch 以下に基づく推論コンテナ TorchServe。
model_name = '<The_name_of_the_model>'
#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
PrimaryContainer = {
'Image': container,
'ModelDataUrl': model_url,
'Environment': {
'TS_MAX_REQUEST_SIZE': '100000000',
'TS_MAX_RESPONSE_SIZE': '100000000',
'TS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '1000'
},
})

エンドポイントの作成が完了したら、環境変数を正しく設定したかどうかを、から出力してテストする必
要がありますinference.pyスクリプト。次の表は、デフォルト値を変更するために設定できるいくつか
のフレームワークの環境変数を示しています。
Framework

環境変数

PyTorch 1.8 (に基づく TorchServe)

'TS_MAX_REQUEST_SIZE': '100000000'
'TS_MAX_RESPONSE_SIZE': '100000000'
'TS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '1000'

PyTorch 1.4 (MMS に基づく)

'MMS_MAX_REQUEST_SIZE': '1000000000'
'MMS_MAX_RESPONSE_SIZE': '1000000000'
'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '900'

HuggingFace 推論コンテナ (MMS ベース)

'MMS_MAX_REQUEST_SIZE': '2000000000'
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Framework

環境変数
'MMS_MAX_RESPONSE_SIZE': '2000000000'
'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '900'

エンドポイント設定を作成する
モデルを作成したら、CreateEndpointConfig を使用してエンドポイント設定を作成します。アマ
ゾン SageMaker ホスティングサービスはこの設定を使用してモデルをデプロイします。この設定で
は、を使用して作成された 1 つ以上のモデルを特定します。CreateModel、欲しいリソースをデプロ
イするには Amazon SageMaker プロビジョンします。AsyncInferenceConfig オブジェクトを指定
し、OutputConfig に対する出力 Amazon S3 ロケーションを指定します。オプションで、予測結果に関
する通知を送信する Amazon SNS トピックを指定できます。Amazon SNS トピックの詳細については、
「Amazon SNS を設定する」を参照してください。
次の例では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用してエンドポイント設定を作成する方法を示します。
import datetime
from time import gmtime, strftime
# Create an endpoint config name. Here we create one based on the date
# so it we can search endpoints based on creation time.
endpoint_config_name = f"XGBoostEndpointConfig-{strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S', gmtime())}"
# The name of the model that you want to host. This is the name that you specified when
creating the model.
model_name='<The_name_of_your_model>'
create_endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name, # You will specify this name in a
CreateEndpoint request.
# List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at this
endpoint.
ProductionVariants=[
{
"VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
"ModelName": model_name,
"InstanceType": "ml.m5.xlarge", # Specify the compute instance type.
"InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially.
}
],
AsyncInferenceConfig={
"OutputConfig": {
# Location to upload response outputs when no location is provided in the
request.
"S3OutputPath": f"s3://{s3_bucket}/{bucket_prefix}/output"
# (Optional) specify Amazon SNS topics
"NotificationConfig": {
"SuccessTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
"ErrorTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
}
},
"ClientConfig": {
# (Optional) Specify the max number of inflight invocations per instance
# If no value is provided, Amazon SageMaker will choose an optimal value for
you
"MaxConcurrentInvocationsPerInstance": 4
}
}
)

2703

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
非同期エンドポイントの作成、呼び出し、更新
print(f"Created EndpointConfig: {create_endpoint_config_response['EndpointConfigArn']}")

前述の例では、次のキーを AsyncInferenceConfig フィールドの OutputConfig に指定します。
• S3OutputPath: リクエストで場所が指定されていない場合に、レスポンスの出力をアップロードする
場所。
• NotificationConfig: (オプション) 推論リクエストが正常に終了した場合 (SuccessTopic) または
失敗した場合 (ErrorTopic) に通知を投稿する SNS トピック。
AsyncInferenceConfig フィールドの ClientConfig に次のオプションの引数を指定することもでき
ます。
• MaxConcurrentInvocationsPerInstance: (オプション) が送信する同時リクエストの最大数
SageMaker クライアントをモデルコンテナに移動します。

エンドポイントの作成
モデルとエンドポイントの設定が完了したら、CreateEndpoint API を使用してエンドポイントを作成し
ます。エンドポイント名は、お使いの AWS アカウントの AWS リージョン内で一意である必要がありま
す。
次が、リクエストで指定されたエンドポイント設定を使用してエンドポイントを作成します。アマゾン
SageMaker エンドポイントを使用してリソースをプロビジョニングし、モデルをデプロイします。
# The name of the endpoint.The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name = '<endpoint-name>'
# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'
create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)

あなたが電話するときCreateEndpointAPI SageMaker 非同期推論は、Amazon SNS トピックを設定し
たことをチェックするテスト通知を送信します。アマゾン SageMaker 非同期推論は、次の呼び出しの後
にテスト通知も送信しますUpdateEndpointそしてUpdateEndpointWeightsAndCapacities。これ
により SageMaker 必要なアクセス許可があることをチェックします。通知は無視できます。テスト通知
は次の形式です。
{

}

"eventVersion":"1.0",
"eventSource":"aws:sagemaker",
"eventName":"TestNotification"

非同期エンドポイントを呼び出す
InvokeEndpointAsync を使用して非同期エンドポイントでホストされているモデルから推論を取得し
ます。

Note
まだ行っていない場合、推論データ (機械学習モデル、サンプルデータなど) を Amazon S3 に
アップロードします。
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InputLocation フィールドで推論データの場所を指定し、EndpointName のエンドポイントの名前を指
定します。
# Create a low-level client representing Amazon SageMaker Runtime
sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)
# Specify the location of the input. Here, a single SVM sample
input_location = "s3://bucket-name/test_point_0.libsvm"
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name='<endpoint-name>'
# After you deploy a model into production using SageMaker hosting
# services, your client applications use this API to get inferences
# from the model hosted at the specified endpoint.
response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint_async(
EndpointName=endpoint_name,
InputLocation=input_location)

JSON 文字列としてレスポンスを受け取ります。これには、リクエスト ID と、処理後に API コールに対
するレスポンスを受ける Amazon S3 バケット名が含まれます。

非同期エンドポイントを更新する
UpdateEndpoint API を使用して非同期エンドポイントを更新します。エンドポイントが更新されると、
SageMaker前のエンドポイント設定でプロビジョンされたリソースを削除する前に、前のエンドポイン
ト設定でプロビジョンされたリソースを削除する前に、指定された新しいエンドポイント設定に切り替え
ます。活動中のエンドポイントを持っている、あるいはそのエンドポイントで UpdateEndpoint または
CreateEndpoint オペレーションが実行されている間は、EndpointConfig を削除しないでください。
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name='<endpoint-name>'
# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'
sagemaker_client.update_endpoint(
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
EndpointName=endpoint_name
)

アマゾンのとき SageMaker リクエストを受信し、エンドポイントのステータスは更新中。非同期エン
ドポイントが更新されると、ステータスはInService。エンドポイントのステータスをチェックするに
は、DescribeEndpoint API を使用します。エンドポイントの更新時に指定できるパラメータの完全な
リストについては、「UpdateEndpoint API」を参照してください。

非同期エンドポイントを削除する
非同期エンドポイントと同様の方法で非同期エンドポイントを削除します SageMakerホストされたエンド
ポイントDeleteEndpointAPI。削除する非同期エンドポイントの名前を指定します。エンドポイントを
削除すると、 SageMaker エンドポイントの作成時にデプロイされたすべてのリソースを解放します。モ
デルを削除しても、モデルアーティファクト、推論コード、モデル作成時に指定した IAM ロールは削除さ
れません。
の削除 SageMaker モデルとDeleteModelAPI または SageMaker コンソール。
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Boto3
import boto3
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=<aws_region>)
sagemaker_client.delete_endpoint(EndpointName='<endpoint-name>')

SageMaker console
1. に移動します SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。
2. [Inference] (推論) ドロップダウンリストを展開します。
3. [Endpoints] を選択します。
4. [Search endpoints] (エンドポイントを検索) 検索バーでエンドポイントを検索します。
5. エンドポイントを選択します。
6. [削除] を選択します。
非同期エンドポイントの削除に加えて、Amazon ECR リポジトリ (カスタム推論イメージを作成してした
場合) など、エンドポイントの作成に使用された他のリソースなど、エンドポイントの作成に使用された
他のリソースなど、エンドポイントの作成に使用された他のリソースなど、エンドポイントの作成に使用
された他のリソースなど、エンドポイントの作成に使用された他のリソースなど、エンドポイントの作成
に使用された他のリソースなど SageMaker モデル、および非同期エンドポイント設定自体。

非同期エンドポイントをモニタリングする
監視できます SageMaker Amazon を使用する CloudWatchは、raw データを収集して、それを読み取り可
能なほぼリアルタイムのメトリクスに変換します。アマゾンで CloudWatchでは、履歴情報にアクセスし
て、ウェブアプリケーションやサービスのパフォーマンスをより的確に把握できます。Amazon の詳細に
ついては CloudWatch、「」を参照してくださいAmazon とは CloudWatch?

でのモニタリング CloudWatch
次のメトリクスは、非同期エンドポイントに対するメトリクスの網羅的なリストです。エンドポイントが
非同期推論のために有効化されている場合、以下にリストされていないメトリクスは発行されません。該
当するメトリクスは以下の通りです (ただし、以下に限定されません)。
• OverheadLatency
• 呼び出し
• InvocationsPerInstance

共通のエンドポイントメトリクス
これらのメトリクスは、現在リアルタイムエンドポイントについて発行されるメトリクスと同じで
す。Amazon の他のメトリクスの詳細については CloudWatch、「」を参照してください監視 SageMaker
アマゾンと CloudWatch。
メトリクス名

説明

単位/統計

Invocation4XXErrors

4xx HTTP レスポンスコードを返
したモデルの リクエスト数。各
4xx レスポンスについて、1 が送

単位: なし
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メトリクス名

説明

単位/統計

信されます。それ以外の場合は 0
が送信されます。
Invocation5XXErrors

ModelLatency

の数 InvokeEndpoint モデルが
5xx HTTP レスポンスコードを返
したリクエストです。各 5xx レ
スポンスについて、1 が送信され
ます。それ以外の場合は 0 が送
信されます。

単位: なし

モデルが応答するのにかかる時
間間隔 SageMaker。この間隔に
は、リクエストを送信し、モデ
ルのコンテナからレスポンスを
取得するのにかかるローカル通
信時間と、コンテナ内で推論を
完了するのにかかる時間が含ま
れます。

単位: マイクロ秒

有効な統計: Average、Sum

有効な統計:
Average、Sum、Max、サンプル
数

非同期推論エンドポイントメトリクス
これらのメトリクスが、非同期推論が有効なエンドポイントについて発行されます。次のメトリクス
は、EndpointName ディメンションで発行されます。
メトリクス名

説明

単位/統計

ApproximateBacklogSize

現在処理中またはまだ処理され
ていないエンドポイントに対す
るキュー内の項目の数。

単位: [Count] (カウント)

キュー内の項目数をエンドポイ
ApproximateBacklogSizePerInstance
ントの背後にあるインスタンス
数で割った値。このメトリクス
は主に、非同期対応エンドポイ
ントに対するアプリケーション
のオートスケーリングの設定に
使用されます。

単位: [Count] (カウント)

キュー内の最も古いリクエスト
ApproximateAgeOfOldestRequest
の経過時間。

単位: [Seconds] (秒)

有効な統計: Average、Max、Min

有効な統計: Average、Max、Min

有効な統計: Average、Max、Min

次のメトリクスは、EndpointName と VariantName ディメンションで発行されます。
メトリクス名

説明

単位/統計

RequestDownloadFailures

Amazon S3 からのリクエストの
ダウンロードの問題により推論
障害が発生した場合。

単位: [Count] (カウント)

Amazon S3 へのレスポンスの
アップロードの問題により推論
障害が発生した場合。

単位: [Count] (カウント)

ResponseUploadFailures
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メトリクス名

説明

単位/統計

NotificationFailures

通知の発行で問題が発生した場
合。

単位: [Count] (カウント)

リクエストペイロードのダウン
ロードの合計時間。

単位: マイクロ秒

レスポンスペイロードのアップ
ロードの合計時間。

単位: マイクロ秒

指定されたリクエスト TTL に到
達したために失敗したキュー内
のリクエストの数。

単位: [Count] (カウント)

何らかの理由で呼び出しが失敗
した場合。

単位: [Count] (カウント)

エンドポイントによって処理さ
れた非同期呼び出しの数。

単位: [Count] (カウント)

リクエストが処理される前に
キューに入れられた合計時間。
これには、実際の処理時間 (ダウ
ンロード時間、アップロード時
間、モデルのレイテンシーなど)
は含まれません。

単位: ミリ秒

推論リクエストを受け取ってか
ら SageMaker リクエストの処理
が終了するまでの時間。これに
は、バックログの時間、レスポ
ンス通知をアップロードして送
信する時間 (ある場合) が含まれ
ます。

単位: ミリ秒

RequestDownloadLatency

ResponseUploadLatency

ExpiredRequests

InvocationFailures

InvocationsProcesssed

TimeInBacklog

TotalProcessingTime

有効な統計: 合計

有効な統計:
Average、Sum、Max、サンプル
数

有効な統計:
Average、Sum、Max、サンプル
数

有効な統計: 合計

有効な統計: 合計

有効な統計: 合計

有効な統計:
Average、Sum、Max、サンプル
数

有効な統計:
Average、Sum、Max、サンプル
数

アマゾン SageMaker 非同期推論には、ホストレベルのメトリクスも含まれます。ホストレベルのメトリ
クスの詳細については、をご参照ください。SageMaker ジョブとエンドポイントメトリクス。

ログ
に加えてモデルのコンテナログアマゾンに公開されているもの CloudWatch お使いのアカウントには、推
論リクエストをトレースおよびデバッグするための新しいプラットフォームログも取得します。
新しいログはエンドポイントロググループ下で発行されます。
/aws/sagemaker/Endpoints/[EndpointName]

ログストリーム名は次の値で構成されます。
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[production-variant-name]/[instance-id]/data-log.

ログの行にはリクエストの推論 ID が含まれているため、エラーを特定のリクエストに簡単にマッピングで
きます。

予測結果のチェック
非同期エンドポイントからの予測結果をチェックする方法は複数あります。一部のオプションは次のとお
りです。
1. Amazon SNS トピック。
2. Amazon S3 バケット内の出力をチェックします。

Amazon SNS トピック
Amazon SNS は、メッセージング指向のアプリケーション向け通知サービスです。HTTP、Amazon
SQS、メールなどのトランスポートプロトコルを選択することにより、複数のサブスクライバーがタイム
クリティカルなメッセージの「プッシュ」通知を要求および受信します。CreateEndpointConfig を使
用してエンドポイントを作成し、Amazon SNS トピックを指定すると、Amazon SageMaker 非同期推論に
より通知が投稿されます。

Note
Amazon SNS 通知を受信するには、IAM ロールに sns:Publish の許可が必要です。フレーム
ワークの使用の詳細については、前提条件 (p. 2698)要件の詳細については、非同期推論を使用す
るために満たす必要があります。
Amazon SNS を使って非同期エンドポイントからの予測結果をチェックするには、まずトピックを作成
してそのトピックをサブスクライブし、トピックのサブスクリプションを確認してから、そのトピックの
Amazon リソースネーム (ARN) を把握しておく必要があります。Amazon SNS トピックの Amazon ARN
を作成、サブスクライブ、発見する方法の詳細については、「Amazon SNS を設定する」を参照してくだ
さい。
CreateEndpointConfig を使用してエンドポイント設定を作成する際に、AsyncInferenceConfig
フィールドに Amazon SNS トピックの ARN を指定します。Amazon SNS ErrorTopic と
SuccessTopic の両方を指定できます。
import boto3
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=<aws_region>)
sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=<endpoint_config_name>, # You specify this name in a CreateEndpoint
request.
# List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at this
endpoint.
ProductionVariants=[
{
"VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
"ModelName": "model_name",
"InstanceType": "ml.m5.xlarge", # Specify the compute instance type.
"InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially.
}
],
AsyncInferenceConfig={
"OutputConfig": {
# Location to upload response outputs when no location is provided in the
request.
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)

}

}

"S3OutputPath": "s3://<bucket>/<output_directory>"
"NotificationConfig": {
"SuccessTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
"ErrorTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
}

エンドポイントを作成して起動すると、Amazon SNS トピックから通知が届きます。たとえば、トピッ
クから電子メール通知を受信するようにサブスクライブした場合、エンドポイントを呼び出すたびに電子
メール通知が送信されます。次の例は、成功した呼び出し電子メール通知の JSON コンテンツを示しま
す。
{

}

"awsRegion":"us-east-1",
"eventTime":"2022-01-25T22:46:00.608Z",
"receivedTime":"2022-01-25T22:46:00.455Z",
"invocationStatus":"Completed",
"requestParameters":{
"contentType":"text/csv",
"endpointName":"<example-endpoint>",
"inputLocation":"s3://<bucket>/<input-directory>/input-data.csv"
},
"responseParameters":{
"contentType":"text/csv; charset=utf-8",
"outputLocation":"s3://<bucket>/<output_directory>/prediction.out"
},
"inferenceId":"11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"eventVersion":"1.0",
"eventSource":"aws:sagemaker",
"eventName":"InferenceResult"

S3 バケットをチェックする
InvokeEndpointAsync を使用してエンドポイントを呼び出すと、レスポンスオブジェクトが返されま
す。レスポンスオブジェクトを使用して、出力が保存されている Amazon S3 URI を取得できます。出力
場所がわかることで、SageMaker Python SDK SageMaker セッションクラスを使って、出力をプログラム
によりチェックできます。
次の例では、InvokeEndpointAsync の出力ディクショナリを response という名前の変数として保存し
ます。レスポンス変数を使用して、Amazon S3 出力 URI を取得し、output_location という文字列変
数として保存します。
import uuid
import boto3
sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)
# Specify the S3 URI of the input. Here, a single SVM sample
input_location = "s3://bucket-name/test_point_0.libsvm"
response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint_async(
EndpointName='<endpoint-name>',
InputLocation=input_location,
InferenceId=str(uuid.uuid4()),
ContentType="text/libsvm" #Specify the content type of your data
)
output_location = response['OutputLocation']
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print(f"OutputLocation: {output_location}")

サポートされるコンテンツタイプについては、「推論の共通データ形式 (p. 1840)」を参照してください。
Amazon S3 出力場所を使って、SageMaker Python SDK SageMaker セッションクラスを使用して
Amazon S3 ファイルを読み取ります。次のコード例は、Amazon S3 出力場所からファイルの読み取りを
繰り返し試みる関数 (get_ouput) を作成する方法を示しています。
import sagemaker
import urllib, time
from botocore.exceptions import ClientError
sagemaker_session = sagemaker.session.Session()
def get_output(output_location):
output_url = urllib.parse.urlparse(output_location)
bucket = output_url.netloc
key = output_url.path[1:]
while True:
try:
return sagemaker_session.read_s3_file(
bucket=output_url.netloc,
key_prefix=output_url.path[1:])
except ClientError as e:
if e.response['Error']['Code'] == 'NoSuchKey':
print("waiting for output...")
time.sleep(2)
continue
raise
output = get_output(output_location)
print(f"Output: {output}")

非同期エンドポイントの自動スケーリング
Amazon SageMaker では、非同期エンドポイントの自動的なスケーリング (オートスケーリング) がサポー
トされています。自動スケーリングは、ワークロードの変動に応じて、モデルにプロビジョニングされた
インスタンスの数を動的に調整します。Amazon SageMaker がサポートしている他のホストモデルとは異
なり、非同期推論を使用すると、非同期エンドポイントのインスタンスをゼロにスケールダウンすること
もできます。インスタンスがゼロの場合に受信されるリクエストは、エンドポイントがスケールアップさ
れると処理のためにキューに入れられます。
非同期エンドポイントをオートスケールするには、少なくとも以下を行う必要があります。
• デプロイされたモデル (本番稼働用バリアント) を登録する。
• スケーリングポリシーを定義する。
• オートスケーリングポリシーを適用する。
オートスケーリングを使用するには、事前に SageMaker モデルデプロイを作成しておく必要がありま
す。デプロイされたモデルは、本番稼動用バリアントと呼ばれます。モデルエンドポイントのデプロイの
詳細については、「SageMaker ホスティングサービスにモデルをデプロイする」を参照してください。ス
ケーリングポリシーのメトリクスとターゲット値を指定するには、ターゲット追跡スケーリングポリシー
を設定します。スケーリングポリシーを定義する方法の詳細については、「スケーリングポリシーを定
義する」を参照してください。モデルを登録してスケーリングポリシーを定義した後に、そのスケーリン
グポリシーを登録されたモデルに適用します。スケーリングポリシーを適用する方法の詳細については、
「スケーリングポリシーを適用する」を参照してください。
オートスケーリングに関わるその他の前提条件およびコンポーネントの詳細については、SageMaker オー
トスケーリングに関するドキュメントの「前提条件」セクションを参照してください。
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スケーリングポリシーを定義する
スケーリングポリシーのメトリクスとターゲット値を指定するには、ターゲット追跡スケーリング
ポリシーを設定します。スケーリングポリシーを JSON ブロックとしてテキストファイルに定義し
ます。このテキストファイルは、AWS CLI または アプリケーションの Auto Scaling API を呼び出す
際に使用します。ポリシー設定構文の詳細については、Application Auto Scaling API リファレンスの
「TargetTrackingScalingPolicyConfiguration」を参照してください。
非同期エンドポイントについて、SageMaker では、バリアントに対するターゲッ
ト追跡スケーリングのポリシー設定を作成することを強くお勧めします。この設定
例では、ApproximateBacklogSizePerInstance というカスタムメトリクス
CustomizedMetricSpecification を使用します。
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration={
'TargetValue': 5.0, # The target value for the metric. Here the metric is:
SageMakerVariantInvocationsPerInstance
'CustomizedMetricSpecification': {
'MetricName': 'ApproximateBacklogSizePerInstance',
'Namespace': 'AWS/SageMaker',
'Dimensions': [
{'Name': 'EndpointName', 'Value': <endpoint_name> }
],
'Statistic': 'Average',
}
}

0 にスケールするスケーリングポリシーを定義する
以下に、AWS SDK for Python (Boto3) を使って、アプリケーションオートスケーリングを備えるエンドポ
イントバリアントを定義および登録する方法を示します。Boto3 でアプリケーションオートスケーリング
を行う低レベルのクライアントオブジェクトを定義した後、RegisterScalableTarget メソッドを使用
して本番稼働用バリアントを登録します。処理するリクエストがない場合、非同期推論では 0 にオートス
ケールできるため、MinCapacity を 0 に設定します。
# Common class representing application autoscaling for SageMaker
client = boto3.client('application-autoscaling')
# This is the format in which application autoscaling references the endpoint
resource_id='endpoint/' + <endpoint_name> + '/variant/' + <'variant1'>
# Define and register your endpoint variant
response = client.register_scalable_target(
ServiceNamespace='sagemaker',
ResourceId=resource_id,
ScalableDimension='sagemaker:variant:DesiredInstanceCount', # The number of EC2
instances for your Amazon SageMaker model endpoint variant.
MinCapacity=0,
MaxCapacity=5
)

アプリケーションオートスケーリング API の詳細については、「アプリケーションスケーリング Boto3」
のドキュメントを参照してください。

バッチ変換の使用
以下を実行する必要がある場合は、バッチ変換を使用します。
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• データセットを前処理して、トレーニングや推論を妨げるノイズやバイアスをデータセットから取り除
く場合。
• 大規模なデータセットから推論を取得する場合。
• 永続的なエンドポイントが不要なときに推論を実行する場合。
• 入力レコードを推論に関連付けて結果の解釈に役立てる場合。
推論を実行する前に入力データをフィルタリングしたり、入力レコードをそれらのレコードに関する推論
と関連付けるには、予測結果を入力レコードに関連付ける (p. 2715) を使用します。たとえば、入力デー
タをフィルタリングして、出力データに関するレポートを作成および解釈するためのコンテキストを提供
できます。
トピック
• バッチ変換を使用して大規模なデータセットから推論を取得する (p. 2713)
• バッチ変換ジョブを高速化する (p. 2714)
• バッチ変換を使用して本番稼働用バリアントをテストする (p. 2715)
• バッチ変換エラー (p. 2715)
• バッチ変換のサンプルノートブック (p. 2715)
• 予測結果を入力レコードに関連付ける (p. 2715)
• Batch 変換のストレージ (p. 2721)

バッチ変換を使用して大規模なデータセットから推論
を取得する
バッチ変換では、指定されたパラメータの範囲内で大規模なデータセットの処理を自動的に管理します。
例えば、S3 バケットに格納されているデータセットファイル input1.csv があるとします。入力ファイ
ルの内容は次のようになります。
Record1-Attribute1,
Record2-Attribute1,
Record3-Attribute1,
...
RecordN-Attribute1,

Record1-Attribute2, Record1-Attribute3, ..., Record1-AttributeM
Record2-Attribute2, Record2-Attribute3, ..., Record2-AttributeM
Record3-Attribute2, Record3-Attribute3, ..., Record3-AttributeM
RecordN-Attribute2, RecordN-Attribute3, ..., RecordN-AttributeM

バッチ変換ジョブが開始されると、SageMaker はコンピューティングインスタンスを初期化し、それらの
間で推論または前処理のワークロードを分散します。バッチ変換では、キーによって入力の Amazon S3
オブジェクトを分割し、Amazon S3 オブジェクトをインスタンスにマッピングします。複数のファイルが
ある場合、1 つのインスタンスでは input1.csv を処理し、別のインスタンスでは input2.csv という
名前のファイルを処理する場合があります。1 つの入力ファイルがあり、複数のコンピュートインスタン
スを初期化する場合、1 つのインスタンスのみが入力ファイルを処理し、残りのインスタンスはアイドル
状態になります。
入力ファイルをミニバッチに分割することもできます。たとえば、レコード群から 2 つのファイルのみを
含めることで、input1.csv からミニバッチを作成できます。

Record3-Attribute1, Record3-Attribute2, Record3-Attribute3, ..., Record3-AttributeM
Record4-Attribute1, Record4-Attribute2, Record4-Attribute3, ..., Record4-AttributeM

2713

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
バッチ変換ジョブを高速化する

Note
SageMaker は、各入力ファイルを別々に処理します。これは、異なる入力ファイルのミニバッチ
を組み合わせて、MaxPayloadInMB 制限あり。
バッチ変換ジョブの作成時に入力ファイルをミニバッチに分割するには、SplitTypeパラメータ
値Line。もしSplitTypeは、 に設定されます。Noneまたは、入力ファイルをミニバッチに分割できな
い場合、SageMaker は単一のリクエストで入力ファイル全体を使用します。バッチ変換は、埋め込まれた
改行文字を含む CSV 形式の入力をサポートしていません。ミニバッチのサイズは、BatchStrategyそ
してMaxPayloadInMBパラメータ。MaxPayloadInMB100 MB を超えないようにしてください。オプ
ションを指定した場合MaxConcurrentTransformsパラメータの設定(MaxConcurrentTransforms *
MaxPayloadInMB)また 100 MB を超えないようにしてください。
バッチ変換ジョブが入力ファイル内のすべてのレコードの処理に成功すると、同じ名前とファイル拡張
子 (.out) で出力ファイルが作成されます。複数の入力ファイル (input1.csv、input2.csv など) の場
合、出力ファイルの名前は input1.csv.out、input2.csv.out などになります。バッチ変換ジョブで
は、Amazon S3 内の指定された場所 (s3://awsexamplebucket/output/ など) に出力ファイルを保存
します。
出力ファイル内の予測は、入力ファイルの対応するレコードと同じ順に一覧表示されます。出力ファイル
input1.csv.out は、前に示した入力ファイルに応じて、次のようになります。
Inference1-Attribute1,
AttributeM
Inference2-Attribute1,
AttributeM
Inference3-Attribute1,
AttributeM
...
InferenceN-Attribute1,
AttributeM

Inference1-Attribute2, Inference1-Attribute3, ..., Inference1Inference2-Attribute2, Inference2-Attribute3, ..., Inference2Inference3-Attribute2, Inference3-Attribute3, ..., Inference3InferenceN-Attribute2, InferenceN-Attribute3, ..., InferenceN-

複数の出力ファイルの結果を 1 つの出力ファイルに組み合わせるには、設定するAssembleWithパラメー
タの設定Line。
入力データが非常に大きく、HTTP チャンクエンコードを使用して送信される場合、データをアルゴリズ
ムにストリーミングするには、MaxPayloadInMBに0。Amazon SageMaker の組み込みアルゴリズムでは
この機能はサポートされていません。
API を使用してバッチ変換ジョブを作成する方法については、CreateTransformJob API を参照してく
ださい。バッチ変換の入力オブジェクトと出力オブジェクトの相互関係の詳細については、「」を参照し
てください。OutputDataConfig。バッチ変換の使用方法の例については、「(オプション) バッチ変換を
使用して予測を行う (p. 86)」を参照してください。

バッチ変換ジョブを高速化する
使用している場合CreateTransformJobAPI の場合、パラメータに最適な値を使用することで、バッチ
変換ジョブの完了にかかる時間を短縮できます。などMaxPayloadInMB,MaxConcurrentTransforms,
またはBatchStrategy。の理想的な価値MaxConcurrentTransformsは、バッチ変換ジョブのコン
ピュートワーカーの数と等しくなります。SageMaker コンソールを使用する場合は、[Batch transform job
configuration] (バッチ変換ジョブの設定) ページの [Additional configuration] (追加設定) で、これらの最適
なパラメータ値を指定できます。SageMaker は、組み込みアルゴリズムの最適なパラメータ設定を自動的
に探します。カスタムアルゴリズムの場合、これらの値を execution-parameters エンドポイントを通じて
指定します。
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バッチ変換を使用して本番稼働用バリアントをテスト
する
さまざまなモデル、またはさまざまなハイパーパラメータ設定をテストするには、新しいモデルバリアン
トごとに別々の変換ジョブを作成し、検証データセットを使用します。変換ジョブごとに、一意のモデル
名と、出力ファイル用の Amazon S3 の場所を指定します。結果を分析するには、推論パイプラインとメ
トリクス (p. 2579) を使用します。

バッチ変換エラー
SageMaker は、Amazon S3 の マルチパートアップロード API を使用して、バッチ変換ジョブの結果を
Amazon S3 にアップロードします。エラーが発生すると、アップロードした結果が Amazon S3 から削除
されます。ネットワーク停止が発生するなどの状況では、不完全なマルチパートアップロードが Amazon
S3 に残ることがあります。ストレージ料金が発生しないように、S3 バケットライフサイクルルールに S3
バケットポリシーを追加することをお勧めします。このポリシーは、S3 バケットに保存されている可能性
がある不完全なマルチパートアップロードを削除します。詳細については、「オブジェクトのライフサイ
クル管理」を参照してください。
データセットに問題があるためにバッチ変換ジョブが入力ファイルの処理に失敗すると、SageMaker は
ジョブを failed とマークします。入力ファイルに不正なレコードが含まれている場合は、入力ファイル
と同じ順番を変換済みデータで維持できないため、この入力ファイルの出力ファイルは変換ジョブで作成
されません。データセットに複数の入力ファイルが含まれている場合は、1 つの入力ファイルの処理に失
敗しても、変換ジョブは入力ファイルの処理を続行します。処理済みのファイルからは依然として使用可
能な結果が生成されます。
超過MaxPayloadInMB制限はエラーになります。このエラーは、分割できない場合、大規模なデータセッ
トで発生する可能性があります。SplitTypeパラメータの設定none、データセット内の個々のレコード
が制限を超えています。
独自のアルゴリズムを使用している場合、このアルゴリズムは、入力ファイル内に不正なレコードを見つ
けると、ERROR などのプレースホルダーテキストを使用できます。たとえば、データセット内の最終レ
コードが不正である場合、アルゴリズムは、そのレコードのプレースホルダーテキストを出力ファイル内
に配置します。

バッチ変換のサンプルノートブック
主成分分析 (PCA) モデルを使用したバッチ変換を使用してユーザー項目のレビューマトリックスのデー
タを削減し、その後にノイズ (DBSCAN) アルゴリズムを使用したアプリケーションの密度ベースの空間
クラスタリングを適用してムービーをクラスター化するサンプルノートブックについては、「PCA およ
び DBSCAN ムービークラスターを使用したバッチ変換」を参照してください。SageMaker でサンプル
を実行する際に使用できる Jupyter ノートブックインスタンスを作成してアクセスする手順については、
「Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)」を参照してください。ノートブッ
クインスタンスを作成して開いた後、[SageMaker Examples] (SageMaker サンプル) タブを選択して、す
べての SageMaker サンプルのリストを表示します。NTM アルゴリズムを使用するトピックモデリングの
サンプルノートブックは、[Advanced functionality] (高度な機能) セクションにあります。ノートブックを
開くには、その [使用] タブを選び、次に [コピーを作成] を選択します。

予測結果を入力レコードに関連付ける
大きなデータセットで予測を行う場合、予測に不要な属性を除外できます。予測を行った後で、除外した
属性の一部をそれらの予測と関連付けたり、レポート内の他の入力データと関連付けたりすることができ
ます。バッチ変換を使用してこれらのデータ処理ステップを実行することで、多くの場合、追加の前処理
や後処理を排除できます。入力ファイルは JSON 形式と CSV 形式でのみ使用できます。
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トピック
• 推論を入力レコードに関連付けるワークフロー (p. 2716)
• バッチ変換ジョブでのデータ処理の使用 (p. 2716)
• サポートされる JSONPath 演算子 (p. 2717)
• バッチ変換例 (p. 2718)

推論を入力レコードに関連付けるワークフロー
次の図は、推論を入力レコードに関連付けるワークフローを示しています。

推論を入力データに関連付けるには、主に 3 つのステップがあります。
1. 入力データをバッチ変換ジョブに渡す前に、推論に不要な入力データをフィルタリングします。を使用
するInputFilterパラメータを選択して、モデルの入力として使用する属性を決定します。
2. 入力データを推論結果に関連付けます。を使用するJoinSourceパラメータを使用して、入力データと
推論を結合します。
3. 結合したデータをフィルタリングして、レポート内の予測を解釈するためのコンテキストの提供に必要
な入力を保持します。を使用するOutputFilterをクリックして、結合データセットの指定部分を出力
ファイルに格納します。

バッチ変換ジョブでのデータ処理の使用
でバッチ変換ジョブを作成する場合CreateTransformJobに処理するデータ:
1. DataProcessing データ構造内の InputFilter パラメータを使用して、モデルに渡す入力部分を指
定します。
2. JoinSource パラメータを使用して、生の入力データを変換されたデータと結合します。
3. 出力ファイルに含める結合入力部分と、バッチ変換ジョブからの変換済みデータを、OutputFilter
パラメータで指定します。
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4. JSON または CSV 形式のファイルを選択して入力します。
• JSON 形式または JSON Lines 形式の入力ファイルの場合、SageMaker は SageMakerOutput 属性
を入力ファイルに追加するか、SageMakerInput 属性と SageMakerOutput 属性を使用して新しい
JSON 出力ファイルを作成します。詳細については、「DataProcessing」を参照してください。
• CSV 形式の入力ファイルの場合、結合された入力データの後に変換済みデータが続き、CSV ファイ
ルとして出力されます。
DataProcessing 構造でアルゴリズムを使用する場合、入力ファイルと出力ファイルの両方で、
選択した形式がサポートされている必要があります。たとえば、TransformOutputのフィール
ドCreateTransformJobAPI、両方を設定する必要がありますContentTypeそしてAcceptパラメー
タは次のいずれかの値にエラーがあります。text/csv,application/json, またはapplication/
jsonlines。CSV ファイルの列を指定する構文と JSON ファイルの属性を指定する構文は異なります。
誤った構文を使用すると、エラーが発生します。詳細については、「バッチ変換例 (p. 2718)」を参照して
ください。組み込みアルゴリズムの入力ファイルと出力ファイルの形式の詳細については、「Amazon を
使った SageMaker 組み込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモデル (p. 981)」を参照してください。
入力と出力のレコード区切り文字も、選択したファイルの入力と一致している必要がありま
す。-SplitTypeパラメータは、入力データセットのレコードを分割する方法を示していま
す。-AssembleWithパラメータは、出力用にレコードを再構成する方法を示します。入力および出力形式
を text/csv に設定した場合は、SplitType および AssembleWith パラメータも line に設定する必
要があります。入力形式および出力形式を application/jsonlines に設定した場合は、SplitType
と AssembleWith の両方を line に設定できます。
CSV ファイルの場合、埋め込まれた改行文字は使用できません。JSON ファイルの場合、属性名
SageMakerOutput は出力用に予約されています。JSON 入力ファイルにこの名前の属性を含めることは
できません。含めた場合、入力ファイルのデータは上書きされる可能性があります。

サポートされる JSONPath 演算子
入力データと推論をフィルタリングして結合するには、JSONPath 部分式を使用します。SageMaker は
定義された JSONPath 演算子のサブセットのみをサポートします。次の表に、サポートされる JSONPath
演算子を示します。CSV データの場合、各行は JSON 配列と見なされるため、インデックスベースの
JSONPath のみを適用できます (例: $[0]、$[1:])。CSV データも RFC 形式に従う必要があります。
JSONPath 演算子

説明

例

$

クエリするルート要素。この演算子は、すべて $
のパス式の先頭に必要です。

.<name>

ドット表記の子要素。

*

ワイルドカード。属性名または数値の代わりに $.id.*
使用します。

$.id

大括弧で表記された要素または複数の子要素。 $['id','SageMakerOutput']
['<name>' (,'<name>')]
[<number>
(,<number>)]

インデックスまたはインデックスの配列。負の $[1] , $[1,3,5]
インデックス値もサポートされています。-1
インデックスは配列の最後の要素を表します。

[<start>:<end>]

配列のスライス演算子。array slice () メソッ
ドは、配列のセクションを抽出し、新し
い配列を返します。<start> を省略する
と、SageMaker は配列の最初の要素を使用し
ます。<end> を省略すると、SageMaker は配
列の最後の要素を使用します。
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角かっこ表記を使用して特定のフィールドの複数の子要素を指定する場合、かっこ内に子のネストを追加
することはサポートされていません。たとえば、$.field1.['child1','child2'] はサポートされま
すが、$.field1.['child1','child2.grandchild'] はサポートされません。
JSONPath 演算子の詳細については、GitHub の「JsonPath」を参照してください。

バッチ変換例
次の例は、入力データと予測結果を結合するための一般的な方法を示しています。
トピック
• 例: 推論のみを出力する (p. 2718)
• 例: 入力データと結合された出力推論 (p. 2718)
• 例: 入力データと結合された出力推論と入力から ID 列を除外する (CSV) (p. 2719)
• 例: ID 列と結合された推論を出力し、入力から ID 列を除外する (CSV) (p. 2720)

例: 推論のみを出力する
デフォルトでは、DataProcessingパラメータは推論結果を入力と結合しません。推論結果のみが出力さ
れます。
結果を入力と結合しないように明示的に指定する場合、Amazon SageMaker Python SDK を使用してトラ
ンスフォーマー呼び出しで次の設定を指定します。
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…)
sm_transformer.transform(…, input_filter="$", join_source= "None", output_filter="$")

AWS SDK for Python を使用して推論を出力するには、CreateTransformJob リクエストに次のコードを追
加します。以下のコードは、デフォルトの動作を模倣しています。
{

}

"DataProcessing": {
"InputFilter": "$",
"JoinSource": "None",
"OutputFilter": "$"
}

例: 入力データと結合された出力推論
使用している OSAmazon SageMaker Python SDK入力データと出力ファイルの推論を結合する
には、assemble_withそしてacceptトランスフォーマーオブジェクトを初期化するときのパ
ラメータ。transform 呼び出しを使用する場合は、Input向けのjoin_sourceパラメータを指定
し、split_typeそしてcontent_typeパラメータも同様です。-split_typeパラメータはと同じで
なければなりませんassemble_withであり、content_typeパラメータはと同じでなければなりま
せんaccept。パラメータと使用可能な値の詳細については、「」を参照してください。変換ページ
で、Amazon SageMaker Python SDK。
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line", accept="text/
csv")
sm_transformer.transform(…, join_source="Input", split_type="Line", content_type="text/
csv")

使用している OSAWSPython SDK for Python (Boto 3) では、次のコードを追加して、すべての入力データ
を推論と結合します。CreateTransformJobリクエスト. の値AcceptそしてContentType一致する必要
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があります。また、次の値を指定する必要があります。AssembleWithそしてSplitTypeも一致する必要
があります。
{

}

"DataProcessing": {
"JoinSource": "Input"
},
"TransformOutput": {
"Accept": "text/csv",
"AssembleWith": "Line"
},
"TransformInput": {
"ContentType": "text/csv",
"SplitType": "Line"
}

JSON または JSON Lines の入力ファイルの場合、結果は入力 JSON ファイルの SageMakerOutput キー
にあります。たとえば、入力がキーと値のペア {"key":1} を含む JSON ファイルである場合、データ変
換の結果は {"label":1} です。
SageMaker は、両方を SageMakerInput キーの入力ファイル内に保存します。
{
}

"key":1,
"SageMakerOutput":{"label":1}

Note
JSON の結合結果は、キーと値のペアのオブジェクトである必要があります。入力がキー
と値のペアのオブジェクトではない場合、SageMaker は新しい JSON ファイルを作成しま
す。新しい JSON ファイルで、入力データは SageMakerInput キー内に保存され、結果は
SageMakerOutput 値として保存されます。
例えば、CSV ファイルで、レコードが [1,2,3] で、ラベルの結果が [1] の場合、出力ファイルには
[1,2,3,1] が含まれます。

例: 入力データと結合された出力推論と入力から ID 列を除外する (CSV)
使用している場合Amazon SageMaker Python SDKトランスフォーマー入力から ID 列を除外しながら、
入力データを推論出力と結合するには、前の例と同じパラメーターと、input_filterあなたのトランス
コールで。たとえば、入力データに 5 つの列があり、最初の列が ID 列である場合は、次の変換リクエス
トを使用して、ID 列以外のすべての列をフィーチャとして選択します。トランスフォーマーは、推論と結
合されたすべての入力列を出力します。パラメータと使用可能な値の詳細については、「」を参照してく
ださい。変換ページで、Amazon SageMaker Python SDK。
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line", accept="text/
csv")
sm_transformer.transform(…, split_type="Line", content_type="text/csv",
input_filter="$[1:]", join_source="Input")

使用している場合AWSPython SDK for Python (Boto 3) では、次のコードを CreateTransformJobリク
エスト.
{

"DataProcessing": {
"InputFilter": "$[1:]",
"JoinSource": "Input"
},
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}

"TransformOutput": {
"Accept": "text/csv",
"AssembleWith": "Line"
},
"TransformInput": {
"ContentType": "text/csv",
"SplitType": "Line"
}

SageMaker の列を指定するには、配列要素のインデックスを使用します。最初の列はインデックス 0、2
番目の列はインデックス 1、6 番目の列はインデックス 5 です。
入力から最初の列を除外するには、InputFilterに"$[1:]"。コロン (:) は、2 つの値の間のすべての
要素を含めるように SageMaker に指示します。たとえば、$[1:4] は 2 番目から 5 番目の列を指定しま
す。
コロンの後の数字を省略すると ([5:] など)、サブセットには 6 番目の列から最後の列までのすべての列
が含まれます。コロンの前の数字、たとえば [:5] を省略すると、サブセットには最初の列 (インデックス
0) から 6 番目の列までのすべての列が含まれます。

例: ID 列と結合された推論を出力し、入力から ID 列を除外する (CSV)
使用している場合Amazon SageMaker Python SDKを指定することで、特定の入力列（ID 列
など）のみを推論と結合するように出力を指定できます。output_filterトランスコール
で。-output_filterJSONPath 部分式を使用して、入力データと推論結果を結合した後に出力として返
す列を指定します。次のリクエストは、ID 列を除外しながら予測を行い、その推論と ID 列を結合する方
法を示しています。次の例では、最後の列 (-1) の出力に推論が含まれています。JSON ファイルを使用し
ている場合、SageMaker は推論結果を属性に格納します。SageMakerOutput。パラメータと使用可能な
値の詳細については、「」を参照してください。変換ページで、Amazon SageMaker Python SDK。
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line", accept="text/
csv")
sm_transformer.transform(…, split_type="Line", content_type="text/csv",
input_filter="$[1:]", join_source="Input", output_filter="$[0,-1]")

使用している場合AWSPython SDK for Python (Boto 3) では、次のコードを追加して、推論と ID 列のみを
結合します。CreateTransformJobリクエスト.
{

}

"DataProcessing": {
"InputFilter": "$[1:]",
"JoinSource": "Input",
"OutputFilter": "$[0,-1]"
},
"TransformOutput": {
"Accept": "text/csv",
"AssembleWith": "Line"
},
"TransformInput": {
"ContentType": "text/csv",
"SplitType": "Line"
}

Warning
JSON 形式の入力ファイルを使用している場合、ファイルに属性名 SageMakerOutput を含める
ことはできません。この属性名は、出力ファイルの推論用に予約されています。この名前の属性
が JSON 形式の入力ファイルに含まれていると、入力ファイルの値が推論で上書きされる場合が
あります。
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Batch 変換のストレージ
バッチ変換ジョブを実行すると、Amazon SageMaker は、ジョブを処理する Amazon EC2 インスタンス
に Amazon Elastic Block Store ストレージボリュームをアタッチします。ボリュームにはモデルが保存さ
れ、ストレージボリュームのサイズは 30 GB に固定されます。ストレージボリューム内の保存中のモデル
を暗号化するオプションがあります。

Note
大型モデルをお持ちの場合、InternalServerError。
Amazon EBS ストレージおよび機能の詳細については、以下のページを参照してください。
• Amazon EBSLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの
• Amazon EBS ボリュームLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの

Note
G4dN インスタンスには、独自のローカル SSD ストレージが付属しています。G4dN インスタン
スの詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2 G4 インスタンスページで.

デプロイ
デプロイガードレールは、本番環境で機械学習モデルを更新するための Amazon SageMaker 推論の一連
のモデルデプロイオプションです。このフルマネージドデプロイオプションを使うと、本番環境の現在の
モデルから新しいモデルへの切り替えをコントロールできます。Canary や Linear などのトラフィックシ
フトモードにより、更新の過程で現在のモデルから新しいモデルへのトラフィックシフトプロセスを細か
くコントロールできます。また、自動ロールバックなどの組み込みセーフガードもあり、本番環境に大き
な影響を与える前に、問題を早期に検出し、自動的に是正措置を講じることができます。
デプロイガードレールには次の利点があります。
• 本番環境を更新する際のデプロイの安全性。本番環境に対して後退的更新を行うと、計画外のダウンタ
イムが発生し、モデルのレイテンシーの増加や高いエラー率など、ビジネスに影響を与える可能性があ
ります。デプロイガードレールは、ベストプラクティスと組み込みオペレーションの安全なガードレー
ルを提供することで、これらのリスクを軽減するのに役立ちます。
• フルマネージドデプロイ。SageMaker は、これらのデプロイの設定とオーケストレーションを行い、エ
ンドポイントの更新メカニズムと統合します。お客様がオーケストレーション、モニタリング、ロール
バックのメカニズムを構築、維持する必要はありません。お客様は SageMaker を活用してデプロイの
設定やオーケストレーションを行い、アプリケーションへの ML の活用に集中できます。
• 可視性。デプロイの進行状況は、DescribeEndpoint API または Amazon CloudWatch Events (サポート
されているエンドポイント (p. 2738)の場合) を通じて追跡できます。SageMaker のイベントの詳細につ
いては、「Amazon の自動化 SageMaker アマゾンと EventBridge (p. 3451)」の「エンドポイントデプ
ロイの状態変更」セクションを参照してください。エンドポイントが「Exclusions (p. 2738)」ページの
いずれかの機能を使っている場合、CloudWatch Events は使用できないことに注意してください。

Note
デプロイメントガードレールはにのみ適用されます。非同期推論 (p. 2696)そしてリアルタイム推
論 (p. 2539)エンドポイントタイプ。

開始方法
複数のトラフィックシフトモードによる Blue/Green デプロイ (p. 2724)をサポートしています。トラ
フィックシフトモードとは、SageMaker がエンドポイントトラフィックを、お客様の更新を含む新しいフ

2721

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
設定とモニタリングを自動ロールバックする

リートにどのようにルーティングするかを指定する設定です。次のトラフィックシフトモードでは、エン
ドポイントの更新プロセスをさまざまなレベルでコントロールできます。
• Blue/Green: All at Once (p. 2726)は、すべてのエンドポイントトラフィックをブルーフリートからグ
リーンフリートに移行します。トラフィックが緑のフリートにシフトすると、事前に指定した Amazon
CloudWatch アラームが一定期間 (ベーキング期間)、緑のフリートのモニタリングを開始します。ベー
キング期間中にアラームが作動しない場合、SageMaker は青のフリートを終了します。
• Blue/Green: カナリア (p. 2729)トラフィックのごく一部をシフトできます（aCanary) をグリーンフリー
トにして焼成期間監視する。canary が緑のフリートで成功すると、SageMaker は青のフリートを終了
する前に残りのトラフィックを青のフリートから緑のフリートにシフトします。
• Blue/Green: Linear (リニア) (p. 2734)では、トラフィックシフトステップの数と各ステップでシフト
するトラフィックの割合をさらにカスタマイズできます。Canary シフトではトラフィックを 2 つのス
テップでシフトできますが、Linear シフトはこれを n 個の線形間隔のステップに拡張します。
デプロイ] を使用して、デプロイUpdateEndpointそしてCreateEndpointSageMaker APIとAWS Command
Line Interfaceコマンド。デプロイの設定方法の詳細については、個々のデプロイページを参照してくださ
い。エンドポイントが「Exclusions (p. 2738)」ページにリストされているいずれかの機能を使っている場
合、デプロイガードレールは使用できないことに注意してください。
デプロイガードレールの使用方法を示すガイド付きの例に従うには、Canary および Linear トラフィック
シフトモードのJupyter ノートブックの例を参照してください。

設定とモニタリングを自動ロールバックする
Amazon CloudWatch アラームは、デプロイガードレールでベーキング期間を使うための前提条件で
す。デプロイガードレールにおける自動ロールバック機能は、エンドポイントをモニタリングできる
CloudWatch アラームを設定した場合にのみ、使用できます。指定したモニタリング期間中にアラームが
作動生した場合、SageMaker はアプリケーションを保護するために古いエンドポイントへの完全なロール
バックを開始します。エンドポイントをモニタリングするように CloudWatch アラームを設定していない
場合、デプロイ中に自動ロールバック機能は機能しません。
Amazon CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch
とは」を参照してください。

アラームの例
開始に役立つよう、CloudWatch アラームの機能をデモする以下の例を用意しました。次の例の使用また
は変更するだけでなく、独自のアラームを作成し、指定したフリートのさまざまなメトリクスを一定期
間モニタリングするようにアラームを設定できます。アラームに追加できる SageMaker のメトリクスと
ディメンションの詳細については、「Amazon Logs An SageMaker アマゾンと CloudWatch (p. 3432)」を
参照してください。
トピック
• 新旧両方のフリートの呼び出しエラーをモニタリングする (p. 2722)
• 新しいフリートのモデルのレイテンシーをモニタリングする (p. 2723)

新旧両方のフリートの呼び出しエラーをモニタリングする
次の CloudWatch アラームは、エンドポイントの平均エラー率をモニタリングします。このアラームを任
意のデプロイガードレールのトラフィックシフトタイプで使うことで、新旧両方のフリートで全体的なモ
ニタリングを行うことができます。アラームが作動すると、SageMaker は古いフリートへのロールバック
を開始します。
新旧両方のフリートから発生する呼び出しエラーは、平均エラー率に影響します。平均エラー率が指定さ
れたしきい値を超えると、アラームが作動します。この例では、デプロイ期間中、新旧両方のフリートで
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4xx エラー (クライアントエラー) をモニタリングします。メトリクス Invocation5XXErrors を使って
5xx エラー (サーバーエラー) をモニタリングすることもできます。

Note
このアラームタイプでは、デプロイ中に古いフリートでアラームが作動すると、SageMaker は
デプロイを終了します。したがって、現在の本番稼働フリートで既にエラーが発生している場合
は、次の例のいずれかを使用または変更して、新しいフリートのエラーのみをモニタリングする
ことを検討してください。
#Applied deployment type: all types
{
"AlarmName": "EndToEndDeploymentHighErrorRateAlarm",
"AlarmDescription": "Monitors the error rate of 4xx errors",
"MetricName": "Invocation4XXErrors",
"Namespace": "AWS/SageMaker",
"Statistic": "Average",
"Dimensions": [
{
"Name": "EndpointName",
"Value": <your-endpoint-name>
},
{
"Name": "VariantName",
"Value": "AllTraffic"
}
],
"Period": 600,
"EvaluationPeriods": 2,
"Threshold": 1,
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"TreatMissingData": "notBreaching"
}

前の例では、次のフィールドの値に注意してください。
• AlarmName と AlarmDescription には、アラームの名前と説明を入力します。
• MetricName には、値 Invocation4XXErrors を使用して、エンドポイントで 4xx エラーをモニタリ
ングします
• Namespace には、値 AWS/SageMaker を使用します。必要に応じて、独自のカスタムメトリクスを指
定することもできます。
• Statistic の場合は、Average を使用します。これは、エラー率がしきい値を超えたかどうかを計算
するときに、アラームが評価期間中の平均エラー率を取得することを意味します。
• ディメンション EndpointName には、更新するエンドポイントの名前を値として使用します。
• ディメンション VariantName には、値 AllTraffic を使用して、すべてのエンドポイントトラ
フィックを指定します。
• Period の場合は、600 を使用します。これにより、アラームの評価期間が 10 分に設定されます。
• EvaluationPeriods の場合は、2 を使用します。この値は、アラームステータスを決定する際に、直
近の 2 つの評価期間を考慮するようにアラームに指示します。

新しいフリートのモデルのレイテンシーをモニタリングする
次の CloudWatch アラームの例は、デプロイ中の新しいフリートのモデルのレイテンシーをモニタリング
します。このアラームを使って、新しいフリートのみをモニタリングし、古いフリートを除外できます。
アラームは、デプロイ全体で持続します。この例では、新しいフリートの包括的なエンドツーエンドのモ
ニタリングを行い、新しいフリートに応答時間の問題がある場合、古いフリートへのロールバックを開始
します。
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CloudWatch は、新しいフリートがトラフィックを受信し始めた後、ディメンション
EndpointConfigName:{New-Ep-Config} を含むメトリクスを発行します。これらのメトリクスはデ
プロイが完了した後も持続します。
次のアラーム例は、どのデプロイタイプでも使用できます。
#Applied deployment type: all types
{
"AlarmName": "NewEndpointConfigVersionHighModelLatencyAlarm",
"AlarmDescription": "Monitors the model latency on new fleet",
"MetricName": "ModelLatency",
"Namespace": "AWS/SageMaker",
"Statistic": "Average",
"Dimensions": [
{
"Name": "EndpointName",
"Value": <your-endpoint-name>
},
{
"Name": "VariantName",
"Value": "AllTraffic"
},
{
"Name": "EndpointConfigName",
"Value": <your-config-name>
],
"Period": 300,
"EvaluationPeriods": 2,
"Threshold": 100000, # 100ms
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"TreatMissingData": "notBreaching"
}

前の例では、次のフィールドの値に注意してください。
• MetricName には、値 ModelLatency を使用して、モデルの応答時間をモニタリングします。
• Namespace には、値 AWS/SageMaker を使用します。必要に応じて、独自のカスタムメトリクスを指
定することもできます。
• ディメンション EndpointName には、更新するエンドポイントの名前を値として使用します。
• ディメンション VariantName には、値 AllTraffic を使用して、すべてのエンドポイントトラ
フィックを指定します。
• ディメンション EndpointConfigName については、値は、新規または更新されたエンドポイントのエ
ンドポイント設定名を参照します。

Note
新しいフリートではなく古いフリートをモニタリングする場合は、ディメンション
EndpointConfigName を、古いフリートの設定名を指定するように変更できます。

Blue/Green デプロイ
エンドポイントを更新するとき、Amazon SageMaker は自動的に Blue/Green デプロイを使って、エンド
ポイントの可用性を最大化します。Blue/Green デプロイでは、SageMaker は更新された新しいフリート
(緑のフリート) をプロビジョニングします。その後、SageMaker は古いフリート (青のフリート) から緑
のフリートにトラフィックをシフトします。緑のフリートが所定の評価期間 (ベーキング期間と呼ばれる)
スムーズに動作すると、SageMaker は青のフリートを終了します。Blue/Green デプロイの追加機能によ
り、トラフィックシフトモードと自動ロールバックモニタリングを利用して、本番環境への重大な影響か
らエンドポイントを保護できます。
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以下に、SageMaker の Blue/Green デプロイの主な機能について説明します。
• トラフィックシフトモード。デプロイガードレールのトラフィックシフトモードにより、青のフリート
と緑のフリートの間のトラフィック量とトラフィックシフトステップ数をコントロールできます。この
機能により、100% のトラフィックシフトを完全にコミットすることなく、緑のフリートのパフォーマ
ンスを段階的に評価できます。
• ベーキング期間。ベーキング期間とは、次のデプロイ段階に進む前に緑のフリートをモニタリングす
るための一定時間です。どのベーキング期間中でも、事前に指定したアラームのいずれかが作動した
場合、すべてのエンドポイントトラフィックは青のフリートにロールバックされます。ベーキング期間
は、トラフィックシフトを永続的なものにする前に、更新の信頼を構築するのに役立ちます。
• 自動ロールバック。SageMaker が緑のフリートのモニタリングに使う Amazon CloudWatch アラームを
指定できます。更新されたコードの問題によってアラームが作動した場合、SageMaker は可用性維持の
ために青のフリートへの自動ロールバックを開始し、リスクを最小限に抑えます。

トラフィックシフトモード
Blue/Green デプロイのさまざまなトラフィックシフトモードを使うと、青のフリートと緑のフリート間の
トラフィックシフトをより詳細にコントロールできます。Blue/Green デプロイで使用可能なトラフィック
シフトモードは、All at Once、Canary、Linear です。次の表に、オプションの比較を示します。

Important
複数ステージのトラフィックシフトまたはベーキング期間を含む Blue/Green デプロイの場合、フ
リートへのトラフィックに関係なく、更新期間中は両方のフリートに対して課金されます。これ
は、All at Once トラフィックシフトでベーキング期間がない Blue/Green デプロイとは対照的で
す。その場合は、更新の過程で 1 つのフリートに対してのみ課金されます。
[Name] (名前)

説明

長所

短所

レコメンデーショ
ン

All at once

すべてのトラ
フィックを 1 つの
ステップで新しい
フリートにシフト
します。

全体的な更新時間
を最小限に抑えま
す。

後退的更新
は、100% のトラ
フィックに影響を
与えます。

このオプションを
使って、更新時間
とコストを最小限
に抑えます。

Canary

2 つのステップで
トラフィックをシ
フトします。最初
の (canary) ステッ
プでトラフィック
のごく一部を移行
し、次に 2 番目の
ステップで残りの
トラフィックをシ
フトします。

後退的更新の影響
範囲を Canary フ
リートのみに制限
します。

両方のフリート
は、デプロイ全体
で並行して動作し
ます。

このオプションを
使って、後退的更
新の影響範囲を最
小化することと、2
つのフリートが動
作している時間を
最小化することの
バランスを取りま
す。

線形

トラフィックの固
定部分を、事前に
指定した数の等間
隔のステップでシ
フトします。

複数のステップで
トラフィックをシ
フトすることで、
後退的更新のリス
クを最小限に抑え
ます。

更新期間とコスト
は、ステップの数
に比例します。

このオプションを
使って、デプロイ
を複数のステップ
に分散させてリス
クを最小限に抑え
ます。
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開始方法
デプロイ設定が指定されると、SageMaker は新しいインスタンスのプロビジョニング、古いインスタンス
の終了、トラフィックのシフトを行います。既存の UpdateEndpoint と CreateEndpoint SageMaker API、
および AWS Command Line Interface コマンドを使用して、デプロイを作成、管理できます。エンドポイ
ントが「Exclusions (p. 2738)」ページにリストされているいずれかの機能を使っている場合、デプロイ
ガードレールは使用できないことに注意してください。デプロイの設定方法の詳細については、個々のデ
プロイページを参照してください。
• All At Once トラフィック移行による Blue/Green 更新 (p. 2726)
• Canary トラフィック移行による Blue/Green 更新 (p. 2729)
• Linear トラフィック移行による Blue/Green 更新 (p. 2729)
デプロイガードレールの使用方法を示すガイド付きの例に従うには、Canary および Linear トラフィック
シフトモードのJupyter ノートブックの例を参照してください。

All At Once トラフィックシフト
All At Once トラフィックシフトにより、Blue/Green デプロイの安全なガードレールを使って、エンドポイ
ントの更新を迅速にロールアウトできます。このトラフィックシフトオプションを使うと、Blue/Green デ
プロイの可用性の保証を利用しながら、更新時間を最小限に抑えることができます。ベーキング期間機能
は、古いインスタンスを終了する前に新しいインスタンスのパフォーマンスと機能をモニタリングし、新
しいフリートが完全に動作可能かを確認するのに役立ちます。
次の図は、All At Once トラフィックシフトが古いフリートと新しいフリートを管理する方法を示していま
す。
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All At Once トラフィックシフトを使うと、SageMaker は 100% のトラフィックを新しいフリート (緑のフ
リート) にルーティングします。緑のフリートがトラフィックを受信し始めると、ベーキング期間が始ま
ります。ベーキング期間は、事前に指定した Amazon CloudWatch アラームが緑のフリートのパフォーマ
ンスをモニタリングする一定期間です。ベーキング期間中にアラームが作動しない場合、SageMaker は
古いフリート (青のフリート) を終了します。ベーキング期間中にアラームが作動した場合は、自動ロール
バックが開始され、100% のトラフィックが青のフリートに戻ります。

前提条件
All At Once トラフィックシフトを使うデプロイを設定する前に、エンドポイントからのメトリクスをモ
ニタリングする Amazon CloudWatch アラームを作成する必要があります。ベーキング期間中にアラーム
が作動した場合、トラフィックは青のフリートにロールバックされます。エンドポイントに CloudWatch
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アラームを設定する方法については、前提条件のページ「設定とモニタリングを自動ロールバックす
る (p. 2722)」を参照してください。CloudWatch アラームの詳細については、Amazon CloudWatch ユー
ザーガイドの「Amazon CloudWatch でのアラームの使用」を参照してください。

All At Once トラフィックシフトを設定する
デプロイの準備が整い、エンドポイントに CloudWatch アラームを設定したら、SageMaker
UpdateEndpoint API または AWS Command Line Interface の update-endpoint コマンドのいずれかを使っ
て、デプロイを開始できます。
トピック
• エンドポイントを更新する方法 (API) (p. 2728)
• 既存の Blue/Green 更新ポリシーでエンドポイントを更新する方法 (API) (p. 2729)
• エンドポイントを更新する方法 (CLI) (p. 2729)

エンドポイントを更新する方法 (API)
次の例は、Amazon SageMaker API の UpdateEndpoint を使って、All At Once トラフィックシフトでエン
ドポイントを更新する方法を示しています。
import boto3
client = boto3.client("sagemaker")
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
DeploymentConfig={
"BlueGreenUpdatePolicy": {
"TrafficRoutingConfiguration": {
"Type": "ALL_AT_ONCE"
},
"TerminationWaitInSeconds": 600,
"MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800
},
"AutoRollbackConfiguration": {
"Alarms": [
{
"AlarmName": "<your-cw-alarm>"
},
]
}
}
)

All At Once トラフィックシフトオプションを設定するには、以下を実行します。
• EndpointName には、更新する既存のエンドポイントの名前を使用します。
• EndpointConfigName には、使用するエンドポイント設定の名前を使用します。
• DeploymentConfig と BlueGreenUpdatePolicy の下の TrafficRoutingConfiguration
で、Type パラメータを ALL_AT_ONCE に設定します。これは、デプロイが All At Once トラフィックシ
フトモードを使うよう指定します。
• TerminationWaitInSeconds の場合は、600 を使用します。このパラメータは SageMaker に対し、
緑のフリートが完全にアクティブになった後、青のフリートのインスタンスを終了するまで、所定の時
間 (秒単位) 待機するよう指示します。この例では、SageMaker は最後のベーキング期間後 10 分間待機
してから、青のフリートを終了します。
• MaximumExecutionTimeoutInSeconds の場合は、1800 を使用します。このパラメータは、デプロ
イがタイムアウトするまでに実行できる最大時間を設定します。前の例では、デプロイが終了するまで
の制限時間は 30 分です。
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• AutoRollbackConfiguration の Alarms フィールドでは、CloudWatch アラームを名前で追加でき
ます。使うアラームごとに 1 つの AlarmName: <your-cw-alarm> エントリを作成します。

既存の Blue/Green 更新ポリシーでエンドポイントを更新する方法 (API)
CreateEndpoint API を使ってエンドポイントを作成する場合は、必要に応じて、将来のエンドポ
イントの更新に再利用するデプロイ設定を指定できます。前の UpdateEndpoint API の例と同じ
DeploymentConfig オプションを使用できます。CreateEndpoint API の動作に変化はありません。デプ
ロイ設定を指定しても、エンドポイントでの Blue/Green 更新が自動的に実行されるわけではありません。
以前のデプロイ設定を使うオプションは、UpdateEndpoint API エンドポイントを使ってエンドポイントを
更新するときに発生します。エンドポイントを更新するときは、RetainDeploymentConfig オプション
を使って、エンドポイントの作成時に指定したデプロイ設定を保持できます。
UpdateEndpoint API を呼び出すときに、RetainDeploymentConfig を True に設定して、元のエンド
ポイント設定の DeploymentConfig オプションを保持します。
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
RetainDeploymentConfig=True
)

エンドポイントを更新する方法 (CLI)
AWS CLI を使う場合、次の例は、update-endpoint コマンドを使って Blue/Green All At Once デプロイメ
ントを始める方法を示しています。
update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name>
--deployment-config '"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type":
"ALL_AT_ONCE"},
"TerminationWaitInSeconds": 600, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800},
"AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'

All At Once トラフィックシフトオプションを設定するには、以下を実行します。
• endpoint-name には、更新するエンドポイントの名前を使用します。
• endpoint-config-name には、使用するエンドポイント設定の名前を使用します。
• deployment-config には、BlueGreenUpdatePolicy JSON オブジェクトを使用します。

Note
JSON オブジェクトをファイルに保存する場合は、AWS CLI ユーザーガイドの「AWS CLI スケ
ルトンと入力パラメータの生成」を参照してください。

Canary トラフィックシフト
Canary トラフィックシフトにより、エンドポイントトラフィックの一部を新しいフリートでテストしな
がら、残りのトラフィックを古いフリートで処理できます。このテストステップは、すべてのトラフィッ
クを新しいフリートにシフトする前に、新しいフリートの機能を検証する安全なガードレールです。Blue/
Green デプロイの利点はそのままで、加わる Canary 機能により、新しい (緑の) フリートで 100% のトラ
フィックを処理する前に、推論を提供できるようになります。
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トラフィックを受信するためにオンになる緑のフリートの部分は canary と呼ばれ、この canary のサイ
ズを選択できます。canary のサイズは、新しいフリートの容量の 50% 以下になるように注意してくださ
い。ベーキング期間が終了し、事前に指定した Amazon CloudWatch アラームの作動がなければ、残りの
トラフィックは古い (青の) フリートから緑のフリートにシフトします。Canary トラフィックシフトは、
更新されたモデルに関する問題が canary にのみ影響するため、デプロイ時の安全性が向上します。
次の図は、Canary トラフィックシフトが青と緑のフリート間のトラフィックの分散を管理する方法を示し
ています。
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SageMaker が緑のフリートをプロビジョンすると、SageMaker は着信トラフィックの一部 (25% など) を
canary にルーティングします。その後、ベーキング期間が始まり、その間は CloudWatch アラームが緑
のフリートのパフォーマンスをモニタリングします。この間、青のフリートと緑のフリートの両方が部分
的にアクティブになり、トラフィックを受信します。ベーキング期間中にいずれかのアラームが作動した
場合、SageMaker はロールバックを開始し、すべてのトラフィックが青のフリートに戻ります。いずれ
のアラームも作動しない場合は、すべてのトラフィックが緑のフリートにシフトし、最後のベーキング期
間があります。アラームが作動せずに最後のベーキング期間が終了すると、緑のフリートがすべてのトラ
フィックを処理し、SageMaker は青のフリートを終了します。

前提条件
Canary トラフィックシフトを使うデプロイを設定する前に、エンドポイントからのメトリクスをモニ
タリングするよう Amazon CloudWatch アラームを作成する必要があります。アラームはベーキング期
間中アクティブになり、いずれかのアラームが作動した場合、すべてのエンドポイントトラフィック
は青のフリートにロールバックされます。エンドポイントに CloudWatch アラームを設定する方法に
ついては、前提条件のページ「設定とモニタリングを自動ロールバックする (p. 2722)」を参照してく
ださい。CloudWatch アラームの詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon
CloudWatch でのアラームの使用」を参照してください。

Canary トラフィックシフトを設定する
デプロイの準備が整い、エンドポイントに Amazon CloudWatch アラームを設定したら、Amazon
SageMaker UpdateEndpoint API または AWS CLI の update-endpoint コマンドのいずれかを使って、デプ
ロイを開始できます。
トピック
• エンドポイントを更新する方法 (API) (p. 2732)
• 既存の Blue/Green 更新ポリシーでエンドポイントを更新する方法 (API) (p. 2733)
• エンドポイントを更新する方法 (CLI) (p. 2733)

エンドポイントを更新する方法 (API)
次の UpdateEndpoint API の例は、Canary トラフィックシフトでエンドポイントを更新する方法を示して
います。
import boto3
client = boto3.client("sagemaker")
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
DeploymentConfig={
"BlueGreenUpdatePolicy": {
"TrafficRoutingConfiguration": {
"Type": "CANARY",
"CanarySize": {
"Type": "CAPACITY_PERCENT",
"Value": 30
},
"WaitIntervalInSeconds": 600
},
"TerminationWaitInSeconds": 600,
"MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800
},
"AutoRollbackConfiguration": {
"Alarms": [
{
"AlarmName": "<your-cw-alarm>"
}
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)

}

}

]

Canary トラフィックシフトオプションを設定するには、以下を実行します。
• EndpointName には、更新する既存のエンドポイントの名前を使用します。
• EndpointConfigName には、使用するエンドポイント設定の名前を使用します。
• DeploymentConfig と BlueGreenUpdatePolicy の下の TrafficRoutingConfiguration
で、Type パラメータを CANARY に設定します。これは、デプロイが Canary トラフィックシフトを使う
よう指定します。
• CanarySize フィールドでは、Type と Value パラメータを変更することで canary のサイズを変更で
きます。Type には、CAPACITY_PERCENT を使用します。これは、canary として使う緑のフリートの
割合を意味し、30 には Value を設定します。この例では、緑のフリートの容量の 30% を canary とし
て使用します。canary のサイズは、緑のフリートの容量の 50% 以下になるように注意してください。
• WaitIntervalInSeconds の場合は、600 を使用します。このパラメータは、間隔シフト間で所定の
時間 (秒単位) 待機するよう SageMaker に指示します。この間隔は、canary ベーキング期間の長さで
す。前の例では、SageMaker は canary シフト後 10 分間待機してから、2 番目と最後のトラフィックシ
フトを完了します。
• TerminationWaitInSeconds の場合は、600 を使用します。このパラメータは SageMaker に対し、
緑のフリートが完全にアクティブになった後、青のフリートのインスタンスを終了するまで、所定の時
間 (秒単位) 待機するよう指示します。この例では、SageMaker は最後のベーキング期間後 10 分間待機
してから、青のフリートを終了します。
• MaximumExecutionTimeoutInSeconds の場合は、1800 を使用します。このパラメータは、デプロ
イがタイムアウトするまでに実行できる最大時間を設定します。前の例では、デプロイが終了するまで
の制限時間は 30 分です。
• AutoRollbackConfiguration の Alarms フィールドでは、CloudWatch アラームを名前で追加でき
ます。使うアラームごとに 1 つの AlarmName: <your-cw-alarm> エントリを作成します。

既存の Blue/Green 更新ポリシーでエンドポイントを更新する方法 (API)
CreateEndpoint API を使ってエンドポイントを作成する場合は、必要に応じて、将来のエンドポ
イントの更新に再利用するデプロイ設定を指定できます。前の UpdateEndpoint API の例と同じ
DeploymentConfig オプションを使用できます。CreateEndpoint API の動作に変化はありません。デプ
ロイ設定を指定しても、エンドポイントでの Blue/Green 更新が自動的に実行されるわけではありません。
以前のデプロイ設定を使うオプションは、UpdateEndpoint API エンドポイントを使ってエンドポイントを
更新するときに発生します。エンドポイントを更新するときは、RetainDeploymentConfig オプション
を使って、エンドポイントの作成時に指定したデプロイ設定を保持できます。
UpdateEndpoint API を呼び出すときに、RetainDeploymentConfig を True に設定して、元のエンド
ポイント設定の DeploymentConfig オプションを保持します。
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
RetainDeploymentConfig=True
)

エンドポイントを更新する方法 (CLI)
AWS CLI を使う場合、次の例は、update-endpoint コマンドを使って Blue/Green canary デプロイメント
を始める方法を示しています。
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update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name>
--deployment-config '"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type":
"CANARY",
"CanarySize": {"Type": "CAPACITY_PERCENT", "Value": 30}, "WaitIntervalInSeconds": 600},
"TerminationWaitInSeconds": 600, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800},
"AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'

Canary トラフィックシフトオプションを設定するには、以下を実行します。
• endpoint-name には、更新するエンドポイントの名前を使用します。
• endpoint-config-name には、使用するエンドポイント設定の名前を使用します。
• deployment-config には、BlueGreenUpdatePolicy JSON オブジェクトを使用します。

Note
JSON オブジェクトをファイルに保存する場合は、AWS CLI ユーザーガイドの「AWS CLI スケ
ルトンと入力パラメータの生成」を参照してください。

Linear トラフィックシフト
Linear トラフィックシフトは、古いフリート (青のフリート) から新しいフリート (緑のフリート) に徐々
にトラフィックをシフトさせることができます。Linear トラフィックシフトにより、複数のステップでト
ラフィックをシフトできるため、エンドポイントで障害が発生する可能性を最小限に抑えることができま
す。この Blue/Green デプロイオプションでは、トラフィックシフトを最も細かくコントロールできます。
各ステップでアクティブ化するインスタンス数または緑のフリートの容量の割合のいずれかを選択できま
す。各 Linear ステップは、緑のフリートの容量の 10～50% の間にしてください。ステップごとに、事前
に指定した Amazon CloudWatch アラームが緑のフリートのメトリクスをモニタリングするベーキング期
間があります。ベーキング期間が終了し、アラームの作動がなければ、緑のフリートのアクティブな部分
は引き続きトラフィックを受信し、新しいステップが始まります。ベーキング期間中にアラームが作動し
た場合、100% のエンドポイントトラフィックは青のフリートにロールバックされます。
次の図は、Linear トラフィックシフトがトラフィックを青と緑のフリートにルーティングする方法を示し
ています。
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SageMaker が新しいフリートをプロビジョニングすると、緑のフリートの最初の部分がオンになり、トラ
フィックを受信します。SageMaker は青のフリートの同じサイズの部分を非アクティブ化し、ベーキン
グ期間が始まります。アラームが作動した場合、すべてのエンドポイントトラフィックは青のフリートに
ロールバックされます。ベーキング期間が終了すると、次のステップが始まります。緑のフリートの別の
部分がアクティブ化されてトラフィックを受信し、青のフリートの一部が非アクティブ化され、別のベー
キング期間が始まります。青のフリートが完全に非アクティブ化され、緑のフリートが完全にアクティ
ブ化され、すべてのトラフィックを受信するまで、同じプロセスが繰り返されます。いずれかの時点でア
ラームが作動すると、SageMaker はシフトプロセスを終了し、100% のトラフィックが青のフリートに
ロールバックされます。

前提条件
Linear トラフィックシフトを使うデプロイを設定する前に、エンドポイントからのメトリクスをモニタリ
ングする CloudWatch アラームを作成する必要があります。アラームはベーキング期間中アクティブにな
り、いずれかのアラームが作動した場合、すべてのエンドポイントトラフィックは青のフリートにロール
バックされます。エンドポイントに CloudWatch アラームを設定する方法については、前提条件のページ
「設定とモニタリングを自動ロールバックする (p. 2722)」を参照してください。CloudWatch アラームの
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch でのアラームの使用」を
参照してください。

Linear トラフィックシフトを設定する
デプロイの準備が整い、エンドポイントに CloudWatch アラームを設定したら、Amazon SageMaker
UpdateEndpoint API または AWS CLI の update-endpoint コマンドのいずれかを使って、デプロイを開始
できます。
トピック
• エンドポイントを更新する方法 (API) (p. 2736)
• 既存の Blue/Green 更新ポリシーでエンドポイントを更新する方法 (API) (p. 2737)
• エンドポイントを更新する方法 (CLI) (p. 2733)

エンドポイントを更新する方法 (API)
次の UpdateEndpoint API の例は、Linear トラフィックシフトでエンドポイントを更新する方法を示して
います。
import boto3
client = boto3.client("sagemaker")
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
DeploymentConfig={
"BlueGreenUpdatePolicy": {
"TrafficRoutingConfiguration": {
"Type": "LINEAR",
"LinearStepSize": {
"Type": "CAPACITY_PERCENT",
"Value": 20
},
"WaitIntervalInSeconds": 300
},
"TerminationWaitInSeconds": 300,
"MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 3600
},
"AutoRollbackConfiguration": {
"Alarms": [
{
"AlarmName": "<your-cw-alarm>"
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)

}

}

]

}

Linear トラフィックシフトオプションを設定するには、以下を実行します。
• EndpointName には、更新する既存のエンドポイントの名前を使用します。
• EndpointConfigName には、使用するエンドポイント設定の名前を使用します。
• DeploymentConfig と BlueGreenUpdatePolicy の下の TrafficRoutingConfiguration
で、Type パラメータを LINEAR に設定します。これは、デプロイが Linear トラフィックシフトを使う
よう指定します。
• LinearStepSize フィールドでは、Type と Value パラメータを変更することでステップのサイズを
変更できます。Type には、CAPACITY_PERCENT を使用します。これは、ステップサイズとして使う緑
のフリートの割合を意味し、Value には 20 を設定します。この例では、トラフィックシフトステップ
ごとに緑のフリートの容量の 20% をオンにします。Linear ステップサイズをカスタマイズする場合、
緑のフリートの容量の 10～50% のステップのみを使うよう注意してください。
• WaitIntervalInSeconds の場合は、300 を使用します。このパラメータは、トラフィックシフト間
で所定の時間 (秒単位) 待機するように SageMaker に指示します。この間隔は、各 Linear ステップ間の
ベーキング期間の長さです。前の例では、SageMaker は各トラフィックシフト間で 5 分間待機します。
• TerminationWaitInSeconds の場合は、300 を使用します。このパラメータは SageMaker に対し、
緑のフリートが完全にアクティブになった後、青のフリートのインスタンスを終了するまで、所定の時
間 (秒単位) 待機するよう指示します。この例では、SageMaker は最後のベーキング期間後 5 分間待機
してから、青のフリートを終了します。
• MaximumExecutionTimeoutInSeconds の場合は、3600 を使用します。このパラメータは、デプロ
イがタイムアウトするまでに実行できる最大時間を設定します。前の例では、デプロイが終了するまで
の制限時間は 1 時間です。
• AutoRollbackConfiguration の Alarms フィールドでは、CloudWatch アラームを名前で追加でき
ます。使うアラームごとに 1 つの AlarmName: <your-cw-alarm> エントリを作成します。

既存の Blue/Green 更新ポリシーでエンドポイントを更新する方法 (API)
CreateEndpoint API を使ってエンドポイントを作成する場合は、必要に応じて、将来のエンドポ
イントの更新に再利用するデプロイ設定を指定できます。前の UpdateEndpoint API の例と同じ
DeploymentConfig オプションを使用できます。CreateEndpoint API の動作に変化はありません。デプ
ロイ設定を指定しても、エンドポイントでの Blue/Green 更新が自動的に実行されるわけではありません。
以前のデプロイ設定を使うオプションは、UpdateEndpoint API エンドポイントを使ってエンドポイントを
更新するときに発生します。エンドポイントを更新するときは、RetainDeploymentConfig オプション
を使って、エンドポイントの作成時に指定したデプロイ設定を保持できます。
UpdateEndpoint API を呼び出すときに、RetainDeploymentConfig を True に設定して、元のエンド
ポイント設定の DeploymentConfig オプションを保持します。
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
RetainDeploymentConfig=True
)

エンドポイントを更新する方法 (CLI)
AWS CLI を使う場合、次の例は、update-endpoint コマンドを使って Blue/Green Linear デプロイメントを
始める方法を示しています。
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update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name>
--deployment-config '{"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type":
"LINEAR",
"LinearStepSize": {"Type": "CAPACITY_PERCENT", "Value": 20}, "WaitIntervalInSeconds":
300},
"TerminationWaitInSeconds": 300, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 3600},
"AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'

Linear トラフィックシフトオプションを設定するには、以下を実行します。
• endpoint-name には、更新するエンドポイントの名前を使用します。
• endpoint-config-name には、使用するエンドポイント設定の名前を使用します。
• deployment-config には、BlueGreenUpdatePolicy JSON オブジェクトを使用します。

Note
JSON オブジェクトをファイルに保存する場合は、AWS CLI ユーザーガイドの「AWS CLI スケ
ルトンと入力パラメータの生成」を参照してください。

Exclusions
デプロイガードレールは、新しく作成されたエンドポイントでのみ使用できます。また、現時点では、エ
ンドポイントがデプロイガードレールの対象外となる機能ベースの除外もあります。エンドポイントで
次の機能のいずれかを使っている場合は、エンドポイントでデプロイガードレールを使うことはできま
せん。エンドポイントは、All At Once トラフィックシフトで Blue/Green デプロイを使うようにフォール
バックし、最後のベーキング期間はありません。
• Marketplace
• マルチコンテナエンドポイント
• マルチモデルエンドポイント
• マルチバリアントエンドポイント
• Inf1 (Inferentiaベース) インスタンスを使うエンドポイント
• Amazon SageMaker モデルモニタリングを使うエンドポイント (データキャプチャが有効)
• Amazon Elastic Inference エンドポイント

推論コスト最適化のベストプラクティス
次のコンテンツでは、エンドポイントのコストを最適化するための手法と考慮事項について説明します。
これらの推奨事項を使用して、新しいエンドポイントと既存のエンドポイントのコストを最適化できま
す。

ベストプラクティス
を最適化するには SageMaker 推論コストについては、以下のベストプラクティスに従ってください。

仕事に最適な推論オプションを選択してください。
SageMaker には、ジョブに最適な推論オプションを提供するために、4 つの異なる推論オプションが用意
されています。作業負荷に最も適した推論オプションを選択することで、コストを節約できる場合があり
ます。
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• 使用アイテムリアルタイム推論一貫したレイテンシ特性を備え、常に利用可能である必要のある、予測
可能なトラフィックパターンの低レイテンシのワークロードに適しています。インスタンスの使用には
料金がかかります。
• 使用アイテムサーバーレス推論トラフィックパターンが急増し、p99のレイテンシの変動を受け入れる
ことができる同期ワークロードに適しています。サーバーレス推論は、ワークロードのトラフィックに
合わせて自動的にスケーリングされるため、アイドル状態のリソースにお金を払う必要はありません。
推論リクエストの料金のみをお支払いただきます。同じモデルとコンテナをリアルタイム推論とサー
バーレス推論の両方で使用できるため、必要に応じてこれら2つのモードを切り替えることができます。
• 使用アイテム非同期推論最大1 GBのデータ（テキストコーパス、画像、ビデオ、オーディオなど）を処
理する非同期ワークロード向けで、レイテンシーやコストの影響を受けません。非同期推論では、ピー
ク時にプロビジョニングするのではなく、最適な処理速度になるように固定数のインスタンスを指定す
ることでコストを抑えることができます。ゼロまでスケールダウンして追加コストを節約することもで
きます。
• 使用アイテムバッチ推論オフラインで発生するプロセスの大量のデータセットを推論する必要がある
ワークロード用 (つまり、永続的なエンドポイントは不要)。バッチ推論ジョブの実行中にインスタンス
の料金が発生します。

へのオプトイン SageMaker Savings Plan
• 全域にわたって使用レベルが一定であれば SageMaker サービス、にオプトインできます SageMaker コ
ストを最大 64% 削減するのに役立つSavings Plan。
• アマゾン SageMaker Savings PlansAmazonに柔軟な価格設定モデルを提供する SageMaker1 年間ま
たは 3 年間にわたって一貫した使用量 (USD/時間で測定) を契約する見返りとして。これらのプラン
は、対象となるお客様に自動的に適用されます SageMaker 以下を含む ML インスタンスの使用方法
SageMaker Studio のノートブック SageMaker オンデマンド、 SageMaker 処理、 SageMaker Data
Wrangler Davings SageMaker トレーニング、 SageMaker リアルタイム推論、 SageMaker インスタン
スファミリー、サイズ、リージョンに関係なくBatch トランスフォーム。たとえば、推論ワークロード
の使用量を米国東部 (オハイオ) で実行されている CPU ml.c5.xlarge インスタンスから米国西部 (オレゴ
ン) の ML.inf1 インスタンスにいつでも変更でき、自動的に引き続きSavings Plans の料金を支払うこと
ができます。

モデルを最適化してより良く実行してください。
• モデルが最適化されていないと、実行時間が長くなり、より多くのリソースを使用する可能性がありま
す。パフォーマンスを向上させるために、使用するインスタンスの数が増えたり大きくなったりするこ
ともできますが、その場合はコストが高くなります。
• パフォーマンスを高めるようにモデルを最適化することで、同じまたはそれ以上のパフォーマンス特性
を維持しながら、使用するインスタンスの数を減らしたり小さくしたりすることで、コストを削減でき
る場合があります。以下を使用できますSageMaker ネオと SageMaker 推論によりモデルを自動的に最
適化します。詳細とサンプルについては、次を参照してください。Neoを使用してモデルパフォーマン
スを最適化 (p. 2821)。

リアルタイム推論に最適なインスタンスタイプとサイズを使用してください。
• SageMaker 推論には、ML モデルのデプロイに使用できるインスタンスタイプとサイズが 70 種類以上
あります。AWSML 向けに最適化されたインフェレンティアと Graviton チップセット モデルに適したイ
ンスタンスを選択することで、モデルに最もパフォーマンスの高いインスタンスを最低のコストで確保
できます。
• を使用して推論推論では、さまざまなインスタンスをすばやく比較して、モデルのパフォーマンスとコ
ストを把握できます。これらの結果から、投資収益率が最も高いインスタンスを選択してデプロイでき
ます。
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リアルタイム推論を行うために、複数のエンドポイントを 1 つのエンドポイント
にまとめることで、効率とコストが向上します。
• 複数のエンドポイントをデプロイすると、特にエンドポイントが基盤となるインスタンスを十分に活用
していない場合、すぐにコストが加算されます。インスタンスが十分に活用されていないかどうかを確
認するには、Amazon の使用率メトリクス (CPU、GPU など) を確認してください CloudWatch インス
タンスのために。これらのエンドポイントが複数ある場合は、これらの複数のエンドポイントのモデル
またはコンテナを 1 つのエンドポイントにまとめることができます。
• を使用するマルチモデルエンドポイント(MME) またはマルチコンテナエンドポイント(MCE) では、1
つのエンドポイントに複数の ML モデルまたはコンテナをデプロイして、複数のモデルまたはコンテ
ナ間でインスタンスを共有し、投資収益率を高めることができます。詳細については、次を参照して
ください。Amazon を利用することで推論コストを節約 SageMaker マルチモデルエンドポイントまた
はAmazon を使用して 1 つのインスタンスに複数のサービングコンテナをデプロイする SageMaker マ
ルチコンテナエンドポイント上にAWSMachine Learning のブログ。

リアルタイム推論と非同期推論のワークロード要件に合わせて自動スケーリング
を設定します。
• オートスケーリングを行わない場合は、ピークトラフィックやリスクモデルを利用できないリスクに備
えてプロビジョニングする必要があります。モデルへのトラフィックが 1 日中安定していなければ、未
使用のキャパシティが余分に存在することになります。これにより、使用率が低下し、リソースが無駄
になります。
• Auto Scalingは out-of-the-box ワークロードを監視し、容量を動的に調整して、可能な限り低いコスト
で安定した予測可能なパフォーマンスを維持する機能。ワークロードが増加すると、自動スケーリン
グはより多くのインスタンスをオンラインにします。ワークロードが減少すると、自動スケーリング
により不要なインスタンスが削除され、コンピューティングコストの削減に役立ちます。詳細について
は、次を参照してください。Amazon での自動スケーリング推論エンドポイントの設定 SageMaker上に
AWSMachine Learning のブログ。

モデルレジストリを使用したモデルの登録とデプロ
イ
の使用 SageMaker モデルレジストリを使用すると、以下を行えます。
• 本番稼働用モデルのカタログ化。
• モデルのバージョン管理。
• モデルへのメタデータ (トレーニングメトリクスなど) の関連付け。
• モデルの承認ステータスの管理。
• 本番環境へのモデルデプロイ。
• CI/CD による、モデルデプロイの自動化。
さまざまなバージョンのモデルを含むモデルパッケージグループを作成して、モデルをカタログ化しま
す。特定の問題を解決するための、すべてのモデルのトレーニングを追跡するモデルグループを作成しま
す。その後、トレーニングする各モデルを登録すると、モデルはモデルレジストリによって新しいモデル
バージョンとしてモデルグループに追加されます。一般的なワークフローは、以下のようになります。
• モデルグループを作成する。
• モデルをトレーニングする機械学習パイプラインを作成する。詳細情報の内容 SageMaker パイプライ
ン、を参照してくださいSageMaker パイプラインを作成して管理する (p. 3005)。
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• 最初のステップで作成したモデルグループに登録するモデルバージョンを、機械学習パイプラインの実
行ごとに作成します。
モデルレジストリの構造
- SageMaker モデルレジストリは複数のモデルグループで構成され、各グループにモデルパッケージがあ
ります。モデルグループ内の各モデルパッケージは、トレーニング済みモデルに対応します。各モデル
パッケージのバージョンは 1 から始まる数値で、新しいモデルパッケージがモデルグループに追加される
たびに増加します。たとえば、5 つのモデルパッケージがモデルグループに追加された場合、モデルパッ
ケージのバージョンは 1、2、3、4、5 になります。次の図に示されているモデルレジストリの例には 3 つ
のモデルグループが含まれており、各グループには特定の ML 問題に関連するモデルパッケージが含まれ
ています。

には 2 種類のモデルパッケージがあります SageMaker。1つのタイプが使用されています
AWSMarketplace、もう1つはモデルレジストリで使用されます。で使用されるモデルパッケージ
AWSMarketplace はバージョン管理が可能なエンティティではなく、モデルレジストリのモデルグループ
に関連付けられていません。で使用されているモデルパッケージの詳細についてはAWSMarketplaceアマ
ゾンの購入と販売 SageMaker のアルゴリズムとモデルAWS Marketplace (p. 3237)。
モデルレジストリで使用されるモデルパッケージはバージョン管理されており、しなければならないモデ
ルグループに関連付けられている。このモデルパッケージタイプの ARN は次のような構造になっていま
す。'arn:aws:sagemaker:region:account:model-group/version'
次のトピックでは、モデルレジストリの使用方法を説明します。
トピック
• モデルグループを作成する (p. 2742)
• モデルグループを削除する (p. 2745)
• モデルバージョンを登録する (p. 2746)
• モデルグループとバージョンを表示する (p. 2753)
• モデルバージョンの詳細を表示する (p. 2755)
• モデルバージョンを削除する (p. 2758)
• モデルの承認ステータスを更新する (p. 2759)
• レジストリからモデルをデプロイする (p. 2763)
• モデルのデプロイ履歴を表示する (p. 2766)
• アマゾン SageMaker モデルレジストリ FAQ (p. 2769)
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モデルグループを作成する
モデルグループには、バージョン管理されたモデルのグループが含まれています。次のいずれかを使用し
てモデルグループを作成します。AWS SDK for Python (Boto3)またはアマゾン SageMaker Studio

モデルパッケージグループを作成する (Boto3)
Boto3 を使用してモデルグループを作成するには、create_model_package_group メソッドを呼
び出し、パラメータとして名前と説明を指定します。次の例は、モデルを作成する方法を示していま
す。create_model_package_group の呼び出しのレスポンスは、新しいモデルパッケージグループの
Amazon リソースネーム (ARN) です。
まず、必要なパッケージをインポートし、 SageMaker Bo3 のクライスト3
import time
import os
from sagemaker import get_execution_role, session
import boto3
region = boto3.Session().region_name
role = get_execution_role()
sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name=region)

次に、モデルグループを作成します。
import time
model_package_group_name = "scikit-iris-detector-" + str(round(time.time()))
model_package_group_input_dict = {
"ModelPackageGroupName" : model_package_group_name,
"ModelPackageGroupDescription" : "Sample model package group"
}
create_model_package_group_response =
sm_client.create_model_package_group(**model_package_group_input_dict)
print('ModelPackageGroup Arn :
{}'.format(create_model_package_group_response['ModelPackageGroupArn']))

モデルPackage グループを作成する (Amazon) SageMaker
Studio
Amazon でモデルグループを作成するには SageMaker Studio では、以下の手順を完了します。
1.
2.
3.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。
左のナビゲーションペインで [] を選択しますSageMakerリソースアイコン
[Model registry] (モデルレジストリ) を選択します。
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4.

[Create model group] (モデルグループを作成) を選択します。
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5.

[Create new model group] (新しいモデルグループを作成) ダイアログボックスで、次の情報を入力し
ます。
• [Name] (名前) フィールドに新しいモデルグループの名前を入力します。
• (オプション) [Description] (説明) フィールドにモデルグループの説明を入力します。
• (オプション) [Tags] (タグ) フィールドに、モデルグループに関連付けるキーバリューのペアを入力
します。タグの使い方については、AWS 全般リファレンス ガイドの「AWS リソースのタグ付け」
を参照してください。
• (オプション) [Project] (プロジェクト) フィールドに、モデルグループを関連付けるプロジェクトを
入力します。プロジェクトに関する詳細については、「SageMaker プロジェクトで MLOps を自動
化する (p. 3036)」を参照してください。

6.

[Create model group] (モデルグループを作成) を選択します。
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モデルグループを削除する
この手順では、Amazon でモデルグループを削除する方法を説明します。 SageMaker Studio

モデルPackage グループを削除する (Amazon) SageMaker
Studio
Amazon でモデルグループを削除するには SageMaker Studio では、以下の手順を完了します。
1.
2.
3.

Amazon へのサインイン SageMaker Studio 詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオン
ボードする (p. 35)」を参照してください。
左のナビゲーションペインで [] を選択しますSageMakerリソースアイコン

).

選択してくださいモデルレジストリの上部にあるメニューでSageMaker リソースパネル
モデルグループのリストが表示されます。

4.

モデルグループのリストで、削除するモデルグループをダブルクリックします。
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モデル詳細タブが右に開きます。
5.

の中にアクションモデル詳細タブの右上隅にあるリストメニューで、削除。

6.

確認ダイアログボックスで、[削除] を選択します。

モデルバージョンを登録する
アマゾンを登録できます SageMaker モデルを作成します。このポリシーには、そのモデルが属するモデ
ルグループを指定するモデルバージョンを作成します。モデルバージョンには、モデルのアーティファク
ト (モデルの学習済みの重み) とモデルの推論コードの両方が含まれている必要があります。
An推論パイプラインのは SageMaker 推論リクエストを処理する、直線上に並んだ 2 ～ 15 個のコンテナ
で構成されるモデル。コンテナと関連する環境変数を指定して、推論パイプラインを登録します。推論パ
イプラインの詳細については、「ホストモデルと前処理ロジックを1つのエンドポイントの背後にあるシリ
アル推論パイプラインとして (p. 2572)」を参照してください。
コンテナと関連する環境変数を指定して、推論パイプラインを持つモデルを登録します。推論パイプライ
ンを持つモデルバージョンを作成するには、次のいずれかを使用します。AWS SDK for Python (Boto3)ま
たはステップを作成して SageMaker モデル構築パイプライン、次の手順を使用してください。
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トピック
• モデルバージョンを登録する (SageMakerパイelines (p. 2747)
• モデルバージョンを登録する (Boto3) (p. 2747)
• 別のアカウントからモデルバージョンを登録する (p. 2748)

モデルバージョンを登録する (SageMakerパイelines
を使用してモデルバージョンを登録するには SageMaker モデル構築パイプライン、作
成RegisterModelパイプラインに足を踏み入れて。パイプラインの一部として RegisterModel を作成
する方法の詳細については、「ステップ 8: モデルパッケージを作成するための RegisterModel ステップを
定義する (p. 3016)」を参照してください。

モデルバージョンを登録する (Boto3)
Boto3 を使用してモデルバージョンを登録するには、create_model_package メソッドを呼び出しま
す。
まず、create_model_package メソッドに渡すパラメータディクショナリを設定します。
# Specify the model source
model_url = "s3://your-bucket-name/model.tar.gz"
modelpackage_inference_specification = {
"InferenceSpecification": {
"Containers": [
{
"Image": '257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemakerxgboost:1.2-1',
"ModelDataUrl": model_url
}
],
"SupportedContentTypes": [ "text/csv" ],
"SupportedResponseMIMETypes": [ "text/csv" ],
}
}
# Alternatively, you can specify the model source like this:
# modelpackage_inference_specification["InferenceSpecification"]["Containers"][0]
["ModelDataUrl"]=model_url
create_model_package_input_dict = {
"ModelPackageGroupName" : model_package_group_name,
"ModelPackageDescription" : "Model to detect 3 different types of irises (Setosa,
Versicolour, and Virginica)",
"ModelApprovalStatus" : "PendingManualApproval"
}
create_model_package_input_dict.update(modelpackage_inference_specification)

次に、create_model_package メソッドを呼び出し、先ほど設定したパラメータディクショナリを渡し
ます。
create_model_package_response =
sm_client.create_model_package(**create_model_package_input_dict)
model_package_arn = create_model_package_response["ModelPackageArn"]
print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))
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別のアカウントからモデルバージョンを登録する
別の AWS アカウントで作成されたモデルパッケージグループにモデルバージョンを登録するには、クロ
スアカウント AWS Identity and Access Management リソースポリシーを追加して、そのアカウントを有
効にする必要があります。例えば、組織のある AWS アカウントがモデルのトレーニングを担当し、別の
アカウントがモデルの管理、デプロイ、更新を担当するとします。この場合、IAM リソースポリシーを作
成し、アクセスを付与する特定のアカウントリソースにそのポリシーを適用します。AWS のクロスアカウ
ントリソースポリシーの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「クロ
スアカウントポリシーの評価論理」を参照してください。

Note
また、アカウントをまたいだモデルデプロイメントのトレーニング中には、KMS キーを使用し
て出力データ設定アクションを暗号化する必要があります。
でクロスアカウントモデルレジストリを有効にするには SageMakerでは、モデルバージョンを含むモデル
グループ用のクロスアカウントリソースポリシーを指定する必要があります。モデルパッケージグループ
のクロスアカウントポリシーを作成し、その特定のリソースにこのポリシーを適用する例を以下に示しま
す。
アカウントをまたいでモデルパッケージグループにモデルを登録するソース (登録元) アカウントで、次を
設定する必要があります。この例では、ソースアカウントはモデルトレーニングアカウントで、モデルク
ロスアカウントをトレーニングしてからモデルレジストリアカウントのモデルレジストリに登録します。
この例では、次の変数が事前に定義されていることを前提としています。
• sm_client-A SageMaker Bo3 のクライスト3
• model_package_group_name - アクセスを付与するモデルグループ。
• model_package_group_arn - クロスアカウントのアクセスを付与するモデルグループの ARN。
• bucket-モデルトレーニングアーティファクトが保存されている S3 バケット。
別のアカウントで作成されたモデルをデプロイするには、ユーザーには、次へのアクセスを持つロール
SageMaker アクション、たとえばロールとAmazonSageMakerFullAccess管理ポリシー SageMaker 管
理ポリシーについては、「Amazon SageMaker の AWS 管理ポリシー (p. 3337)」を参照してください。

必要な IAM リソースポリシー
次の図は、クロスアカウントモデル登録を許可するために必要なポリシーを示しています。示されている
ように、モデルをモデルレジストリアカウントに正しく登録するには、モデルトレーニング中にこれらの
ポリシーを有効にする必要があります。
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アマゾン ECR、Amazon S3、AWS KMSポリシーは、次のコードサンプルで示されています。
Amazon ECR ポリシーのサンプル
{

'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',

2749

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
バージョンを登録する

}

]

}

'Principal': {
'AWS': 'arn:aws:iam::{model_registry_account}:root'
},
'Action': [
'ecr:BatchGetImage',
'ecr:Describe*'
]

Amazon S3 ポリシーのサンプル
{

}

'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': 'arn:aws:iam::{model_registry_account}:root'
},
'Action': [
's3:GetObject',
's3:GetBucketAcl',
's3:GetObjectAcl'
],
'Resource': 'arn:aws:s3:::{bucket}/*'
}
]

例AWS KMS政策
{

}

'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': 'arn:aws:iam::{model_registry_account}:root'
},
'Action': [
'kms:Decrypt',
'kms:GenerateDataKey*'
],
'Resource': '*'
}
]

リソースポリシーをアカウントに適用
次のポリシー設定は、前のセクションで説明したポリシーを適用し、モデルトレーニングアカウントに入
れる必要があります。
import json
# The model registry account id of the model package group
model_registry_account = '111111111111'
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# The model training account id where training happens
model_training_account = '222222222222'
# 1. Create a policy for access to the ECR repository
# in the model training account for the model registry account model package group
ecr_repository_policy = {'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': f'arn:aws:iam::{model_registry_account}:root'
},
'Action': [
'ecr:BatchGetImage',
'ecr:Describe*'
]
}]
}
# Convert the ECR policy from JSON dict to string
ecr_repository_policy = json.dumps(ecr_repository_policy)
# Set the new ECR policy
ecr = boto3.client('ecr')
response = ecr.set_repository_policy(
registryId = model_training_account,
repositoryName = 'decision-trees-sample',
policyText = ecr_repository_policy
)
# 2. Create a policy in the model training account for access to the S3 bucket
# where the model is present in the model registry account model package group
bucket_policy = {'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': f'arn:aws:iam::{model_registry_account}:root'
},
'Action': [
's3:GetObject',
's3:GetBucketAcl',
's3:GetObjectAcl'
],
'Resource': 'arn:aws:s3:::{bucket}/*'
}]
}
# Convert the S3 policy from JSON dict to string
bucket_policy = json.dumps(bucket_policy)
# Set the new bucket policy
s3 = boto3.client('s3')
response = s3.put_bucket_policy(
Bucket = bucket,
Policy = bucket_policy)
# 3. Create the KMS grant for the key used during training for encryption
# in the model training account to the model registry account model package group
client = boto3.client('kms')
response = client.create_grant(
GranteePrincipal=model_registry_account,
KeyId=kms_key_id
Operations=[
'Decrypt',
'GenerateDataKey',
],
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)

次の設定は、モデルパッケージグループがあるモデルレジストリアカウントに配置する必要があります。

# The model registry account id of the model package group
model_registry_account = '111111111111'
# 1. Create policy to allow the model training account to access the ModelPackageGroup
model_package_group_policy = {'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Sid': 'AddPermModelPackageVersion',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': f'arn:aws:iam::{model_training_account}:root'
'Action': ["sagemaker:CreateModelPackage"],
'Resource': f'arn:aws:sagemaker:{region}:{model_registry_account}:modelpackage/{model_package_group_name}/*'
}
]
}
# Convert the policy from JSON dict to string
model_package_group_policy = json.dumps(model_package_group_policy)
# Set the new policy
response = sm_client.put_model_package_group_policy(
ModelPackageGroupName = model_package_group_name,
ResourcePolicy = model_package_group_policy)

最後に、create_model_packageモデルトレーニングアカウントからのアクションにより、モデルパッ
ケージをクロスアカウントに登録します。
# Specify the model source
model_url = "s3://{bucket}/model.tar.gz"
#Set up the parameter dictionary to pass to the create_model_package method
modelpackage_inference_specification = {
"InferenceSpecification": {
"Containers": [
{
"Image": f'{model_training_account}.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/
decision-trees-sample:latest',
"ModelDataUrl": model_url
}
],
"SupportedContentTypes": [ "text/csv" ],
"SupportedResponseMIMETypes": [ "text/csv" ],
}
}
# Alternatively, you can specify the model source like this:
# modelpackage_inference_specification["InferenceSpecification"]["Containers"][0]
["ModelDataUrl"]=model_url
create_model_package_input_dict = {
"ModelPackageGroupName" : model_package_group_arn,
"ModelPackageDescription" : "Model to detect 3 different types of irises (Setosa,
Versicolour, and Virginica)",
"ModelApprovalStatus" : "PendingManualApproval"
}
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create_model_package_input_dict.update(modelpackage_inference_specification)
# Create the model package in the model registry account
create_model_package_response =
sm_client.create_model_package(**create_model_package_input_dict)
model_package_arn = create_model_package_response["ModelPackageArn"]
print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))

モデルグループとバージョンを表示する
モデルグループとバージョンは、モデルの整理に役立ちます。モデルグループ内のモデルバージョンは、
リストとして表示できます。

グループ内のモデルバージョンのリストを表示する
モデルグループに関連付けられたすべてのモデルバージョンを表示できます。特定の機械学習問題に対処
するためにトレーニングが行われるモデルがすべてモデルグループにある場合、それらの関連モデルをす
べて表示できます。

グループ内のモデルバージョンのリストを表示する (Boto3)
Boto3 を使用してモデルグループに関連付けられたモデルバージョンを表示するに
は、list_model_packages メソッドを呼び出し、ModelPackageGroupName パラメータの値としてモ
デルグループの名前を渡します。次のコードは、モデルパッケージグループを作成する (Boto3) (p. 2742)
で作成したモデルグループに関連付けられたモデルバージョンをリスト表示します。
sm_client.list_model_packages(ModelPackageGroupName=model_package_group_name)

グループ内のモデルバージョンのリストを表示する (Amazon) SageMaker Studio
モデルグループ内のモデルバージョンをリスト表示するには、次の手順を実行します。
1.
2.
3.

Amazon へのサインイン SageMaker Studio 詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオン
ボードする (p. 35)」を参照してください。
左のナビゲーションペインで [] を選択しますSageMaker リソースアイコン
[Model registry] (モデルレジストリ) を選択します。
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4.

モデルグループのリストから、表示するモデルグループを選択します。

5.

次の画のように、モデルグループ内にあるモデルバージョンのリストを含む新しいタブが表示されま
す。
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モデルバージョンの詳細を表示する
特定のモデルバージョンの詳細を表示するには、次のいずれかを使用します。AWS SDK for Python
(Boto3)またはアマゾンを使って SageMaker Studio

モデルバージョンの詳細を表示する (Boto3)
Boto3 を使用してモデルバージョンの詳細を表示するには、次のステップを実行します。
1.

list_model_packages メソッドを呼び出して、モデルグループ内のモデルバージョンを表示しま
す。
sm_client.list_model_packages(ModelPackageGroupName="ModelGroup1")

レスポンスはモデルパッケージの概要のリストです。このリストからモデルバージョンの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を取得します。
{'ModelPackageSummaryList': [{'ModelPackageGroupName': 'AbaloneMPG-16039329888329896',
'ModelPackageVersion': 1,
'ModelPackageArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/
ModelGroup1/1',
'ModelPackageDescription': 'TestMe',
'CreationTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 27, 46, 46000, tzinfo=tzlocal()),
'ModelPackageStatus': 'Completed',
'ModelApprovalStatus': 'Approved'}],
'ResponseMetadata': {'RequestId': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
'content-type': 'application/x-amz-json-1.1',
'content-length': '349',
'date': 'Mon, 23 Nov 2020 04:56:50 GMT'},
'RetryAttempts': 0}}

2.

describe_model_package を呼び出してモデルバージョンの詳細を表示しま
す。list_model_packages 呼び出しの出力で取得したモデルバージョンの ARN を渡します。
sm_client.describe_model_package(ModelPackageName="arn:aws:sagemaker:useast-2:123456789012:model-package/ModelGroup1/1")

この呼び出しの出力は、モデルバージョンの詳細を含む JSON オブジェクトです。
{'ModelPackageGroupName': 'ModelGroup1',
'ModelPackageVersion': 1,
'ModelPackageArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/
ModelGroup/1',
'ModelPackageDescription': 'Test Model',
'CreationTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 27, 46, 46000, tzinfo=tzlocal()),
'InferenceSpecification': {'Containers': [{'Image': '257758044811.dkr.ecr.useast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.0-1-cpu-py3',
'ImageDigest':
'sha256:99fa602cff19aee33297a5926f8497ca7bcd2a391b7d600300204eef803bca66',
'ModelDataUrl': 's3://sagemaker-us-east-2-123456789012/ModelGroup1/
pipelines-0gdonccek7o9-AbaloneTrain-stmiylhtIR/output/model.tar.gz'}],
'SupportedTransformInstanceTypes': ['ml.m5.xlarge'],
'SupportedRealtimeInferenceInstanceTypes': ['ml.t2.medium', 'ml.m5.xlarge'],
'SupportedContentTypes': ['text/csv'],
'SupportedResponseMIMETypes': ['text/csv']},
'ModelPackageStatus': 'Completed',
'ModelPackageStatusDetails': {'ValidationStatuses': [],
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'ImageScanStatuses': []},
'CertifyForMarketplace': False,
'ModelApprovalStatus': 'PendingManualApproval',
'LastModifiedTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 28, 0, 438000,
tzinfo=tzlocal()),
'ResponseMetadata': {'RequestId': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '212345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
'content-type': 'application/x-amz-json-1.1',
'content-length': '1038',
'date': 'Mon, 23 Nov 2020 04:59:38 GMT'},
'RetryAttempts': 0}}

モデルバージョンの詳細を表示する (Amazon) SageMaker Studio
Amazon でモデルバージョンの詳細を表示するには SageMaker Studio では、以下の手順を完了します。
1.
2.
3.

Amazon へのサインイン SageMaker Studio 詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオン
ボードする (p. 35)」を参照してください。
左のナビゲーションペインで [] を選択しますSageMakerリソースアイコン
[Model registry] (モデルレジストリ) を選択します。
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4.

モデルグループのリストで、表示するモデルグループをダブルクリックします。

5.

次の画のように、モデルグループ内にあるモデルバージョンのリストを含む新しいタブが表示されま
す。

6.

モデルバージョンのリストで、詳細を表示するモデルバージョンをダブルクリックします。

7.

表示されるモデルバージョンのタブで次のいずれかを選択して、モデルバージョンの詳細を表示しま
す。
• アクティビティ: 承認ステータスの更新など、モデルバージョンのイベントを表示します。
• メトリクス: モデルの品質メトリクスを表示します。メトリクスを表示するには、以下を使用してモ
デルのデータキャプチャを有効にする必要があります。 SageMaker モデルモニター データをキャ
プチャする方法の詳細については、「データをキャプチャする (p. 2646)」を参照してください。
• [Settings] (設定)：モデルバージョン、モデルを生成したプロジェクト、モデルを生成したプロジェ
クト、モデルを生成したモデル、モデルを生成したプロジェクト、モデルを生成したモデル、モデ
ルを生成したモデル、モデルを生成したプロジェクト、モデルを生成したモデル、モデルを生成し
たプロジェクト、モデルを生成したモデル
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モデルバージョンを削除する
この手順では、Amazon でモデルバージョンを削除する方法を説明します。 SageMaker Studio

モデルバージョンを削除する (Amazon) SageMaker Studio
Amazon でモデルバージョンを削除するには SageMaker Studio では、以下の手順を完了します。
1.
2.
3.

Amazon へのサインイン SageMaker Studio 詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオン
ボードする (p. 35)」を参照してください。
左のナビゲーションペインで [] を選択しますSageMakerリソースアイコン

).

選択してくださいモデルレジストリの上部にあるメニューでSageMaker リソースパネル
モデルグループのリストが表示されます。

4.

モデルグループのリストで、削除するモデルバージョンのモデルグループをダブルクリックします。
モデル詳細タブが右に開きます。

5.

[モデルの詳細] タブのモデルバージョンのリストで、削除するモデルバージョンをダブルクリックし
ます。

6.

[Settings] (設定) タブを選択します。

7.

選択してくださいバージョンを削除()設定[Tabate
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8.

確認ダイアログボックスで、[削除] を選択します。

モデルの承認ステータスを更新する
通常、モデルバージョンを作成したら、本稼働エンドポイントにデプロイする前に、そのパフォーマ
ンスを評価する必要があります。そのパフォーマンスが要件を満たさない場合は、承認ステータスを
Approved に更新します。Approved にステータスを設定すると、モデルの CI/CD デプロイを開始できま
す。モデルバージョンのパフォーマンスが要件を満たさない場合は、承認ステータスを Rejected に更新
します。
モデルバージョンの登録後に承認ステータスを手動で更新するか、モデルを作成するときにモデルを
評価する条件ステップを作成します SageMakerパイを更新する。での条件ステップの作成については
SageMaker パイプライン、を参照してくださいパイプラインのステップ (p. 2970)。
次のいずれかを使用すると SageMaker プロジェクトテンプレートを指定し、モデルバージョンの承認ス
テータスが変更されると、次のアクションが発生します。(有効な遷移のみを表示しています)。
• PendingManualApproval から Approved - 承認されたモデルバージョンの CI/CD デプロイを開始す
る
• PendingManualApproval から Rejected — アクションなし
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• Rejected から Approved - 承認されたモデルバージョンの CI/CD デプロイを開始する
• Approved から Rejected — ステータスが Approved になっている最新のモデルバージョンの CI/CD
デプロイを開始します。
を使用してモデルバージョンの承認ステータスを更新できます。AWS SDK for Python (Boto3)またはア
マゾンを使って SageMaker Studio また、モデルバージョンの承認ステータスを条件ステップの一部と
して、モデルバージョンの承認ステータスを更新できます。 SageMaker パイを更新する。でのモデル承
認ステップの使用については SageMaker パイプライン、を参照してくださいSageMaker Pipelines の概
要 (p. 2963)。

モデルの承認ステータスを更新する (Boto3)
モデルバージョンを登録する (p. 2746) でモデルバージョンを作成した際、ModelApprovalStatus
は PendingManualApproval に設定されます。このモデルの承認ステータスを更新するに
は、update_model_package を呼び出します。このプロセスを自動化するには、モデルのパフォーマ
ンス指標の評価結果に応じてモデルの承認ステータスを設定する、などのようなコードを記述します。ま
た、新しいモデルバージョンが承認されるとそのモデルバージョンを自動的にデプロイするステップをパ
イプライン内に作成できます。次のコードスニペットは、承認ステータスを Approved に手動で変更する
方法を示しています。
model_package_update_input_dict = {
"ModelPackageArn" : model_package_arn,
"ModelApprovalStatus" : "Approved"
}
model_package_update_response =
sm_client.update_model_package(**model_package_update_input_dict)

モデルの承認ステータスを更新する (Amazon) SageMaker Studio
次の手順は、承認ステータスを Approved から Rejected に手動で変更する方法を示しています。
1.
2.
3.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。
左のナビゲーションペインで [] を選択しますSageMakerリソースアイコン
[Model registry] (モデルレジストリ) を選択します。
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4.

モデルグループのリストから、表示するモデルグループを選択します。新しいタブが開き、グループ
内にあるモデルバージョンのリストが表示されます。

5.

モデルバージョンのリストで更新するモデルバージョンを右クリックし、[Update model version
status] (モデルバージョンのステータスを更新) を選択します。
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6.

[Update model version status] (モデルバージョンのステータスを更新) ダイアログボックスの [Status]
(ステータス) に [Rejected] (否認) を選択してから、[Update status] (ステータスを更新) を選択しま
す。
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レジストリからモデルをデプロイする
モデルバージョンを登録してデプロイを承認した後、そのモデルを SageMakerリアルタイム推論のための
エンドポイント。
MLOps プロジェクトを作成し、モデルのデプロイを含む MLOps プロジェクトテンプレートを選択する
と、モデルレジストリ内の承認済みモデルバージョンが自動的に実稼働環境にデプロイされます。の使用
については SageMaker MLOps プロジェクト、を参照してくださいSageMaker プロジェクトで MLOps を
自動化する (p. 3036)。
また、AWS アカウントを有効にして、クロスアカウントリソースポリシーを追加することで、別のアカウ
ントで作成されたモデルバージョンをデプロイできます。例えば、組織のあるチームがモデルのトレーニ
ングを担当し、別のチームがモデルのデプロイと更新を担当する場合があります。
トピック
• レジストリからモデルをデプロイする (SageMaker SDK) (p. 2763)
• レジストリからモデルをデプロイする (Boto3) (p. 2763)
• 別のアカウントからモデルバージョンをデプロイする (p. 2764)

レジストリからモデルをデプロイする (SageMaker SDK)
を使用してモデルバージョンをデプロイするにはアマゾン SageMaker Python SDK次のコードスニペット
を使用してください。
from sagemaker import ModelPackage
from time import gmtime, strftime
model_package_arn = 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:12345678901:model-package/modeltest/1'
model = ModelPackage(role=role,
model_package_arn=model_package_arn,
sagemaker_session=sagemaker_session)
model.deploy(initial_instance_count=1, instance_type='ml.m5.xlarge')

レジストリからモデルをデプロイする (Boto3)
AWS SDK for Python (Boto3) を使用してモデルバージョンをデプロイするには、次のステップを実行しま
す。
1.

create_model メソッドを呼び出して、モデルオブジェクトをモデルバージョンから作成します。モデ
ルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN) を、モデルオブジェクトの Containers の一部とし
て渡します。
次のコードスニペットは、すでに SageMaker Bo3 のクライスト3sm_clientと、という名前の変数
に保存した ARN を持つモデルバージョンをすでに作成していることmodel_version_arn。
model_name = 'DEMO-modelregistry-model-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", gmtime())
print("Model name : {}".format(model_name))
container_list = [{'ModelPackageName': model_version_arn}]
create_model_response = sm_client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = role,
Containers = container_list
)
print("Model arn : {}".format(create_model_response["ModelArn"]))
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2.

create_endpoint_config を呼び出して、エンドポイント設定を作成します。このエンドポイント
設定は、エンドポイントに使用する Amazon EC2 インスタンスの数とタイプを指定します。
endpoint_config_name = 'DEMO-modelregistry-EndpointConfig-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M%S", gmtime())
print(endpoint_config_name)
create_endpoint_config_response = sm_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName = endpoint_config_name,
ProductionVariants=[{
'InstanceType':'ml.m4.xlarge',
'InitialVariantWeight':1,
'InitialInstanceCount':1,
'ModelName':model_name,
'VariantName':'AllTraffic'}])

3.

create_endpoint を呼び出してエンドポイントを作成します。
endpoint_name = 'DEMO-modelregistry-endpoint-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S",
gmtime())
print("EndpointName={}".format(endpoint_name))
create_endpoint_response = sm_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)
print(create_endpoint_response['EndpointArn'])

別のアカウントからモデルバージョンをデプロイする
許可できますAWSアカウントを使用すると、クロスアカウントリソースポリシーを追加して、別のアカウ
ントで作成されたモデルバージョンをデプロイします。例えば、組織のあるチームがモデルのトレーニン
グを担当し、別のチームがモデルのデプロイと更新を担当する場合があります。このようなリソースポリ
シーを作成するときは、アクセスを許可する特定のリソースにポリシーを適用します。AWS のクロスアカ
ウントリソースポリシーの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「ク
ロスアカウントポリシーの評価論理」を参照してください。

Note
アカウントをまたいだモデルデプロイメントのトレーニング中には、KMS キーを使用して出力
データ設定アクションを暗号化する必要があります。
でクロスアカウントモデルのデプロイを有効にするには SageMakerでは、モデルグループのクロスアカウ
ントリソースポリシーを指定する必要があります。このポリシーには、デプロイするモデルバージョン、
モデルグループの推論イメージが存在する Amazon ECR リポジトリ、およびモデルバージョンが保存され
ている Amazon S3 バケットが含まれている必要があります。
別のアカウントで作成されたモデルをデプロイするには、次へのアクセスを持つロールを持っている必
要があります SageMaker アクション、たとえばロールとAmazonSageMakerFullAccess管理ポリシー
SageMaker 管理ポリシーについては、「Amazon SageMaker の AWS 管理ポリシー (p. 3337)」を参照し
てください。
次の例では、これらの 3 つのリソースすべてに対してクロスアカウントポリシーを作成し、そのポリシー
をリソースに適用します。
この例では、次の変数が事前に定義されていることを前提としています。
• bucket - モデルバージョンが保存されている Amazon S3 バケット。
• kms_key_id - トレーニング出力の暗号化に使用する KMS キー。
• sm_client-A SageMaker Bo3 のクライスト3
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• model_package_group_name - クロスアカウントのアクセスを付与するモデルグループ。
• model_package_group_arn - クロスアカウントのアクセスを付与するモデルグループの ARN。

import json
# The cross-account id to grant access to
cross_account_id = "123456789012"
# Create the policy for access to the ECR repository
ecr_repository_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
},
'Action': ['ecr:*']
}]
}
# Convert the ECR policy from JSON dict to string
ecr_repository_policy = json.dumps(ecr_repository_policy)
# Set the new ECR policy
ecr = boto3.client('ecr')
response = ecr.set_repository_policy(
registryId = account,
repositoryName = 'decision-trees-sample',
policyText = ecr_repository_policy
)
# Create a policy for accessing the S3 bucket
bucket_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
},
'Action': 's3:*',
'Resource': f'arn:aws:s3:::{bucket}/*'
}]
}
# Convert the policy from JSON dict to string
bucket_policy = json.dumps(bucket_policy)
# Set the new policy
s3 = boto3.client('s3')
response = s3.put_bucket_policy(
Bucket = bucket,
Policy = bucket_policy)
# Create the KMS grant for encryption in the source account to the
# model registry account model package group
client = boto3.client('kms')
response = client.create_grant(
GranteePrincipal=cross_account_id,
KeyId=kms_key_id
Operations=[
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)

],

'Decrypt',
'GenerateDataKey',

# 3. Create a policy for access to the model package group.
model_package_group_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Sid': 'AddPermModelPackageGroup',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
},
'Action': ['sagemaker:DescribeModelPackageGroup'],
'Resource': f'arn:aws:sagemaker:{region}:{account}:model-package-group/
{model_package_group_name}'
},{
'Sid': 'AddPermModelPackageVersion',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
},
'Action': ["sagemaker:DescribeModelPackage",
"sagemaker:ListModelPackages",
"sagemaker:UpdateModelPackage",
"sagemaker:CreateModel"],
'Resource': f'arn:aws:sagemaker:{region}:{account}:model-package/
{model_package_group_name}/*'
}]
}
# Convert the policy from JSON dict to string
model_package_group_policy = json.dumps(model_package_group_policy)
# Set the policy to the model package group
response = sm_client.put_model_package_group_policy(
ModelPackageGroupName = model_package_group_name,
ResourcePolicy = model_package_group_policy)
print('ModelPackageGroupArn :
{}'.format(create_model_package_group_response['ModelPackageGroupArn']))
print("First Versioned ModelPackageArn: " + model_package_arn)
print("Second Versioned ModelPackageArn: " + model_package_arn2)
print("Success! You are all set to proceed for cross-account deployment.")

モデルのデプロイ履歴を表示する
モデルバージョンのデプロイ履歴を表示する (Amazon) SageMaker Studio では、そのモデルバージョンの
タブを開きます。

モデルバージョンのデプロイ履歴を表示する
1.
2.
3.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。
左のナビゲーションペインで [] を選択しますSageMakerリソースアイコン
[Model registry] (モデルレジストリ) を選択します。
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4.

モデルグループのリストから、表示するモデルグループを選択します。

5.

新しいタブが開き、モデルグループ内にあるモデルバージョンのリストが表示されます。

6.

モデルバージョンのリストで、詳細を表示するモデルバージョンをダブルクリックします。
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7.

表示されるモデルのバージョンのタブで、[Activity] (アクティビティ) を選択します。モデルバージョ
ンのデプロイは、アクティビティリストにイベントとしてアクティビティリストに表示されます。イ
ベントタイプのModelDeployment。
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アマゾン SageMaker モデルレジストリ FAQ
以下の FAQ 項目を使用すると、についてよくある質問に対する回答を見つけることができます。
SageMaker モデルレジストリ

Q. でモデルをモデルグループとモデルパッケージにまとめるにはどうすればいい
ですか SageMaker モデルレジストリ
モデルパッケージは、バージョン管理されたエンティティとしてモデルレジストリに登録される実際の
モデルです。でモデルパッケージを使用する方法が 2 つあることに注意してください。 SageMaker。一
つはSageMakerMarketplace— これらのモデルパッケージはバージョン管理されていません。もう一つは
SageMaker モデルレジストリ。モデルパッケージが入っていますしなければならないバージョン管理して
ください。モデルレジストリは、再トレーニングしたすべての新しいモデルを受け取り、それにバージョ
ンを渡して、モデルレジストリ内のモデルグループに割り当てます。次の画像は、25 個の連続バージョン
対応モデルを含むモデルグループの例を示しています。
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Q: モデルレジストリは Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) とどう
違うのですか?
SageMakerのモデルレジストリは、機械学習モデルのメタデータストアです。Amazon Elastic コンテナレ
ジストリは、すべてのコンテナを格納するリポジトリです。モデルレジストリ内では、モデルはバージョ
ン管理され、モデルグループ内のモデルパッケージとして登録されます。各モデルパッケージには、ト
レーニング済みモデルに関連するモデルファイルへの Amazon S3 URI と、モデルの提供中に使用される
コンテナを指す Amazon ECR URI が含まれています。

次の方法でモデルをエッジにデプロイ SageMaker
Edge Manager
アマゾン SageMaker Edge Manager にはエッジデバイスのモデル管理機能が用意されています。そのた
め、スマートカメラ、ロボット、パーソナルコンピュータ、モバイルデバイスなどのエッジデバイスのフ
リートで機械学習モデルを最適化、保護、モニタリング、および保守できます。

Edge Manager を使用する理由
多くの機械学習ユースケースでは、エッジデバイスのフリートで機械学習モデルを実行する必要がありま
す。これにより、リアルタイムでの予測の取得、エンドユーザーのプライバシーの保護、ネットワーク
接続コストの削減が実現できます。機械学習向けの、低消費電力のエッジハードウェアの可用性が高まる
につれて、エッジデバイス上で複数の複雑なニューラルネットワークモデルを実行できるようになりまし
た。
しかし、エッジデバイスで機械学習モデルを稼働させることは困難です。クラウドインスタンスとは異な
り、コンピューティング性能、メモリ、および接続性が制限されるためです。モデルのデプロイ後は、モ
デルのドリフトによってモデルの品質が経時的に低下する可能性があるため、モデルを継続的にモニタリ
ングする必要があります。デバイスからデータサンプルを収集し、予測内のスキューを認識するカスタム
コードを記述する必要があるため、デバイスフリート全体でモデルをモニタリングすることは困難です。
さらに、多くのモデルはアプリケーションにハードコーディングされています。モデルを更新するには、
アプリケーションまたはデバイスのファームウェア全体を再構築して更新する必要があります。これによ
り、稼働が中断される可能性があります。
と SageMaker Edge Manager を使用すると、エッジデバイスのフリート全体で機械学習モデルを最適化、
実行、モニタリング、更新できます。

動作の仕組み
概要レベルでは、次の 5 つのコンポーネントがあります。 SageMaker Edge Manager ワークフロー:によ
るモデルのコンパイル SageMaker Neo、Neoでコンパイルされたモデルのパッケージ化、デバイスへのモ
デルのデプロイ、モデルの実行 SageMaker 推論エンジン（Edge Managerエージェント）、およびデバイ
ス上のモデルのメンテナンス。
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SageMaker Edge Manager の用途 SageMaker Neo は、ワンクリックでモデルをターゲットハードウェア
用に最適化し、デプロイする前にモデルに暗号的に署名します。を使用する SageMaker Edge Manager
を使用すると、エッジデバイスからモデル入出力データをサンプリングし、モニタリングと分析のために
クラウドに送信できます。また、デプロイされたモデルの稼働状況を追跡し、視覚的にレポートするダッ
シュボードを表示できます SageMaker コンソール。
SageMaker Edge Manager は、以前はクラウドでしか利用できなかった機能をエッジに拡張します。その
ため、デベロッパーは Amazon を使用してモデルの品質を継続的に改善できます SageMaker モデルモニ
ターでドリフトを検出し、次にデータにラベルを付け直します SageMaker Ground Truth とモデルの再ト
レーニング SageMaker。

どのように使用するのでしょうか。 SageMaker Edge
Manager
初めてお使いになる場合 SageMaker Edge Manager では、次の操作を実行することをお勧めします。
1. 「ご利用開始にあたって」セクションを読む - このセクションでは、最初にエッジパッケージ化ジョブ
を設定し、最初のフリートを作成する方法を紹介します。
2. Edge Manager Jupyter ノートブックの例をご覧ください-サンプルノートブックはamazon-sagemakerexamples GitHub のリポジトリーsagemaker_edge_managerフォルダ。

使用開始
このガイドでは、デバイスのフリートを登録、デプロイ、管理するために必要なステップを実行する方法
と、Amazonを満足させる方法を説明します。 SageMaker Edge Manager の前提条件
トピック
• セットアップ (p. 2773)
• モデルをトレーニング、コンパイル、パッケージ化する (p. 2775)
• フリートを作成して登録し、デバイスを認証する (p. 2778)
• Edge Manager をダウンロードしてセットアップする (p. 2781)
• エージェントを実行する (p. 2785)
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セットアップ
使用を開始する前に SageMaker Edge Manager でデバイスフリートのモデルを管理するには、まず両方の
IAM ロールを作成する必要があります SageMaker そしてAWS IoT。また、事前トレーニング済みのモデ
ルを保存する Amazon S3 バケットを 1 つ以上作成する必要があります。 SageMaker Neoコンパイルジョ
ブ、およびエッジデバイスからの入力データ。
1.

AWS アカウントをセットアップする。
AWS アカウントと IAM 管理者ユーザーを作成します。AWS をセットアップする手順については、
「新しい AWS アカウントを作成してアクティブ化するにはどうすればよいですか。」を参照してく
ださい。アカウントに AWS 管理者ユーザーを作成する手順については、「最初の IAM 管理者のユー
ザーおよびグループの作成」を参照してください。

2.

Amazon 用の IAM ロールの作成 SageMaker。
SageMaker エッジマネージャーは、Amazon S3 バケット URI にアクセスする必要があります。こ
れが簡単になるように、を実行できる IAM ロールを作成します。 SageMaker Amazon S3 にアクセ
スする許可を持ちます。このロールを使用して、 SageMaker は、ユーザーのアカウントで実行で
き、Amazon S3 バケットにアクセスできます。
IAM ロールは IAM コンソール、AWS SDK for Python (Boto3)、または AWS CLI を使用して作成でき
ます。次の例は、IAM ロールを作成し、IAM コンソールで必要なポリシーをアタッチする方法を示し
ています。
a.

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

b.

IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。

c.

[信頼できるエンティティの種類の選択] で、[AWS サービス] を選択します。

d.

このロールを引き受けることを許可するサービスを選択します。この場合は、[] を選択しま
すSageMaker。続いて、[次へ] を選択します。アクセス許可.
• これにより、Amazon S3、Amazon ECR、などの関連サービスへのアクセス許可を付与する
IAM ポリシーが自動的に作成されます。 CloudWatch ログ。

e.

[Next: (次へ:)] を選択します タグ

f.

(オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM でのタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

g.

[Next: (次へ:)] を選択します 確認.

h.

[Role name] (ロール名) を入力します。

i.

可能な場合は、ロール名またはロール名のサフィックスを入力します。ロール名は AWS アカウ
ント内で一意でなければなりません。大文字と小文字は区別されません。例えば、PRODROLE と
prodrole というロール名を両方作成することはできません。他の AWS リソースがロールを参
照している場合があるため、作成後はロールの名前を変更できません。

j.

(オプション) [Role description] に、新しいロールの説明を入力します。

k.

ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。
注意 SageMaker コンパイルジョブを作成するときに使用するロール ARN SageMaker ネオと
エッジマネージャーのパッケージングの仕事。コンソールを使用してロールの ARN を確認する
には、以下を実行します。
i.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) に移動します。

ii.

[Roles] (ロール) を選択します。

iii.

[Search] (検索) フィールドにロール名を入力して、先ほど作成したロールを検索します。

iv.

ロールを選択します。

v.

ロールの ARN は、[Summary] (概要) ページの上部にあります。
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3.

AWS IoT 用の IAM ロールを作成する。
作成する AWS IoT IAM ロールは、モノのオブジェクトの認証に使われます。また、IAM ロールの
ARN を使用して、デバイスフリートを作成し、登録します。 SageMakerクライアントオブジェク
ト。
AWS アカウントで、デバイスフリート内のデバイスの代理としてロールを継承する認証情報プロバイ
ダー向けに IAM ロールを設定します。次に、デバイスが AWS IoT サービスと通信することを認可す
るポリシーをアタッチします。
用のロールの作成AWS IoTプログラムまたは IAM コンソールを使用して、ロールを作成したときと同
じように SageMaker。
a.

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

b.

IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。

c.

[信頼できるエンティティの種類の選択] で、[AWS サービス] を選択します。

d.

このロールを引き受けることを許可するサービスを選択します。このケースでは、[IoT] を選択し
ます。[Use Case] (ユースケース) として[IoT] を選択します。

e.

[Next: (次へ:)] を選択します アクセス許可.

f.

[Next: (次へ:)] を選択します タグ

g.

(オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM でのタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。

h.

[Next: (次へ:)] を選択します 確認.

i.

[Role name] (ロール名) を入力します。ロール名は「SageMaker」で始まる必要があります。

j.

(オプション) [Role description] に、新しいロールの説明を入力します。

k.

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

l.

ロールが作成されたら、IAM コンソールで [Roles] (ロール) を選択します。[Search] (検索) フィー
ルドにロール名を入力して、作成したロールを検索します。

m. ロールを選択します。
n.

次に、[Attach policies] (ポリシーをアタッチ) を選択します。

o.

[Search] (検索) フィールドで AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy を検索しま
す。AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy を選択します。

p.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。

q.

信頼関係に次のポリシーステートメントを追加します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "credentials.iot.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRole"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "sagemaker.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

信頼ポリシーは JSON ポリシードキュメントです。ここに、ロールを委任できる、信頼するプリ
ンシパルを定義します。信頼ポリシーの詳細については、「ロールに関する用語と概念」を参照
してください。
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r.

4.

AWS IoT ロールの ARN を書き留めておきます。この AWS IoT ロール ARN を使用してデバイス
フリートを作成し登録します。コンソールを使用して IAM ロールの ARN を検索するには、次の
手順を実行します。
i.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) に移動します。

ii.

[ロール] を選択します。

iii.

[Search] (検索) フィールドにロール名を入力して、作成したロールを検索します。

iv.

ロールを選択します。

v.

ロールの ARN は、[Summary] (概要) ページにあります。

Amazon S3 バケットを作成する。
SageMaker Neo と Edge Manager は、Amazon S3 バケットからプリコンパイル済みモデルとコン
パイル済みモデルにアクセスします。Edge Manager は、デバイスフリートのサンプリングデータを
Amazon S3 に保存します。
a.

Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

b.

[バケットを作成する] を選択します。

c.

[Bucket name] (バケット名) にバケットの名前を入力します。

d.

[Region] (リージョン) で、バケットを格納する AWS リージョンを選択します。

e.

[Bucket settings for Block Public Access] (バケットのパブリックアクセスブロック設定) で、バ
ケットに適用する設定を選択します。

f.

バケットの作成 を選択します。

Amazon S3 バケットを作成する方法の詳細については、「Amazon S3 の開始方法」を参照してくだ
さい。

モデルをトレーニング、コンパイル、パッケージ化する
このセクションでは、以下を作成します。 SageMaker そしてAWS IoTクライアントオブジェクト、ト
レーニング済みの機械学習モデルをダウンロードし、モデルを Amazon S3 バケットにアップロードし、
ターゲットデバイス用にモデルをコンパイルします SageMaker Neo、モデルをパッケージ化して、Edge
Manager エージェントでデプロイできるようにしてください。
1.

ライブラリをインポートし、クライアントオブジェクトを作成します。
このチュートリアルでは、AWS SDK for Python (Boto3)交流できるクライアントをつくる
SageMaker、Amazon S3、およびAWS IoT。
次の例に示すように、Boto3 をインポートし、リージョンを指定し、必要なクライアントオブジェク
トを初期化します。
import boto3
import json
import time
AWS_REGION = 'us-west-2'# Specify your Region
bucket = 'bucket-name'
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=AWS_REGION)
iot_client = boto3.client('iot', region_name=AWS_REGION)

変数を定義し、作成したロール ARN を割り当てます。 SageMaker そしてAWS IoT文字列として:
# Replace with the role ARN you created for SageMaker
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sagemaker_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/*"
# Replace with the role ARN you created for AWS IoT.
# Note: The name must start with 'SageMaker'
iot_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/SageMaker*"

2.

機械学習モデルをトレーニングする。
「」を参照してください。Amazon でモデルをトレーニングする SageMakerを使用して機械学習モデ
ルをトレーニングする方法の詳細については SageMaker。任意で、ローカルでトレーニングしたモデ
ルを Amazon S3 URI バケットに直接アップロードできます。
まだモデルがない場合は、このチュートリアルの次のステップで事前にトレーニングされたモデルを
使用できます。たとえば、保存することができます MobileNet のV2モデル TensorFlow フレームワー
ク。 MobileNet V2 は、モバイルアプリケーション向けに最適化された画像分類モデルです。の詳細に
ついては MobileNet V2、を参照してくださいMobileNet GitHub README。
Jupyter ノートブックに次を入力して、事前トレーニング済みの内容を保存します MobileNet V2
# Save the MobileNet V2 model to local storage
import tensorflow as tf
model = tf.keras.applications.MobileNetV2()
model.save(“mobilenet_v2.h5”)

Note
• 持っていない場合 TensorFlow がインストールされています。を実行することで可能にな
りますpip install tensorflow=2.4
• 使用アイテム TensorFlow このチュートリアルのバージョン 2.4 以下。
モデルはに保存されますmobilenet_v2.h5ファイル。モデルをパッケージ化する前に、まずを使
用してモデルをコンパイルする必要があります SageMaker Neo。「」を参照してください。サポー
トされているフレームワーク、デバイス、システム、アーキテクチャ (p. 2864)ご使用のバージョン
かどうか確認するには TensorFlow (または他の任意のフレームワーク) が現在サポートされている
SageMaker Neo。
SageMaker Neo では、モデルを圧縮された tar ファイルとして保存する必要があります。圧縮された
tar ファイル (*.tar.gz) として再パッケージ化します。
# Package MobileNet V2 model into a TAR file
import tarfile
tarfile_name='mobilenet-v2.tar.gz'
with tarfile.open(tarfile_name, mode='w:gz') as archive:
archive.add('mobilenet-v2.h5')

3.

ファイルを Amazon S3 にアップロードする。
機械学習モデルを作成したら、それをAmazon S3 バケットに保存します。次の例では、models とい
う名前のディレクトリで AWS CLI コマンドを使用して、先ほど作成した Amazon S3 バケットにモデ
ルをアップロードします。Jupyter ノートブックに次を入力します。
!aws s3 cp mobilenet-v2.tar.gz s3://{bucket}/models/

4.

を使用してモデルをコンパイルする SageMaker Neo。
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を使用して機械学習モデルをコンパイルする SageMaker エッジデバイス用のNeo。トレーニング済
みモデルを保存した Amazon S3 バケット URI、モデルのトレーニングに使用した機械学習フレーム
ワーク、モデルの入力の形状、ターゲットデバイスを把握している必要があります。
向けの MobileNet V2 モデル、以下を使用します。
framework = 'tensorflow'
target_device = 'jetson_nano'
data_shape = '{"data":[1,3,224,224]}'

SageMaker Neo では、使用する深層学習フレームワークに応じて、モデルが特定の入力形状と形
式になっている必要があります。モデルを保存する方法の詳細については、「入力データの形状
SageMaker Neo 期待？ (p. 2824)」を参照してください。Neo がサポートするデバイスおよびフレー
ムワークの詳細については、「サポートされているフレームワーク、デバイス、システム、アーキテ
クチャ (p. 2864)」を参照してください。
を使用するCreateCompilationJobコンパイルジョブを作成するための API SageMaker Neo。
コンパイルジョブの名前を指定してください。 SageMaker ロールの ARN、モデルが保存されてい
る Amazon S3 URI、モデルの入力形状、フレームワークの名前、フレームワークの名前、使用する
Amazon S3 URI SageMaker コンパイルしたモデルとエッジデバイスターゲットを保存します。
# Specify the path where your model is stored
model_directory = 'models'
s3_model_uri = 's3://{}/{}/{}'.format(bucket, model_directory, tarfile_name)
# Store compiled model in S3 within the 'compiled-models' directory
compilation_output_dir = 'compiled-models'
s3_output_location = 's3://{}/{}/'.format(bucket, compilation_output_dir)
# Give your compilation job a name
compilation_job_name = 'getting-started-demo'
sagemaker_client.create_compilation_job(CompilationJobName=compilation_job_name,
RoleArn=sagemaker_role_arn,
InputConfig={
'S3Uri': s3_model_uri,
'DataInputConfig': data_shape,
'Framework' : framework.upper()},
OutputConfig={
'S3OutputLocation': s3_output_location,
'TargetDevice': target_device},
StoppingCondition={'MaxRuntimeInSeconds': 900})

5.

コンパイルしたモデルをパッケージ化する。
包装の仕事には時間がかかる SageMaker Neo でモデルをコンパイルし、推論エンジンである Edge
Manager エージェントを使用して、モデルのデプロイに必要な変更を加えます。モデルをパッケージ
化するには、create_edge_packagingAPI または SageMaker コンソール。
Neo コンパイルジョブに使用した名前、パッケージ化ジョブの名前、ロール ARN (セットアッ
プ (p. 2773)セクションを参照してください)、モデルの名前、モデルバージョン、およびパッケー
ジ化ジョブの出力先の Amazon S3 バケット URI を指定する必要があります。Edge Manager のパッ
ケージ化ジョブ名では、大文字と小文字が区別されます。以下は、API を使用してパッケージ化ジョ
ブを作成する方法の例です。
edge_packaging_name='edge-packaging-demo'
model_name="sample-model"
model_version="1.1"
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パッケージ化されたモデルを保存する Amazon S3 URI を定義します。
# Output directory where you want to store the output of the packaging job
packaging_output_dir = 'packaged_models'
packaging_s3_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, packaging_output_dir)

CreateEdgePackagingJob を使用して、Neo でコンパイルされたモデルをパッケージ化
します。エッジパッケージ化ジョブの名前と、コンパイルジョブの名前 (この例では、変数
compilation_job_name に保存されています) を指定します。また、モデルの名前、モデルのバー
ジョン (使用しているモデルバージョンの追跡に役立ちます)、使用する S3 URI を指定してくださ
い。 SageMaker パッケージモデルを保存します。
sagemaker_client.create_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName=edge_packaging_name,
CompilationJobName=compilation_job_name,
RoleArn=sagemaker_role_arn,
ModelName=model_name,
ModelVersion=model_version,
OutputConfig={
"S3OutputLocation": packaging_s3_output
}
)

フリートを作成して登録し、デバイスを認証する
このセクションでは、AWS IoT モノオブジェクトとデバイスフリートを作成し、クラウドとやり取りで
きるようにデバイスフリートを登録し、X.509 証明書を作成してデバイスを AWS IoT Core に認証し、フ
リートを作成したときに生成された AWS IoT にロールエイリアスを関連付け、認証情報プロバイダー向け
に AWS アカウント固有のエンドポイントを取得し、正式な Amazon ルート CA ファイルを取得し、その
Amazon CA ファイルを Amazon S3 にアップロードします。
1.

AWS IoT モノオブジェクトを作成する。
SageMaker エッジマネージャーは、AWS IoT Coreエッジデバイスとエンドポイント間の接続を容易
にするサービスAWSクラウド。デバイスをセットアップして Edge Manager と連携できるようになる
と、既存の AWS IoT 機能のメリットを活用できるようになります。
デバイスを AWS IoT に接続するには、AWS IoT モノオブジェクトを作成し、クライアント証明書を
作成して AWS IoT に登録し、デバイスの IAM ロールを作成して設定する必要があります。
まず、先ほど Boto3 を使って作成した AWS IoT クライアント (iot_client) を使用して AWS IoT モ
ノオブジェクトを作成します。以下の例では、2 つのモノオブジェクトを作成する方法を示していま
す。
iot_thing_name = 'sample-device'
iot_thing_type = 'getting-started-demo'
iot_client.create_thing_type(
thingTypeName=iot_thing_type
)
# Create an AWS IoT thing objects
iot_client.create_thing(
thingName=iot_thing_name,
thingTypeName=iot_thing_type
)
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2.

デバイスフリートを作成する。
でデバイス群を作成 SageMaker 前のステップで定義したクライアントオブジェクト。を使用するこ
ともできます SageMaker コンソールを使用してデバイスフリートを作成します。
import time
device_fleet_name="demo-device-fleet" + str(time.time()).split('.')[0]
device_name="sagemaker-edge-demo-device" + str(time.time()).split('.')[0]

IoT ロールの ARN を指定します。これにより、AWS IoT はデバイスに一時的な認証情報を付与しま
す。
device_model_directory='device_output'
s3_device_fleet_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, device_model_directory)
sagemaker_client.create_device_fleet(
DeviceFleetName=device_fleet_name,
RoleArn=iot_role_arn, # IoT Role ARN specified in previous step
OutputConfig={
'S3OutputLocation': s3_device_fleet_output
}
)

デバイスフリートを作成すると AWS IoT ロールエイリアスが作成されます。このロールエイリアス
は、後のステップで、AWS IoT を使用して iot_client オブジェクトに関連付けられます。
3.

デバイスフリートを登録する。
クラウドと通信するには、デバイスを次のように登録する必要があります SageMaker Edge Manager
この例では、作成したフリートにデバイスを 1 つ登録します。デバイスを登録するには、次の例に示
すように、デバイス名と AWS IoT モノオブジェクトの名前を指定する必要があります。
# Device name should be 36 characters
device_name = "sagemaker-edge-demo-device" + str(time.time()).split('.')[0]
sagemaker_client.register_devices(
DeviceFleetName=device_fleet_name,
Devices=[
{
"DeviceName": device_name,
"IotThingName": iot_thing_name
}
]
)

4.

X.509 証明書を作成する。
AWS IoT モノオブジェクトを作成した後、モノオブジェクト用の X.509 デバイス証明書を作成する必
要があります。証明書により、AWS IoT Core にデバイスを認証できます。
次を使用して、先ほど定義した AWS IoT クライアント (iot_client) を使い、プライベートキー、
パブリックキー、X.509 証明書ファイルを作成します。
# Creates a 2048-bit RSA key pair and issues an X.509 # certificate
# using the issued public key.
create_cert = iot_client.create_keys_and_certificate(
setAsActive=True
)
# Get certificate from dictionary object and save in its own
with open('./device.pem.crt', 'w') as f:
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for line in create_cert['certificatePem'].split('\n'):
f.write(line)
f.write('\n')
# Get private key from dictionary object and save in its own
with open('./private.pem.key', 'w') as f:
for line in create_cert['keyPair']['PrivateKey'].split('\n'):
f.write(line)
f.write('\n')
# Get a private key from dictionary object and save in its own
with open('./public.pem.key', 'w') as f:
for line in create_cert['keyPair']['PublicKey'].split('\n'):
f.write(line)
f.write('\n')

5.

ロールエイリアスを AWS IoT に関連付ける。
を使用してデバイスフリートを作成すると
SageMaker(sagemaker_client.create_device_fleet()) をクリックすると、ロールエイリア
スが生成されます。AWS IoT ロールエイリアスは、接続されたデバイスが X.509 証明書を使用して
AWS IoT を認証し、AWS IoT ロールエイリアスに関連付けられた IAM ロールから短期間の AWS 認
証情報を取得するためのメカニズムを提供します。ロールエイリアスを使用することで、デバイスを
更新しなくてもロールを変更できます。DescribeDeviceFleet を使用して、ロールのエイリアス
名と ARN を取得します。
# Print Amazon Resource Name (ARN) and alias that has access
# to AWS Internet of Things (IoT).
sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)
# Store iot role alias string in a variable
# Grabs role ARN
full_role_alias_name =
sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)
['IotRoleAlias']
start_index = full_role_alias_name.find('SageMaker') # Find beginning of role name
role_alias_name = full_role_alias_name[start_index:]

iot_client を使用すると、デバイスフリートの作成から生成されたロールエイリアスと AWS IoT
との関連付けが簡単になります。
role_alias = iot_client.describe_role_alias(
roleAlias=role_alias_name)

IAM ロールエイリアスの詳細については、「ロールエイリアスが未使用サービスへのアクセスを許可
します」を参照してください。
先ほど、デバイスが正常に認証されるよう、証明書を作成し、AWS IoT に登録しました。次は、ポリ
シーを作成し、それを証明書にアタッチして、セキュリティトークンのリクエストを認可する必要が
あります。
alias_policy = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:AssumeRoleWithCertificate",
"Resource": role_alias['roleAliasDescription']['roleAliasArn']
}
}
policy_name = 'aliaspolicy-'+ str(time.time()).split('.')[0]
aliaspolicy = iot_client.create_policy(policyName=policy_name,
policyDocument=json.dumps(alias_policy))
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# Attach policy
iot_client.attach_policy(policyName=policy_name,
target=create_cert['certificateArn'])

6.

認証情報プロバイダー向けの AWS アカウント固有のエンドポイントを取得する。
エッジデバイスには、認証情報を継承するエンドポイントが必要です。認証情報プロバイダー向けの
AWS アカウント固有のエンドポイントを取得します。
# Get the unique endpoint specific to your AWS account that is making the call.
iot_endpoint = iot_client.describe_endpoint(
endpointType='iot:CredentialProvider'
)
endpoint="https://{}/role-aliases/{}/
credentials".format(iot_endpoint['endpointAddress'],role_alias_name)

7.

公式の Amazon ルート CA ファイルを取得して、Amazon S3 バケットにアップロードする。
Jupyter ノートブックまたは AWS CLI (ターミナルを使用する場合は、マジック関数の「!」を削除し
ます) で以下を使用します。
!wget https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem

エンドポイントを使用して、セキュリティトークンを返す HTTPS リクエストを認証情報プロバイ
ダーに作成します。次のコマンド例では、curl を使用していますが、任意の HTTP クライアントを
使用できます。
!curl --cert device.pem.crt --key private.pem.key --cacert AmazonRootCA1.pem $endpoint

証明書の検証が完了したら、Amazon S3 バケット URI にキーと証明書をアップロードします。
!aws s3 cp private.pem.key s3://{bucket}/authorization-files/
!aws s3 cp device.pem.crt s3://{bucket}/authorization-files/
!aws s3 cp AmazonRootCA1.pem s3://{bucket}/authorization-files/

キーと証明書を他のディレクトリに移動して、作業ディレクトリをクリーンアップします。
# Optional - Clean up working directory
!mkdir authorization-files
!mv private.pem.key device.pem.crt AmazonRootCA1.pem authorization-files/

Edge Manager をダウンロードしてセットアップする
Edge Manager エージェントはエッジデバイス用の推論エンジンです。エージェントを使用して、エッジ
デバイスにロードされたモデルで予測を行います。エージェントはモデルのメトリクスを収集し、特定の
間隔でデータをキャプチャします。
このセクションでは、エージェントを使用してデバイスを設定します。これを行うには、最初に、リリー
スバケットからリリースアーティファクトと署名ルート証明書をローカルマシンにコピーします。リリー
スアーティファクトを解凍したら、それを Amazon S3 にアップロードします。次に、エージェントの設
定ファイルを定義し、保存します。コピーアンドペーストできるテンプレートが用意されています。最後
に、デバイスにリリースアーティファクト、設定ファイル、認証情報をコピーします。
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1.

のダウンロード SageMaker Edge Manager エージェント。
エージェントは、サポート対象のオペレーティングシステム向けに、バイナリ形式でリリースされま
す。この例では、Linux オペレーティングシステムを使用し、ARM64 アーキテクチャを持つ Jetson
Nano で推論が実行されます。サポート対象のデバイスが使用するオペレーティングシステムとアー
キテクチャの詳細については、「サポートされているデバイス、チップアーキテクチャ、システ
ム (p. 2866)」を参照してください。
から最新バージョンのバイナリを取得 SageMaker Edge Manager は、us-west-2 リージョンからバ
ケットをリリースします。
!aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/Releases/ | sort -r

これにより、バージョン別に並べ替えられたリリースアーティファクトが返されます。
PRE
PRE
PRE
PRE

1.20210512.96da6cc/
1.20210305.a4bc999/
1.20201218.81f481f/
1.20201207.02d0e97/

バージョンの形式は以下のようになっています。<MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>.<SHA-7>。
これは、3 つのコンポーネントから構成されています。
• <MAJOR_VERSION>: リリースのバージョン。現在、リリースバージョンは 1 に設定されていま
す。
• <YYYY-MM-DD>: リリースアーティファクトのタイムスタンプ。
• <SHA-7>: リリースのビルド元のリポジトリコミット ID。
圧縮された tar ファイルを、ローカルにコピーするか、デバイスに直接コピーします。次の例は、こ
のドキュメントを公開した時点で最新のリリースアーティファクトをコピーする方法を示していま
す。
!aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/
Releases/1.20201218.81f481f/1.20201218.81f481f.tgz ./

アーティファクトを入手したら、圧縮された tar ファイルを解凍します。以下の例では、tar ファイル
を解凍し、それを agent_demo ディレクトリに保存しています。
!mkdir agent_demo
!tar -xvzf 1.20201218.81f481f.tgz -C ./agent_demo

Amazon S3 バケットにエージェントのリリースアーティファクトをアップロードします。次のサンプ
ルコードは、agent_demo 内のコンテンツをコピーし、Amazon S3 バケットの agent_demo ディレ
クトリにアップロードします。
!aws s3 cp --recursive ./agent_demo s3://{bucket}/agent_demo

リリースバケットの署名ルート証明書も必要です。
!aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/Certificates/uswest-2/us-west-2.pem ./

この署名ルート証明書を Amazon S3 バケットにアップロードします。
2782

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
使用開始

!aws s3 cp us-west-2.pem s3://{bucket}/authorization-files/

2.

定義する SageMaker Edge Manager エージェント設定ファイル。
まず、エージェントの設定ファイルを次のように定義します。
sagemaker_edge_config = {
"sagemaker_edge_core_device_name": "device_name",
"sagemaker_edge_core_device_fleet_name": "device_fleet_name",
"sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size": 30,
"sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds": 4,
"sagemaker_edge_core_folder_prefix": "demo_capture",
"sagemaker_edge_core_region": "us-west-2",
"sagemaker_edge_core_root_certs_path": "/agent_demo/certificates",
"sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file": "/agent_demo/iot-credentials/
AmazonRootCA1.pem",
"sagemaker_edge_provider_aws_cert_file": "/agent_demo/iot-credentials/
device.pem.crt",
"sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file": "/agent_demo/iot-credentials/
private.pem.key",
"sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint": "endpoint",
"sagemaker_edge_provider_provider": "Aws",
"sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name": bucket,
"sagemaker_edge_core_capture_data_destination": "Cloud"
}

以下に置き換えます:
• "device_name" - デバイスの名前 (この文字列は、前のステップで device_name という名前の変
数に保存されました)。
• "device_fleet_name" - デバイスフリートの名前 (この文字列は、前のステップで
device_fleet_name という名前の変数に保存されました)。
• "endpoint" - 認証情報プロバイダー向けの AWS アカウント固有のエンドポイント (この文字列
は、前のステップで endpoint という名前の変数に保存されました)。
次に、設定ファイルを JSON ファイルとして保存します。
edge_config_file = open("sagemaker_edge_config.json", "w")
json.dump(sagemaker_edge_config, edge_config_file, indent = 6)
edge_config_file.close()

Amazon S3 バケットに設定ファイルをアップロードします。
!aws s3 cp sagemaker_edge_config.json s3://{bucket}/

3.

デバイスにリリースアーティファクト、設定ファイル、認証情報をコピーする。
次の手順は、エッジデバイスで実行します。

Note
まず、エッジデバイスに Python、AWS SDK for Python (Boto3)、AWS CLI をインストール
する必要があります。
デバイスのターミナルを開きます。リリースアーティファクト、認証情報、設定ファイルを保存する
フォルダを作成します。
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mkdir agent_demo
cd agent_demo

デバイスに、Amazon S3 バケットに保存したリリースアーティファクトの内容をコピーします。
# Copy release artifacts
aws s3 cp s3://<bucket-name>/agent_demo/ ./ --recursive

(リリースアーティファクトの内容は、前のステップでディレクトリ agent_demo に保存されまし
た)。<bucket-name> と agent_demo を、Amazon S3 バケットの名前とリリースアーティファクト
へのファイルパスに置換します。
/bin ディレクトリに移動し、バイナリファイルに実行権限を付与します。
cd bin
chmod +x sagemaker_edge_agent_binary
chmod +x sagemaker_edge_agent_client_example
cd agent_demo

AWS IoT 認証情報を保存するディレクトリを作成し、Amazon S3 バケットからエッジデバイスに認
証情報をコピーします (変数 bucket で定義したものを使用します)。
mkdir iot-credentials
cd iot-credentials
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/AmazonRootCA1.pem ./
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/device.pem.crt ./
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/private.pem.key ./
cd ../

モデルの署名ルート証明書を保存するディレクトリを作成します。
mkdir certificates
cd certificates
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/us-west-2.pem ./
cd agent_demo

デバイスに設定ファイルをコピーします。
#Download config file from S3
aws s3 cp s3://<bucket-name>/sagemaker_edge_config.json ./
cd agent_demo

エッジデバイスの agent_demo ディレクトリは次のようなものになります。
###agent_demo
|
### bin
|
### sagemaker_edge_agent_binary
|
### sagemaker_edge_agent_client_example
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

### sagemaker_edge_config.json
### certificates
###us-west-2.pem
### iot-credentials
### AmazonRootCA1.pem
### device.pem.crt
### private.pem.key
### docs
### api
### examples
### ATTRIBUTIONS.txt
### LICENSE.txt
### RELEASE_NOTES.md

エージェントを実行する
このセクションでは、gRPC を使用してエージェントをバイナリとして実行し、デバイスとフリートの両
方が動作し、サンプリングデータを収集していることを確認します。
1.

エージェントを起動する。
- SageMaker Edge Manager エージェントは、Executable and Linkable Format (ELF) の実行可能なバ
イナリファイル形式でスタンドアロンプロセスとして実行するか、動的共有オブジェクト (.dll) として
リンクできます。Linux でサポートされているスタンドアロンの実行可能なバイナリファイルとして
実行することが推奨されています。
この例では、gRPC を使用してエージェントを実行します。gRPC はオープンソースの高性能なリ
モートプロシージャコール (RPC) フレームワークで、任意の環境で実行できます。gRPC の詳細につ
いては、gRPC のドキュメントを参照してください。
gRPC を使用するには、以下のステップを実行する必要があります。
a.

.proto ファイルでサービスを定義します。

b.

プロトコルバッファコンパイラーを使用して、サーバーコードとクライアントコードを生成しま
す。

c.

Python (または gRPC でサポートされている他の言語) gRPC API を使用して、サービス用のサー
バーを作成します。

d.

Python (または gRPC でサポートされている他の言語) gRPC API を使用して、サービス用のクラ
イアントを記述します。

ダウンロードしたリリースアーティファクトには gRPC アプリケーションが含まれており、エージェ
ントをすぐに実行できます。このサンプルはリリースアーティファクトがある /bin ディレクトリに
あります。sagemaker_edge_agent_binary バイナリ実行可能ファイルもこのディレクトリにあり
ます。
このサンプルを使用してエージェントを実行するには、ソケットファイル (.sock) と JSON 形式
の .config ファイルへのパスを指定します。
./bin/sagemaker_edge_agent_binary -a /tmp/sagemaker_edge_agent_example.sock -c
sagemaker_edge_config.json

2.

デバイスをチェックする。
デバイスが接続され、データをサンプリングしていることを確認します。手動または自動で定期的に
チェックすると、デバイスまたはフリートが適切に動作していることを確認できます。
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デバイスが属するフリートの名前と、一意のデバイス識別子を指定します。ローカルマシンで次のコ
マンドを実行します。
sagemaker_client.describe_device(
DeviceName=device_name,
DeviceFleetName=device_fleet_name
)

指定したモデルの名前、モデルバージョン、最近のサンプリング時刻、最後の推論実行の時刻を確認
できます。
{

}

"DeviceName": "sample-device",
"DeviceFleetName": "demo-device-fleet",
"IoTThingName": "sample-thing-name-1",
"RegistrationTime": 1600977370,
"LatestHeartbeat": 1600977370,
"Models":[
{
"ModelName": "mobilenet_v2.tar.gz",
"ModelVersion": "1.1",
"LatestSampleTime": 1600977370,
"LatestInference": 1600977370
}
]

LastetHeartbeat が示すタイムスタンプはデバイスから受信した最後のシグナルを表しま
す。LatestSampleTime と LatestInference は最後のデータサンプルと推論のタイムスタンプを
それぞれ表します。
3.

フリートをチェックする。
GetDeviceFleetReport を使用してフリートが動作していることを確認します。デバイスが属する
フリートの名前を指定します。
sagemaer_client.get_device_fleet_report(
DeviceFleetName=device_fleet_name
)

指定したモデルの名前、モデルバージョン、最近のサンプリング時刻、最後の推論実行の時刻、およ
びサンプリングデータが保存されている Amazon S3 バケット URI を確認できます。
# Sample output
{
"DeviceFleetName": "sample-device-fleet",
"DeviceFleetArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:9999999999:device-fleet/sample-fleetname",
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://fleet-bucket/package_output",
},
"AgentVersions":[{"Version": "1.1", "AgentCount": 2}]}
"DeviceStats": {"Connected": 2, "Registered": 2},
"Models":[{
"ModelName": "sample-model",
"ModelVersion": "1.1",
"OfflineDeviceCount": 0,
"ConnectedDeviceCount": 2,
"ActiveDeviceCount": 2,
"SamplingDeviceCount": 100
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}

}]

デバイスとフリートをセットアップする
フリートは、データの収集および分析に使用できる、論理的にグループ化されたデバイスの集合です。
以下を使用できます SageMaker Edge Manager を使用すると、複数のスマートカメラ、スマートスピー
カー、ロボット、その他のエッジデバイスのフリートで機械学習モデルを稼働させることができます。
を使用してフリートを作成し、デバイスをプログラム的に登録しますAWS SDK for Python (Boto3)または
共有方法 SageMaker コンソール。
トピック
• フリートを作成する (p. 2787)
• デバイスの登録 (p. 2790)
• ステータスをチェックする (p. 2792)

フリートを作成する
フリートは、を使用してプログラム的に作成できます。AWS SDK for Python (Boto3)または共有方法
SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker。

フリートを作成する (Boto3)
CreateDeviceFleet API を使用してフリートを作成します。フリートの名前、AWS IoT ロールの ARN
([RoleArn] フィールドで指定)、およびデバイスがサンプリングデータを保存する Amazon S3 URI を指定
します。
任意で、フリートの説明、タグ、および AWS KMS キー ID も指定できます。
import boto3
# Create SageMaker client so you can interact and manage SageMaker resources
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name="aws-region")
sagemaker_client.create_device_fleet(
DeviceFleetName="sample-fleet-name",
RoleArn="arn:aws:iam::999999999:role/rolename", # IoT Role ARN
Description="fleet description",
OutputConfig={
S3OutputLocation="s3://bucket/",
KMSKeyId: "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
},
Tags=[
{
"Key": "string",
"Value" : "string"
}
],
)

デバイスフリートを作成すると AWS IoT ロールエイリアスが自動的に作成されます。AWS IoT ロールエ
イリアスは、接続されたデバイスが X.509 証明書を使用して AWS IoT を認証し、AWS IoT ロールエイリ
アスに関連付けられた IAM ロールから短期間の AWS 認証情報を取得するためのメカニズムを提供しま
す。
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DescribeDeviceFleet を使用して、ロールのエイリアス名と ARN を取得します。
# Print Amazon Resource Name (ARN) and alias that has access
# to AWS Internet of Things (IoT).
sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)['IotRoleAlias']

DescribeDeviceFleet API を使用して作成したフリートの説明を取得します。
sagemaker_client.describe_device_fleet(
DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

デフォルトでは、フリートの名前、デバイスフリートの ARN、Amazon S3 バケット URI、IAM ロー
ル、AWS IoT で作成されたロールエイリアス、フリート作成時のタイムスタンプ、およびフリートの最後
の変更時のタイムスタンプを返します。
{ "DeviceFleetName": "sample-fleet-name",
"DeviceFleetArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:9999999999:device-fleet/sample-fleetname",
"IAMRole": "arn:aws:iam::999999999:role/rolename",
"Description": "this is a sample fleet",
"IoTRoleAlias": "arn:aws:iot:us-west-2:9999999999:rolealias/SagemakerEdge-sample-fleetname"
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://bucket/folder",
"KMSKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"CreationTime": "1600977370",
"LastModifiedTime": "1600977370"}

フリート (コンソール) を作成する
Amazon を使用して、Edge Manager のパッケージ化ジョブを作成できます。 SageMaker コンソールアッ
トhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker。
1.

の中に SageMaker コンソール、選択Edge Manager次にを選択しますエッジデバイスフリートズ。

2.

[Create device fleet] (デバイスフリートを作成) を選択します。

3.

デバイスフリートの名前を [Device fleet name] (デバイスフリート名) フィールドに入力しま
す。[Next] (次へ) を選択します。
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4.

[Output configuration] (出力設定) ページで、デバイスフリートのサンプリングデータを保存する
Amazon S3 バケット URI を指定します。任意で、AWS KMS ドロップダウンリストから既存の暗号
化キーを選択するか、キーの ARN を入力することで、暗号化キーも追加できます。[Submit] (送信) を
選択します。
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5.

デバイスフリートの詳細に移動するには、デバイスフリートの名前を選択します。このページには、
デバイスフリートの名前、ARN、説明 (指定した場合)、フリートの作成日、フリートが最後に変更さ
れた時刻、Amazon S3 バケット URI、AWS KMS キー ID (指定した場合)、AWS IoT エイリアス (提供
した場合)、IAM ロールが表示されます。タグを追加した場合、タグは [Device fleet tags] (デバイスフ
リートのタグ) セクションに表示されます。

デバイスの登録
Important
のフリートを使用するには、デバイスを登録する必要があります SageMaker Edge Manager
フリートは、を使用してプログラム的に作成できます。AWS SDK for Python (Boto3)または共有方法
SageMaker コンソールアットhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker。

デバイスを登録する (Boto3)
デバイスを登録するには、まず、AWS IoTモノオブジェクトと IAM ロールの設定を行います。
SageMaker エッジマネージャーは、AWS IoT Coreエッジデバイスとクラウド間の接続を容易にするサー
ビス。デバイスをセットアップして Edge Manager と連携できるようになると、既存の AWS IoT 機能の
メリットを活用できるようになります。
AWS IoT にデバイスを接続するには、AWS IoT モノオブジェクトを作成し、AWS IoT を使用してクライ
アント証明書を作成して登録し、デバイスの IAM ロールを作成して設定する必要があります。
入門ガイドの詳細な例や「AWS IoT Core サービスの実践的なチュートリアルを詳しく見る」を参照して
ください。
RegisterDevices API を使用してデバイスを登録します。デバイスを所属させるフリートの名前と、デ
バイスの名前を指定します。任意でデバイス、タグ、デバイスに関連付けられた AWS IoT モノオブジェク
トの名前に説明を追加できます。
sagemaker_client.register_devices(
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)

DeviceFleetName="sample-fleet-name",
Devices=[
{
"DeviceName": "sample-device-1",
"IotThingName": "sample-thing-name-1",
"Description": "Device #1"
}
],
Tags=[
{
"Key": "string",
"Value" : "string"
}
],

デバイスを登録する (コンソール)
を使用してデバイスを登録できます。 SageMaker コンソールアットhttps://console.aws.amazon.com/
sagemaker。
1.

の中に SageMaker コンソール、選択Edge Inference次に [エージェント] を選択しますEdge デバイ
ス。

2.

Register devices] (デバイスを登録) を選択します。

3.

[Device properties] (デバイスプロパティ) セクションの [デバイスプロパティ] (デバイスフリート名)
フィールドにデバイスが属するフリートの名前を入力します。[Next] (次へ) を選択します。
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4.

[Device source] (デバイスソース) セクションで、デバイスを 1 つずつ追加します。フリート内の各
デバイスに [Device Name] (デバイス名) を含める必要があります。任意で、説明 ([Description] (説明)
フィールド) と IoT オブジェクト名 ([IoT name] (IoT 名) フィールド) を入力できます。すべてのデバイ
スを追加したら、[Submit] (送信) を選択します。

[Devices] (デバイス) ページには、追加したデバイスの名前、デバイスが属するフリート、登録日時、
最後のハートビート (シグナル受信) の日時、および指定した場合は説明と AWS IoT 名が表示されま
す。
デバイスを選択すると、デバイス名、フリート、ARN、説明、IoT モノオブジェクト名、デバイスの
登録日時、最後のハートビートの日時といったデバイスの詳細が表示されます。

ステータスをチェックする
デバイスまたはフリートが接続され、データをサンプリングしていることを確認します。手動または自動
で定期的にチェックすると、デバイスまたはフリートが適切に動作していることを確認できます。
Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を使用して、ステータスチェックを行うフ
リートを対話的に選択します。また、AWS SDK for Python (Boto3) を使用することもできます 以下では、
デバイスまたはフリートのステータスチェックに使用できる Boto3 のさまざまな API について説明しま
す。ユースケースに最も適した API を使用してください。
• 個々のデバイスをチェックする。
個々のデバイスのステータスをチェックするには、DescribeDevice API を使います。モデルがデバイ
スにデプロイされている場合は、1 つ以上のモデルが含まれたリストが表示されます。
sagemaker_client.describe_device(
DeviceName="sample-device-1",
DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

実行中の DescribeDevice は以下を返します。
{ "DeviceName": "sample-device".
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}

"Description": "this is a sample device",
"DeviceFleetName": "sample-device-fleet",
"IoTThingName": "SampleThing",
"RegistrationTime": 1600977370,
"LatestHeartbeat": 1600977370,
"Models":[
{
"ModelName": "sample-model",
"ModelVersion": "1.1",
"LatestSampleTime": 1600977370,
"LatestInference": 1600977370
}
]

• デバイスのフリートをチェックする。
フリートのステータスをチェックするには、GetDeviceFleetReport API を使用します。デバイスフ
リートの名前を指定して、フリートの概要を取得します。
sagemaker_client.get_device_fleet_report(
DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

• ハートビートをチェックする。
フリート内の各デバイスは、定期的にシグナル(「ハートビート」)を生成します。このハートビートを
使用すると、デバイスが Edge Manager と通信していることを確認できます。最後のハートビートのタ
イムスタンプが更新されない場合は、デバイスに障害が発生している可能性があります。
DescribeDevice API を使用して、デバイスが最後に生成したハートビートを確認します。デバイスの
名前とエッジデバイスが属するフリートの名前を指定します。
sagemaker_client.describe_device(
DeviceName="sample-device-1",
DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

モデルのパッケージ化
SageMaker エッジマネージャーのパッケージングの仕事がAmazonにかかる SageMaker Neo でモデルを
コンパイルし、推論エンジンである Edge Manager エージェントを使用して、モデルのデプロイに必要な
変更を加えます。
トピック
• 前提条件 (p. 2793)
• モデルをPackage 化する (Amazon) SageMakerコンソール) (p. 2795)
• モデルをパッケージ化する (Boto3) (p. 2798)

前提条件
モデルをパッケージ化するには、以下を実行する必要があります。
1.

を使用して機械学習モデルをコンパイルする SageMakerNeo。
コンパイルが済んでいない場合は、以下を使用してモデルをコンパイルします。 SageMaker Neo。モ
デルをコンパイルする方法の詳細については、「Neo でモデルをコンパイルしてデプロイする」を参
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照してください。を初めてお使いになる方向けの情報 SageMaker ネオ、通り抜けてネオエッジデバ
イスをご利用開始にあたって。
2.

コンパイルジョブの名前を取得する。
でモデルをコンパイルしたときに使ったコンパイルジョブ名を指定します。 SageMaker Neo。を開き
ます SageMaker コンソールアットhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/そして選んでくださ
いコンパイルジョブあなたに提出されたコンピレーションのリストを見つけるにはAWSアカウント。
送信されたコンパイルジョブの名前は [Name] (名前) 列にあります。

3.

IAM ARN を取得する。
モデルのダウンロードとアップロード、問い合わせに使用する、IAM ロールの Amazon リソースネー
ム (ARN) が必要です。 SageMaker Neo。
IAM ARN を取得するには、以下のいずれかの方法を実行します。
• プログラムで SageMaker Python SDK
import sagemaker
# Initialize SageMaker Session object so you can interact with AWS resources
sess = sagemaker.Session()
# Get the role ARN
role = sagemaker.get_execution_role()
print(role)
>> arn:aws:iam::<your-aws-account-id>:role/<your-role-name>

の使用方法の詳細については SageMaker Python SDK については、SageMaker Python SDK API。
• AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールを使用する
IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) に移動します。IAM の [Resources] (リ
ソース) セクションで [Roles] (ロール) を選択して、AWSアカウントのロールをリスト表示しま
す。AmazonSageMakerFullAccess、AWSIoTFullAccess、AmazonS3FullAccess を持つ
ロールを選択または作成します。
詳細については、「IAM とは」を参照してください。
4.

S3 バケット URI を把握する。
Neo でコンパイルされたモデル、Edge Manager のパッケージ化ジョブの出力、およびデバイス
フリートからのサンプリングデータを保存するには、1 つ以上の Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) バケット URI が必要です。
Amazon S3 バケットを作成するには、次のいずれかの方法を実行します。
• プログラムで SageMaker Python SDK
セッション中は、デフォルトの Amazon S3 バケットを使用できます。デフォルトのバケットは次
の形式で作成されます。sagemaker-{region}-{aws-account-id}。 を使用してデフォルトの
バケットを作成するには SageMaker Python SDK については、以下を使用します。
import sagemaker
session=sagemaker.create_session()
bucket=session.default_bucket()

• Amazon S3 コンソールの使用
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Amazon S3 コンソールを、以下で開きますhttps://console.aws.amazon.com/s3/そして... を参照し
てくださいS3 バケットを作成する方法にとって step-by-step 手順。

モデルをPackage 化する (Amazon) SageMakerコンソール)
を作成できます SageMaker エッジマネージャーによるパッケージ化ジョブ SageMaker コンソールアッ
トhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。作業を進める前に、前提条件 (p. 2793)を満たしているこ
とを確認してください。
1.

の中に SageMaker コンソール、選択エッジ推論次にを選択しますエッジパッケージングの求人、次
の図に示すように。

2.

[Job properties] (ジョブプロパティ) ページの [Edge packaging job name] (エッジパッケージ化ジョブ
名) で、パッケージ化ジョブの名前を入力します。Edge Manager のパッケージ化ジョブ名では、大文
字と小文字が区別されます。Model name (モデル名) および [Model version] (モデルバージョン) で、
それぞれモデルの名前を入力し、バージョンを指定します。

3.

次に、[IAM role] (IAM ロール) を選択します。ロールを選択か、または AWS がロールを自動的に作成
します。任意で、[Resource key ARN] (リソースキー ARN) と [job tags] (ジョブタグ) を指定します。

4.

[Next] (次へ) を選択します。
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5.

でモデルをコンパイルするときに使ったコンパイルジョブの名前を指定してください SageMaker
Neoコンパイルジョブ名。[Next] (次へ) を選択します。
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6.

[Output configuration] (出力設定) ページで、パッケージ化ジョブの出力を保存する Amazon S3 バケッ
ト URI を入力します。

[Edge packaging jobs] (エッジパッケージ化ジョブ) ページの [Status] (ステータス) 列が [IN
PROGRESS] (進行中) になります。パッケージ化ジョブが完了すると、ステータスは [COMPLETED]
(完了) になります。
パッケージ化ジョブを選択すると、そのジョブの設定に移動します。[Job settings] (ジョブ設定) セク
ションには、ジョブ名、ARN、ステータス、作成時刻、最終更新時刻、パッケージ化ジョブの所要時
間、ロール ARN が表示されます。

2797

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
モデルのパッケージ化

[Input configuration] (入力設定) セクションには、モデルアーティファクトの場所、データの入力設
定、モデルの機械学習フレームワークが表示されます。

7.

[Output configuration] (出力設定) セクションには、パッケージ化ジョブの出力場所、コンパイル済み
のモデルのターゲットデバイス、作成した場合はタグが表示されます。
デバイスフリートの詳細に移動するには、デバイスフリートの名前を選択します。このページには、
デバイスフリートの名前、ARN、説明 (指定した場合)、フリートの作成日、フリートが最後に変更さ
れた時刻、Amazon S3 バケット URI、AWS KMS キー ID (指定した場合)、AWS IoT エイリアス (提供
した場合)、IAM ロールが表示されます。タグを追加した場合、タグは [Device fleet tags] (デバイスフ
リートのタグ) セクションに表示されます。

モデルをパッケージ化する (Boto3)
を作成できます SageMaker エッジマネージャーでのパッケージ化ジョブの実行AWS SDK for Python
(Boto3)。作業を進める前に、前提条件 (p. 2793)を満たしていることを確認してください。
エッジパッケージ化ジョブをリクエストするには、CreateEdgePackagingJob を使います。エッジパッ
ケージングジョブの名前、つまりあなたの名前を提供する必要があります SageMaker Neo のコンパイル
ジョブ、ロールの Amazon リソースネーム (ARN)、モデルの名前、モデルの名前、モデルの名前、モデ
ルの名前、モデルの名前、モデルを保存する Amazon S3 バケット URI。Edge Manager は、ジョブ名と
SageMaker ネオコンパイルジョブ名では大文字と小文字が区別されます。
# Import AWS SDK for Python (Boto3)
import boto3
# Create Edge client so you can submit a packaging job
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name='aws-region')
sagemaker_client.create_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName="edge-packaging-name",
CompilationJobName="neo-compilation-name",
RoleArn="arn:aws:iam::99999999999:role/rolename",
ModelName="sample-model-name",
ModelVersion="model-version",
OutputConfig={
"S3OutputLocation": "s3://your-bucket/",
}
)

エッジパッケージ化ジョブのステータスは、DescribeEdgePackagingJob を使い、エッジパッケージ
化ジョブ名 (大文字と小文字を区別します) を指定することで確認できます。
response = sagemaker_client.describe_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName="edge-packaging-name")

これにより、パッケージ化ジョブのステータスのポーリングに使用できるディクショナリが返されます。
# Optional - Poll every 30 sec to check completion status
import time
while True:
response = sagemaker_client.describe_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName="edge-packaging-name")
if response['EdgePackagingJobStatus'] == 'Completed':
break
elif response['EdgePackagingJobStatus'] == 'Failed':
raise RuntimeError('Packaging job failed')
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print('Packaging model...')
time.sleep(30)
print('Done!')

パッケージ化ジョブのリスト表示については、ListEdgePackagingJobs を使います。この API を使
用すると、特定のパッケージ化ジョブを検索できます。NameContains に名前の一部を指定して、パッ
ケージ化ジョブ名にフィルターを適用します。また、ModelNameContains に名前の一部を指定して、
指定した名前を含むジョブ内のモデルにフィルターを適用します。また、SortBy に並べ替えに使用する
列、SortOrder に並べ替えの順序 (Ascending または Descending) を指定します。
sagemaker_client.list_edge_packaging_jobs(
"NameContains": "sample",
"ModelNameContains": "sample",
"SortBy": "column-name",
"SortOrder": "Descending"
)

パッケージ化ジョブを停止するには、StopEdgePackagingJob を使い、エッジパッケージ化ジョブの名
前を入力します。
sagemaker_client.stop_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName="edge-packaging-name"
)

Edge Manager API の完全なリストについては、Boto3 のドキュメントを参照してください。

Edge Manager エージェント
Edge Manager エージェントはエッジデバイス用の推論エンジンです。エージェントを使用して、エッジ
デバイスにロードされたモデルで予測を行います。エージェントはモデルのメトリクスを収集し、特定の
間隔でデータをキャプチャします。サンプリングデータは Amazon S3 バケットに保存されます。
Edge Manager エージェントをエッジデバイスにインストール、デプロイする方法は 2 つあります。
1. エージェントを Amazon S3 リリースバケットからバイナリファイルとしてダウンロードする。詳細に
ついては、「Edge Manager エージェントを手動でダウンロードして設定する (p. 2799)」を参照してく
ださい。
2. AWS IoT Greengrass V2 コンソールまたは AWS CLI を使用して
aws.greengrass.SageMakerEdgeManager をデプロイする。の作成AWS IoT
GreengrassV2 (p. 2806) を参照してください。

Edge Manager エージェントを手動でダウンロードして設定する
お使いのオペレーティングシステム、アーキテクチャ、AWSリージョン。このエージェントは定期的に更
新されるため、リリース日とバージョンに基づいてエージェントを選択できます。エージェントを取得し
たら、JSON 形式の設定ファイルを作成します。デバイスの IoT モノオブジェクトの名前、フリート名、
デバイスの認証情報、その他のキーバリューのペアを指定します。設定ファイルで指定する必要がある
キーの完全なリストについては、「Edge マネージャーエージェントの実行 (p. 2801)」を参照してくださ
い。エージェントは、実行可能バイナリファイルとして実行することも、動的共有オブジェクト (DSO) と
してリンクすることもできます。

エージェントの仕組み
エージェントはデバイスの CPU で実行されます。エージェントはコンパイルジョブ中に指定したター
ゲットデバイスのフレームワークとハードウェアで推論を実行します。例えば、Jetson Nano のモデルを
コンパイルした場合、エージェントは指定された深層学習ランタイム (DLR) の GPU をサポートします。
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エージェントは、サポート対象のオペレーティングシステム向けに、バイナリ形式でリリースされます。
お使いのオペレーティングシステムがサポートされ、次の表にある OS の最小要件を満たしていることを
確認します。
Linux
バージョン: Ubuntu 18.04
サポートされているバイナリ形式: x86-64 ビット (ELF バイナリ) と ARMv8 64 ビット (ELF バイナリ)
Windows
バージョン: Windows 10 バージョン 1909
サポートされているバイナリ形式: x86-32 ビット (DLL) と x86-64 ビット (DLL)

Edge マネージャーエージェントのインストール
Edge Manager エージェントを使用するには、まずリリースアーティファクトとルート証明書を取得す
る必要があります。リリースアーティファクトは、us-west-2 リージョンの Amazon S3 バケットに保
存されています。このアーティファクトをダウンロードするには、オペレーティングシステム (<OS>) と
<VERSION> を指定します。
お使いのオペレーティングシステムに基づいて、<OS> を以下のいずれかに置き換えます。
Windows 32 ビット

Windows 64 ビット

Linux x86-64

Linux ARMv8

windows-x86

windows-x64

linux-x64

linux-armv8

VERSION は <MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>-<SHA-7> の 3 つのコンポーネントに分かれており、
それぞれ次を表します。
• <MAJOR_VERSION>: リリースのバージョン。現在、リリースバージョンは 1 に設定されています。
• <YYYY-MM-DD>: アーティファクトリリースのタイムスタンプ。
• <SHA-7>: リリースのビルド元のリポジトリコミット ID。
<MAJOR_VERSION> とタイムスタンプ (YYYY-MM-DD の形式) で指定する必要があります。最新のタイム
スタンプを持つリリースアーティファクトを使用することをお勧めします。
コマンドラインで次のコマンドを実行して、最新のタイムスタンプを取得します。<OS> をお使いのオペ
レーティングシステムに置き換えます。
aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-<OS>/Releases/ | sort -r

例えば、Windows 32 ビット OS を使用している場合は、以下を実行します。
aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/Releases/ | sort -r

これにより、次が返されます。
2020-12-01 23:33:36 0
PRE 1.20201218.81f481f/
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PRE 1.20201207.02d0e97/

この例で返された出力には、2 つのリリースアーティファクトが表示されています。最初のリリースアー
ティファクトファイルには、リリースバージョンのメジャーリリースバージョンが1、のタイムスタン
プ20201218(YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-81f481fSHA-7 コミット ID。

Note
前述のコマンドは、AWS Command Line Interface が設定済みであることを前提としていま
す。AWS CLI が AWS とやり取りする設定を設定する方法の詳細については、「AWS の設定」
を参照してください。
お使いのオペレーティングシステムに基づいて次のコマンドを使い、アーティファクトをインストールし
ます。
Windows 32-bit
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.zip .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

Windows 64-bit
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x64/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.zip .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x64/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

Linux x86-64
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.tgz .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

Linux ARMv8
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.tgz .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

また、ルート証明書をダウンロードする必要があります。エッジデバイスにロードする前に、AWS が署名
したモデルアーティファクトをこの証明書が検証します。
<OS> をお使いのプラットフォーム (サポートされているオペレーティングシステムのリストに記載) に応
じて置き換え、<REGION> をお使いの AWS リージョンに置き換えます。
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-<OS>/
Certificates/<REGION>/<REGION>.pem .

Edge マネージャーエージェントの実行
を実行できます SageMaker Edge Manager エージェントは、Executable and Linkable Format (ELF) の実
行可能なバイナリファイル形式でスタンドアロンプロセスとして使用するか、エージェントに動的共有オ
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ブジェクト (.dll) としてリンクできます。Linux は、スタンドアロンの実行可能なバイナリファイルとして
実行することをサポートしており、推奨モードです。Windows では、共有オブジェクト (.dll) としての実
行をサポートしています。
Linux では、初期化 (init) システムの一部であるサービスを使用してバイナリファイルを実行することを
お勧めします。バイナリを直接実行する場合は、次の例のように、ターミナルを使います。最新の OS を
使用している場合は、エージェントを実行する前に他のものをインストールする必要はありません。すべ
ての要件が実行可能ファイルに静的に組み込まれているため、エージェントはターミナルで、サービスと
して、またはコンテナ内で柔軟に実行できます。
エージェントを実行するには、まず JSON 形式の設定ファイルを作成します。次のキーバリューのペアを
指定します。
• sagemaker_edge_core_device_name: デバイスの名前。このデバイス名はデバイスフリートととも
に、 SageMaker Edge Manager コンソール。
• sagemaker_edge_core_device_fleet_name: デバイスが属するフリートの名前。
• sagemaker_edge_core_region:AWSデバイス、フリート、Amazon S3 バケットに関連付けられた
リージョン。これは、デバイスが登録され、Amazon S3 バケットが作成されたリージョンと一致します
(同じであることが予想されます)。モデル自体をコンパイルできます SageMaker Neo が別のリージョン
にあるため、この構成はモデルコンパイルのリージョンとは関係ありません。
• sagemaker_edge_core_root_certs_path: ルート証明書へのフォルダの絶対パス。これは、関連す
る AWS アカウントがあるデバイスの検証に使用されます。
• sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file: Amazon ルート CA 証明書への絶対パス
(AmazonRootca1.pem)。これは、関連する AWS アカウントがあるデバイスの検証に使用されま
す。AmazonCA は AWS が所有する証明書です。
• sagemaker_edge_provider_aws_cert_file: AWS IoT ルート証明書 (*.pem.crt) へのフォルダ
の絶対パス。
• sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file: AWS IoT プライベートキー (*.pem.key) への絶
対パス。
• sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint: AWS IoT 認証情報エンドポイント
(identifier.iot.region.amazonaws.com)。このエンドポイントは、認証情報の検証に使用されま
す。詳細については、「デバイスの AWS IoT への接続」を参照してください。
• sagemaker_edge_provider_provider: これは、プロバイダーインターフェイスの実装を使用して
いることを示します。プロバイダーインターフェイスは、アップロード、ハートビート、登録の検証の
ためにエンドネットワークサービスと通信します。デフォルトでは、"Aws" に設定されています。プ
ロバイダーインターフェイスのカスタム実装もできます。に設定できますNoneプロバイダーなしまた
はCustom関連する共有オブジェクトパスを提供したカスタム実装用。
• sagemaker_edge_provider_provider_path: プロバイダーが実装する共有オブジェクト (.so ファ
イルまたは.dll ファイル) への絶対パスを指定します。-"Aws"プロバイダの.dll ファイルまたは.so ファ
イルは、エージェントのリリースで提供されます。これは必須フィールドです。
• sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name: Amazon S3 バケットの名前 (Amazon S3 バケット
URI ではありません)。バケットの名前には文字列 sagemaker が含まれている必要があります。
• sagemaker_edge_log_verbose(ブール値)。 ): オプション。これにより、デバッグログの設定です。
[True] または [False] のいずれかを選択します。
• sagemaker_edge_telemetry_libsystemd_path: (Linux のみ) systemd はエージェントのクラッ
シュカウンタのメトリクスを実装します。libsystemd の絶対パスを設定して、クラッシュカウンタの
メトリクスを有効にします。デフォルトの libsystemd パスは、以下を実行することで見つけられま
す。whereis libsystemdデバイス端末で。
• sagemaker_edge_core_capture_data_destination: キャプチャデータをアップロードする場所
(送信先)。["Cloud"] または ["Disk"] のいずれかを選択します。デフォルトでは "Disk" に設定されて
います。をに設定します"Disk"入出力テンソルと補助データをローカルファイルシステムの任意の場所
に書き込みます。"Cloud" に書き込む場合、sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name 設定で
指定された Amazon S3 バケット名が使用されます。

2802

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Edge Manager エージェント

• sagemaker_edge_core_capture_data_disk_path: 次の場合にキャプチャデータファイルが書き
込まれるローカルファイルシステムの絶対パスを設定します"Disk"送信先です。"Cloud" が送信先と
して指定されている場合は、このフィールドは使用されません。
• sagemaker_edge_core_folder_prefix: Amazon S3 の親プレフィックス。キャプチャデータの送
信先 (sagemaker_edge_core_capture_data_disk_path)) に "Cloud" を指定した場合は、ここ
にキャプチャデータが保存されます。"Disk" がデータの送信先として設定されている場合、キャプ
チャしたデータは sagemaker_edge_core_capture_data_disk_path のサブフォルダに保存され
ます。
• sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size(整数値): キャプチャデータの循環バッファ
サイズ。これは、バッファに保存されているリクエストの最大件数を示します。
• sagemaker_edge_core_capture_data_batch_size(整数値): キャプチャデータのバッ
チサイズ。これは、バッファで処理されるリクエストのバッチサイズを示します。この値
は、sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size 以下にする必要があります。バッチサ
イズをバッファのサイズを最大値の半分にすることをお勧めします。
• sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds(整数値): キャプチャデータのプッ
シュ期間 (秒) です。バッファ内のリクエストのバッチは、バッファにバッチのリクエストがある場合、
またはこの期間が完了したとき (どちらか早いほう) に処理されます。この設定では、その期間を設定し
ます。
• sagemaker_edge_core_capture_data_base64_embed_limit: キャプチャデータのアップロード
制限 (バイト)。整数値。
設定ファイルは、次のような形式で独自の値を指定したものです。この例では、デフォルトを使用してい
ますAWSプロバイダー ("Aws") で、定期的なアップロードは指定していません。
{

"sagemaker_edge_core_device_name": "device-name",
"sagemaker_edge_core_device_fleet_name": "fleet-name",
"sagemaker_edge_core_region": "region",
"sagemaker_edge_core_root_certs_path": "<Absolute path to root certificates>",
"sagemaker_edge_provider_provider": "Aws",
"sagemaker_edge_provider_provider_path" : "/path/to/libprovider-aws.so",
"sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file": "<Absolute path to Amazon Root CA
certificate>/AmazonRootCA1.pem",
"sagemaker_edge_provider_aws_cert_file": "<Absolute path to AWS IoT signing root
certificate>/device.pem.crt",
"sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file": "<Absolute path to AWS IoT private key.>/
private.pem.key",
"sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint": "https://<AWS IoT Endpoint Address>",
"sagemaker_edge_core_capture_data_destination": "Cloud",
"sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name": "sagemaker-bucket-name",
"sagemaker_edge_core_folder_prefix": "Amazon S3 folder prefix",
"sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size": 30,
"sagemaker_edge_core_capture_data_batch_size": 10,
"sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds": 4000,
"sagemaker_edge_core_capture_data_base64_embed_limit": 2,
"sagemaker_edge_log_verbose": false
}

リリースアーティファクトには、というバイナリ実行ファイルが含まれていま
す。sagemaker_edge_agent_binary()/binディレクトリ。バイナリファイルを実行するには、-a フ
ラグを使用して、選択したディレクトリにソケットファイル記述子 (.sock) を作成し、-c フラグを使用し
て作成した、エージェントの JSON 形式の設定ファイルのパスを指定します。
./sagemaker_edge_agent_binary -a <ADDRESS_TO_SOCKET> -c <PATH_TO_CONFIG_FILE>

次の例は、ディレクトリとファイルパスを指定したコードスニペットを示しています。
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./sagemaker_edge_agent_binary -a /tmp/sagemaker_edge_agent_example.sock -c
sagemaker_edge_config.json

この例では、/tmp ディレクトリに sagemaker_edge_agent_example.sock という名前の
ソケットファイル記述子が作成され、エージェントと同じ作業ディレクトリにある設定ファイル
sagemaker_edge_config.json を指定します。

を使用してモデルPackage と Edge Manager エージェントをデ
プロイするAWS IoT Greengrass
SageMaker Edge Manager 統合AWS IoT Greengrassバージョン 2 を使用すると、Edge Manager
エージェントとモデルのアクセス、保守、デバイスへのデプロイが簡単になります。なしAWS IoT
GreengrassV2、使用するデバイスとフリートのセットアップ SageMaker Edge Manager では、Amazon
S3 リリースバケットから Edge Manager エージェントを手動でコピーする必要があります。エージェ
ントを使用して、エッジデバイスにロードされたモデルで予測を行います。とAWS IoT GreengrassV2
SageMaker エッジマネージャーの統合、使用できますAWS IoT GreengrassV2 コンポーネント。コン
ポーネントは構築済みのソフトウェアモジュールで、エッジデバイスと AWS サービスまたはサードパー
ティーサービスとの AWS IoT Greengrass を介した接続を可能にします。
をインストールする必要がありますAWS IoT Greengrass使用したい場合はコアソフトウェアをデバイ
スにAWS IoT GreengrassV2 を使用して Edge Manager エージェントとモデルをデプロイします。デバ
イスの要件とデバイスの設定方法の詳細については、AWS IoT Greengrass ドキュメントの「AWS IoT
Greengrass コアデバイスを設定する」を参照してください。
次の 3 つのコンポーネントを使用して Edge Manager エージェントをデプロイします。
• 事前構築済み公開コンポーネント: SageMakerパブリック Edge Manager コンポーネントを維持しま
す。
• 自動生成されたプライベートコンポーネント: 非公開コンポーネントは、CreateEdgePackagingJob
API を使用して機械学習モデルをパッケージ化し、Edge Manager API の [PresetDeploymentType]
フィールドに GreengrassV2Component を指定すると自動生成されます。
• カスタムコンポーネント: これは、デバイスで前処理と推論を行う推論アプリケーションです。このコ
ンポーネントは作成する必要があります。次のいずれかを参照してください??? (p. 2807)() SageMaker
Edge Manager ドキュメントまたはカスタムを作成するAWS IoT Greengrass部品()AWS IoT Greengrass
カスタムコンポーネントを作成する方法の詳細については、ドキュメントを参照してください。

前提条件
SageMaker Edge Manager の用途AWS IoT GreengrassV2 を使用すると、コンポーネントを使用し
て、Edge Manager エージェント、機械学習モデル、推論アプリケーションのデバイスへのデプロイを簡
素化します。AWS IAM ロールの保守を簡単にするために、Edge Manager では既存の AWS IoT ロール
エイリアスを再利用できます｡ 既存のものがない場合、Edge Manager が Edge Manager のパッケージ化
ジョブの一部としてロールエイリアスを生成します。で生成されたロールエイリアスは、に関連付ける必
要はありません。 SageMaker エッジマネージャーのパッケージングジョブをAWS IoTロール。
開始する前に、以下の前提条件を満たす必要があります。
1. AWS IoT Greengrass Core ソフトウェアをインストールします。詳細については、「AWS IoT
Greengrass Core ソフトウェアをインストールする」を参照してください。
2. AWS IoT Greengrass V2 をセットアップする。詳細については、「リソースの手動プロビジョニングに
よって AWS IoT Greengrass コアソフトウェアをインストールする」を参照してください。

Note
• AWS IoT モノオブジェクトの名前がすべて小文字であること、ダッシュ (‐、使用は任意) 以
外の特殊文字が含まれていないことを確認してください。

2804

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Edge Manager エージェント

• IAM ロール名は「SageMaker*」で始まる必要があります。
3. AWS IoT Greengrass V2 のセットアップ中に作成された IAM ロールに、次の許可とインラインポリ
シーをアタッチします。します。
• IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) に移動します。
• [Search] (検索) フィールドにロール名を入力して、作成したロールを検索します。
• ロールを選択します。
• 次に、[Attach policies] (ポリシーをアタッチ) を選択します。
• AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy を検索します。
• 選択AmazonSageMakerFullAccess(これは任意のステップで、この IAM ロールをモデルのコンパイル
とパッケージ化で簡単に再利用できるようにするものです)。
• [Add inline policy] (インラインポリシーの追加) を選択します。
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"GreengrassComponentAccess",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"greengrass:CreateComponentVersion",
"greengrass:DescribeComponent"
],
"Resource":"*"
}
]

• [ポリシーのアタッチ] を選択します。
• 選択してください信頼関係。
• [Edit trust relationship] (信頼関係の編集) をクリックします。
• 内容を以下のものと置き換えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "credentials.iot.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

4. Edge Manager のデバイスフリートを作成します。フリートを作成する方法については、「デバイスと
フリートをセットアップする (p. 2787)」を参照してください。
5. お使いのデバイスを AWS IoT Greengrass V2 のセットアップ中に作成された AWS IoT モノオブジェク
トと同じ名前で登録します。
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6. AWS IoT Greengrass カスタムプライベートコンポーネントを 1 つ以上作成します。このコンポーネン
トはデバイスで推論を実行するアプリケーションです。詳細については、次を参照してください。Hello
World カスタムコンポーネントを作成する (p. 2807)

Note
• - SageMaker Edge Manager とAWS IoT Greengrass統合は次の場合のみ有効ですAWS IoT
Greengrassv2
• AWS IoT のモノオブジェクト名と Edge Manager のデバイス名が同じである必要があります。
• SageMaker Edge Manager がローカルに読み込まれないAWS IoT証明書とお電話ください
AWS IoT認証情報プロバイダーのエンドポイントを直接。このような場合はを使用します。
SageMaker Edge Manager では、AWS IoT Greengrassv2 TokenExchangeService また、TES
エンドポイントから一時的な認証情報を取得します。

の作成AWS IoT GreengrassV2
AWS IoT Greengrass はコンポーネントを使います。これは、AWS IoT Greengrass コアデバイスにデプロ
イされ、実行されるソフトウェアモジュールです。少なくとも 3 つのコンポーネントが必要になります。
1. Edge Manager エージェントAWS IoT Greengrass成分Edge Manager エージェントバイナリをデプロイ
します。
2. モデルコンポーネントこれは、機械学習モデルを次のいずれかを使用してパッケージ化すると自動生成
されますAWS SDK for Python (Boto3)API または SageMaker コンソール。詳細については、「自動生
成コンポーネントの作成 (p. 2806)」を参照してください。
3. 非公開カスタムコンポーネントEdge Manager エージェントクライアントアプリケーションを実装し、
推論結果の前処理と後処理を行います。カスタムコンポーネントを作成する方法の詳細については、
「自動生成コンポーネントの作成 (p. 2806)」または「カスタム AWS IoT Greengrass コンポーネント
を作成する」を参照してください。

自動生成コンポーネントの作成
を使用してモデルコンポーネントを生成します。CreateEdgePackagingJobAPI と指
定GreengrassV2Componentのための SageMaker エッジマネージャーのパッケージ化ジョブ API
フィールドPresetDeploymentType。あなたが電話するときCreateEdgePackagingJobAPI、
エッジマネージャーが SageMakerAmazon S3 でモデルをコンパイルし、モデルコンポーネントを作
成します。このモデルコンポーネントはお使いのアカウントに自動的に保存されます。AWS IoT コ
ンソール (https://console.aws.amazon.com/iot/) に移動すると、任意のコンポーネントを表示できま
す。[Greengrass] を選択し、次に [Core] (コア) デバイスを選択します。このページには、お使いの
アカウントに関連付けられた AWS IoT Greengrass コアデバイスのリストがあります。モデルコン
ポーネント名がで指定されていない場合PresetDeploymentConfig、生成されるデフォルト名は
次のようになります。"SagemakerEdgeManager"と Edge Manager エージェントのパッケージ化
ジョブの名前。次の例では、Edge Manager にを指定してAWS IoT GreengrassV2 コンポーネント
とCreateEdgePackagingJobAPI。
import sagemaker
import boto3
# Create a SageMaker client object to make it easier to interact with other AWS services.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region=<YOUR_REGION>)
# Replace with your IAM Role ARN
sagemaker_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/*"
# Replace string with the name of your already created S3 bucket.
bucket = 'edge-manager-demo-bucket'
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# Specify a name for your edge packaging job.
edge_packaging_name = "edge_packag_job_demo"
# Replace the following string with the name you used for the SageMaker Neo compilation
job.
compilation_job_name = "getting-started-demo"
# The name of the model and the model version.
model_name = "sample-model"
model_version = "1.1"
# Output directory in S3 where you want to store the packaged model.
packaging_output_dir = 'packaged_models'
packaging_s3_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, packaging_output_dir)
# The name you want your Greengrass component to have.
component_name = "SagemakerEdgeManager" + edge_packaging_name
sagemaker_client.create_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName=edge_packaging_name,
CompilationJobName=compilation_job_name,
RoleArn=sagemaker_role_arn,
ModelName=model_name,
ModelVersion=model_version,
OutputConfig={
"S3OutputLocation": packaging_s3_output,
"PresetDeploymentType":"GreengrassV2Component",
"PresetDeploymentConfig":"{\"ComponentName\":\"sample-componentname\", \"ComponentVersion\":\"1.0.2\"}"
}
)

また、を使用して自動生成されたコンポーネントを作成できます。 SageMaker コンソール。モデルを
Package 化する (Amazon) SageMakerコンソール) (p. 2795) の手順 1 ～ 6 に従います。
パッケージ化ジョブの出力を保存する Amazon S3 バケット URI を入力します。任意で、暗号化キーも入
力できます。
以下を実行して、モデルコンポーネントを作成します。
1. [Preset deployment] (デプロイの事前設定) を選択します。
2. [Component name] (コンポーネント名) フィールドにコンポーネントの名前を指定します。
3. 任意で、コンポーネントの説明、コンポーネントのバージョン、プラットフォーム OS、また
はプラットフォームアーキテクチャを、それぞれ [Component description] (コンポーネントの
説明)、[Component version] (コンポーネントバージョン)、[Platform OS] (プラットフォーム
OS)、[Platform architecture] (プラットフォームアーキテクチャ) に指定できます。
4. [Submit] (送信) を選択します。

Hello World カスタムコンポーネントを作成する
エッジデバイスでの推論の実行には、カスタムアプリケーションコンポーネントが使用されます。コン
ポーネントはモデルを読み込みます SageMaker Edge Manager は、推論実行のために Edge Manager
エージェントを呼び出し、コンポーネントのシャットダウン時にモデルをアンロードします。コンポー
ネントを作成する前に、エージェントとアプリケーションが Edge Manager と通信できることを確認し
ます。これを行うには、gRPC を設定します。Edge Manager エージェントは、Protobuf Buffers および
gRPC サーバーで定義されたメソッドを使用して、エッジデバイス上のクライアントアプリケーションと
クラウドの通信を確立します。
gRPC を使用するには、以下を行う必要があります。
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1. Amazon S3 リリースバケットから Edge Manager エージェントをダウンロードするときに提供され
る .proto ファイルを使用して gRPC スタブを作成する。
2. 任意の言語でクライアントコードを記述する。
.proto ファイルでサービスを定義する必要はありません。サービスの .proto ファイルは、Amazon S3 リ
リースバケットから Edge Manager エージェントのリリースバイナリファイルをダウンロードすると、圧
縮された tar ファイルが含まれます。
ホストマシンに gRPC とその他の必要なツールをインストールし、gRPC スタブを作成しま
す。agent_pb2_grpc.pyそしてagent_pb2.pyPython で。agent.proto がローカルディレクトリに
あることを確認します。
%%bash
pip install grpcio
pip install grpcio-tools
python3 -m grpc_tools.protoc --proto_path=. --python_out=. --grpc_python_out=. agent.proto

上のコードは、.proto サービス定義から gRPC クライアントおよびサーバーインターフェイスを生成しま
す。つまり、Python で gRPC モデルを作成します。API ディレクトリには、エージェントと通信するため
の Protobuf 仕様があります。
次に、gRPC API を使用して、サービス用のクライアントとサーバーを作成します (2)。次のスクリプトの
サンプル edge_manager_python_example.py では、Python を使用して、エッジデバイスで yolov3
モデルをロード、リスト、アンロードします。
import grpc
from PIL import Image
import agent_pb2
import agent_pb2_grpc
import os
model_path = '<PATH-TO-SagemakerEdgeManager-COMPONENT>'
agent_socket = 'unix:///tmp/aws.greengrass.SageMakerEdgeManager.sock'
agent_channel = grpc.insecure_channel(agent_socket, options=(('grpc.enable_http_proxy',
0),))
agent_client = agent_pb2_grpc.AgentStub(agent_channel)
def list_models():
return agent_client.ListModels(agent_pb2.ListModelsRequest())
def list_model_tensors(models):
return {
model.name: {
'inputs': model.input_tensor_metadatas,
'outputs': model.output_tensor_metadatas
}
for model in list_models().models
}
def load_model(model_name, model_path):
load_request = agent_pb2.LoadModelRequest()
load_request.url = model_path
load_request.name = model_name
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return agent_client.LoadModel(load_request)
def unload_model(name):
unload_request = agent_pb2.UnLoadModelRequest()
unload_request.name = name
return agent_client.UnLoadModel(unload_request)
def predict_image(model_name, image_path):
image_tensor = agent_pb2.Tensor()
image_tensor.byte_data = Image.open(image_path).tobytes()
image_tensor_metadata = list_model_tensors(list_models())[model_name]['inputs'][0]
image_tensor.tensor_metadata.name = image_tensor_metadata.name
image_tensor.tensor_metadata.data_type = image_tensor_metadata.data_type
for shape in image_tensor_metadata.shape:
image_tensor.tensor_metadata.shape.append(shape)
predict_request = agent_pb2.PredictRequest()
predict_request.name = model_name
predict_request.tensors.append(image_tensor)
predict_response = agent_client.Predict(predict_request)
return predict_response
def main():
try:
unload_model('your-model')
except:
pass
print('LoadModel...', end='')
try:
load_model('your-model', model_path)
print('done.')
except Exception as e:
print()
print(e)
print('Model already loaded!')
print('ListModels...', end='')
try:
print(list_models())
print('done.')
except Exception as e:
print()
print(e)
print('List model failed!')
print('Unload model...', end='')
try:
unload_model('your-model')
print('done.')
except Exception as e:
print()
print(e)
print('unload model failed!')
if __name__ == '__main__':
main()

サンプルと同じコードを使用する場合は、モデルを含む AWS IoT Greengrass コンポーネントの名前を
model_path が指定していることを確認します。
gRPC スタブを生成し、Hello World コードの準備ができたら、AWS IoT Greengrass V2 の Hello World コ
ンポーネントを作成できます。そのためには、次の操作を行います。
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• Amazon S3 バケットに
edge_manager_python_example.py、agent_pb2_grpc.py、agent_pb2.py をアップロード
し、Amazon S3 パスを書き留めます。
• AWS IoT Greengrass V2 コンソールで非公開コンポーネントを作成し、コンポーネントのレシピを定義
します。次のレシピで、Hello World アプリケーションと gRPC スタブの Amazon S3 URI を指定しま
す。
--RecipeFormatVersion: 2020-01-25
ComponentName: com.sagemaker.edgePythonExample
ComponentVersion: 1.0.0
ComponentDescription: Sagemaker Edge Manager Python example
ComponentPublisher: Amazon Web Services, Inc.
ComponentDependencies:
aws.greengrass.SageMakerEdgeManager:
VersionRequirement: '>=1.0.0'
DependencyType: HARD
Manifests:
- Platform:
os: linux
architecture: "/amd64|x86/"
Lifecycle:
install: |apt-get install python3-pip
pip3 install grpcio
pip3 install grpcio-tools
pip3 install protobuf
pip3 install Pillow
run:
script: |python3 {{artifacts:path}}/edge_manager_python_example.py
Artifacts:
- URI: <code-s3-path>
- URI: <pb2-s3-path>
- URI: <pb2-grpc-s3-path>

Hello World のレシピを作成する方法については、AWS IoT Greengrass ドキュメントの「最初のコンポー
ネントを作成する」を参照してください。

コンポーネントをデバイスにデプロイします。
AWS IoT コンソールまたは AWS CLI を使用して、コンポーネントをデプロイします。

コンポーネントをデプロイするには (コンソール)
AWS IoT コンソールを使用して、AWS IoT Greengrass コンポーネントをデプロイします。
1. AWS IoT Greengrass コンソール (https://console.aws.amazon.com/iot/) のナビゲーションメニュー
で、[Deployments] (デプロイ) を選択します。
2. [Components] (コンポーネント) ページの [Public components] (公開コンポーネント) タブで、
[aws.greengrass.SageMakerEdgeManager] を選択します。
3. [aws.greengrass.SageMakerEdgeManager] ページで、[Deploy] (デプロイ) を選択します。
4. Add to deployment で、次のいずれかを選択します。
a. ターゲットデバイスにある既存のデプロイにこのコンポーネントをマージするには、[Add to existing
deployment] (既存のデプロイに追加) をクリックし、修正するデプロイを選択します。
b. ターゲットデバイスに新しいデプロイを作成するには、[Create new deployment] (新しいデプロイの
作成) を選択します。デバイスに既存のデプロイがある場合は、このステップを選択すると既存のデ
プロイが置き換えられます。
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5. [Specify device state] (ターゲットを指定) ページで、次を実行します。
a. [Deployment information] (デプロイ情報) で、デプロイの名前を入力または変更して、わかりやすく
します。
b. [Deployment targets] (デプロイターゲット) でデプロイのターゲットを選択し、[Next] (次へ) を選択
します。既存のデプロイを修正する場合は、デプロイターゲットを変更できません。
6. [Select components] (コンポーネントを選択) ページの [My components] (自分のコンポーネント) で、以
下を選択します。
• com.<CUSTOM-COMPONENT-NAME>
• aws.greengrass.SageMakerEdgeManager
• SagemakerEdgeManager。<YOUR-PACKAGING-JOB>
7. 上にコンポーネントを設定するページ、選択com.greengrass。SageMakerEdgeManagerを選択し、次
を行います。
a. [Configure component] (コンポーネントを設定) を選択します。
b. [Configuration update] (設定を更新) の [Configuration to merge] (マージの設定) で、次の設定を入力
します。
{
}

"DeviceFleetName": "device-fleet-name",
"BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"

device-fleet-name を作成したエッジデバイスフリートの名前に置き換え、DOC-EXAMPLEBUCKET をデバイスフリートに関連付けられた Amazon S3 バケットの名前に置き換えます。
c. [Confirm] (確認)、[Next] (次へ) の順に選択します。
8. [Configure advanced settings] (詳細設定) ページはデフォルト設定のままにし、[Next] (次へ) を選択しま
す。
9. [Review] ページで、[デプロイ] を選択します。

コンポーネントをデプロイするには (AWS CLI)
1. の作成 deployment.jsonのデプロイメント設定を定義するファイル SageMaker Edge Manager コン
ポーネント。このファイルは、次の例のようになります。
{

"targetArn":"targetArn",
"components": {
"aws.greengrass.SageMakerEdgeManager": {
"componentVersion": 1.0.0,
"configurationUpdate": {
"merge": {
"DeviceFleetName": "device-fleet-name",
"BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
}
}
},
"com.greengrass.SageMakerEdgeManager.ImageClassification": {
"componentVersion": 1.0.0,
"configurationUpdate": {
}
},
"com.greengrass.SageMakerEdgeManager.ImageClassification.Model": {
"componentVersion": 1.0.0,
"configurationUpdate": {
}
},
}
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}

• [targetArn] フィールドで targetArn をデプロイのターゲット (モノまたはモノのグループ) の
Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。形式は以下のとおりです。
• モノ: arn:aws:iot:region:account-id:thing/thingName
• モノのグループ: arn:aws:iot:region:account-id:thinggroup/thingGroupName
• [merge] フィールドで、device-fleet-name を作成したエッジデバイスフリートの名前に置き換
え、DOC-EXAMPLE-BUCKET をデバイスフリートに関連付けられた Amazon S3 バケットの名前に置
き換えます。
• 各コンポーネントのコンポーネントバージョンを、使用可能な最新のバージョンに置き換えます。
2. 次のコマンドを実行して、デバイスにコンポーネントをデプロイします。
aws greengrassv2 create-deployment \
--cli-input-json file://path/to/deployment.json

デプロイには数分かかる場合があります。次のステップでは、コンポーネントログをチェックして、デプ
ロイが正常に完了したことを確認し、推論結果を表示します。
コンポーネントを個々のデバイスまたはデバイスのグループにデプロイする方法の詳細については、デプ
ロイAWS IoT Greengrassコンポーネントからデバイスに。

を使用してモデルPackage を直接デプロイする SageMaker Edge
Manager デプロイ API
SageMaker Edge Managerが提供するデプロイAPIを使用すると、モデルをデバイスターゲットにデプロ
イせずにデプロイできますAWS IoT Greengrass。ファームウェアの更新やアプリケーションの展開メカ
ニズムとは無関係にモデルを更新したい場合に便利です。API を使用してエッジデプロイを CI/CD ワーク
フローに統合し、モデルの正確性を検証したらモデルを自動的にデプロイできます。このAPIには便利な
ロールバックオプションと段階的ロールアウトオプションも用意されており、幅広いロールアウトの前に
モデルが特定の環境でうまく機能することを確認できます。
Edge Manager デプロイ API を使用するには、まずモデルをコンパイルしてパッケージ化します。モデル
をコンパイルしてパッケージ化する方法の詳細については、「」を参照してください。モデルをトレーニ
ング、コンパイル、パッケージ化する (p. 2775)。本ガイドの以下のセクションでは、以下を使用してエッ
ジデプロイを作成する方法を示します。 SageMaker API。モデルをコンパイルしてパッケージ化した後で
す。
トピック
• エッジデプロイプランを作成する (p. 2812)
• エッジデプロイを開始する (p. 2813)
• デプロイのステータスの確認 (p. 2813)

エッジデプロイプランを作成する
エッジデプロイプランは、CreateEdgeDeploymentPlanAPI。デプロイ計画には複数の段階がありま
す。エッジデバイスのサブセットにデプロイをロールアウトするように各ステージを設定できます (パー
センテージまたはデバイス名別)。また、ロールアウトの失敗を各段階でどのように処理するかを設定する
こともできます。
次のコードスニペットは、コンパイル済みのパッケージモデルを 2 つの特定の Edge デバイスにデプロイ
するための 1 ステージのエッジデプロイ計画を作成する方法を示しています。
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import boto3
client = boto3.client("sagemaker")
client.create_edge_deployment_plan(
EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name",
DeviceFleetName="device-fleet-name",
ModelConfigs=[
{
"EdgePackagingJobName": "edge-packaging-job-name",
"ModelHandle": "model-handle"
}
],
Stages=[
{
"StageName": "stage-name",
"DeviceSelectionConfig": {
"DeviceSubsetType": "SELECTION",
"DeviceNames": ["device-name-1", "device-name-2"]
},
"DeploymentConfig": {
"FailureHandlingPolicy": "ROLLBACK_ON_FAILURE"
}
}
]
)

特定のデバイスの代わりに、フリート内の特定のデバイスにモデルを展開する場合は、次の値を設定し
ます。DeviceSubsetTypeに"PERCENTAGE"そして交換してください"DeviceNames": ["devicename-1", "device-name-2"]と"Percentage": desired-percentage上の例で。
ステージは、次の方法でデプロイ計画を作成した後に追加できますCreateEdgeDeploymentStageAPI。テ
ストロールアウトの成功を検証した後に新しいステージのロールアウトを開始したい場合に使用します。
デプロイステージの詳細については、「」を参照してください。DeploymentStage。

エッジデプロイを開始する
デプロイ計画とデプロイステージを作成したら、StartEdgeDeploymentStageAPI。
client.start_edge_deployment_stage(
EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name",
StageName="stage-name"
)

デプロイのステータスの確認
エッジデプロイのステータスは、DescribeEdgeDeploymentPlanAPI。
client.describe_edge_deployment_plan(
EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name"
)

モデルを管理する
Edge Manager エージェントは、一度に複数のモデルをロードし、エッジデバイスにロードされたモデル
を使用して推論できます。エージェントがロードできるモデルの数は、デバイスが使用できるメモリに
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よって決まります。エージェントはモデルの署名を検証し、エッジパッケージ化ジョブによって生成され
たすべてのアーティファクトをメモリにロードします。このステップでは、他のバイナリファイルととも
に、前のステップで説明した必要な証明書すべてをインストールする必要があります。モデルの署名を検
証できない場合、それに応じたリターンコードと理由を返し、モデルのロードは失敗します。
SageMaker Edge Manager エージェントは、エッジデバイスにコントロールプレーン API とデータプレー
ン API を実装するモデル管理 API のリストを提供します。このドキュメントを読み、以下で説明する API
の基本的な使い方を示すクライアント実装のサンプルを確認することをお勧めします。
proto ファイルは、リリースアーティファクトの一部としてリリース tarball の中にあります。このドキュ
メントでは、この proto ファイルにリストされている API の使い方をリスト表示して説明します。

Note
ある one-to-one Windows リリースのこれらの API と、C# でのアプリケーション実装のサンプル
コードは Windows のリリースアーティファクトと共有されます。以下の手順は、エージェントを
スタンドアロンプロセスとして実行するためのもので、Linux のリリースアーティファクトを対象
としています。
OS に基づいてアーカイブを抽出します。場所VERSIONは、3 つのコンポーネントに分かれていま
す。<MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>-<SHA-7>。 「」を参照してください。Edge マネージャーエー
ジェントのインストール (p. 2800)リリース版の入手方法については（<MAJOR_VERSION>)、リリース
アーティファクトのタイムスタンプ (<YYYY-MM-DD>)、およびリポジトリのコミット ID (SHA-7)
Linux
zip アーカイブは、次のコマンドで抽出します。
tar -xvzf <VERSION>.tgz

Windows
zip アーカイブは、UI か次のコマンドを使用して抽出します。
unzip <VERSION>.tgz

リリースアーティファクトの階層 (tar/zip アーカイブ抽出後) を以下に示します。エージェントの
proto ファイルは api/ にあります。
0.20201205.7ee4b0b
### bin
#
### sagemaker_edge_agent_binary
#
### sagemaker_edge_agent_client_example
### docs
### api
#
### agent.proto
### attributions
#
### agent.txt
#
### core.txt
### examples
### ipc_example
### CMakeLists.txt
### sagemaker_edge_client.cc
### sagemaker_edge_client_example.cc
### sagemaker_edge_client.hh
### sagemaker_edge.proto
### README.md
### shm.cc
### shm.hh
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### street_small.bmp

トピック
• モデルをロードする (p. 2815)
• モデルをアンロードする (p. 2816)
• モデルをリスト表示する (p. 2816)
• モデルを記述する (p. 2817)
• データのキャプチャ (p. 2817)
• キャプチャステータスを取得する (p. 2819)
• 予測 (p. 2820)

モデルをロードする
Edge Manager エージェントは、複数モデルのロードをサポートしています。この API はモデルの署名を
検証し、EdgePackagingJob の実行で生成されたすべてのアーティファクトをメモリにロードします。
このステップでは、エージェントの他のバイナリファイルとともに、必要な証明書すべてをインストール
する必要があります。モデルの署名を検証できない場合、それに応じたリターンコードとエラーメッセー
ジをログに記録し、このステップは失敗します。
// perform load for a model
// Note:
// 1. currently only local filesystem paths are supported for loading models.
// 2. multiple models can be loaded at the same time, as limited by available device memory
// 3. users are required to unload any loaded model to load another model.
// Status Codes:
// 1. OK - load is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist at the url
// 5. ALREADY_EXISTS - model with the same name is already loaded
// 6. RESOURCE_EXHAUSTED - memory is not available to load the model
// 7. FAILED_PRECONDITION - model is not compiled for the machine.
//
rpc LoadModel(LoadModelRequest) returns (LoadModelResponse);

Input
//
// request for LoadModel rpc call
//
message LoadModelRequest {
string url = 1;
string name = 2; // Model name needs to match regex "^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$"
}

Output
//
//
// response for LoadModel rpc call
//
message LoadModelResponse {
Model model = 1;
}
//
// Model represents the metadata of a model
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// url - url representing the path of the model
// name - name of model
// input_tensor_metadatas - TensorMetadata array for the input tensors
// output_tensor_metadatas - TensorMetadata array for the output tensors
//
// Note:
// 1. input and output tensor metadata could empty for dynamic models.
//
message Model {
string url = 1;
string name = 2;
repeated TensorMetadata input_tensor_metadatas = 3;
repeated TensorMetadata output_tensor_metadatas = 4;
}

モデルをアンロードする
以前ロードしたモデルをアンロードします。モデルは、loadModel 中に提供されたモデルエイリアスを
介して識別されます。エイリアスが見つからないか、モデルがロードされていない場合は、エラーが返さ
れます。
//
// perform unload for a model
// Status Codes:
// 1. OK - unload is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist
//
rpc UnLoadModel(UnLoadModelRequest) returns (UnLoadModelResponse);

Input
//
// request for UnLoadModel rpc call
//
message UnLoadModelRequest {
string name = 1; // Model name needs to match regex "^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$"
}

Output
//
// response for UnLoadModel rpc call
//
message UnLoadModelResponse {}

モデルをリスト表示する
ロードされたすべてのモデルとそのエイリアスをリストします。
//
//
//
//
//
//

lists the loaded models
Status Codes:
1. OK - unload is successful
2. UNKNOWN - unknown error has occurred
3. INTERNAL - an internal error has occurred
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//
rpc ListModels(ListModelsRequest) returns (ListModelsResponse);

Input
//
// request for ListModels rpc call
//
message ListModelsRequest {}

Output
//
// response for ListModels rpc call
//
message ListModelsResponse {
repeated Model models = 1;
}

モデルを記述する
エージェントにロードされたモデルについて記述します。
//
// Status Codes:
// 1. OK - load is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist at the url
//
rpc DescribeModel(DescribeModelRequest) returns (DescribeModelResponse);

Input
//
// request for DescribeModel rpc call
//
message DescribeModelRequest {
string name = 1;
}

Output
//
// response for DescribeModel rpc call
//
message DescribeModelResponse {
Model model = 1;
}

データのキャプチャ
クライアントアプリケーションが Amazon S3 バケット内の入出力テンソル、補助テンソル (任意) をキャ
プチャできるようにします。クライアントアプリケーションは、この API を呼び出すたびに一意のキャプ
チャ ID を渡す必要があります。これは、後にキャプチャのステータスを照会するときに使用できます。
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//
// allows users to capture input and output tensors along with auxiliary data.
// Status Codes:
// 1. OK - data capture successfully initiated
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 5. ALREADY_EXISTS - capture initiated for the given capture_id
// 6. RESOURCE_EXHAUSTED - buffer is full cannot accept any more requests.
// 7. OUT_OF_RANGE - timestamp is in the future.
// 8. INVALID_ARGUMENT - capture_id is not of expected format.
//
rpc CaptureData(CaptureDataRequest) returns (CaptureDataResponse);

Input
enum Encoding {
CSV = 0;
JSON = 1;
NONE = 2;
BASE64 = 3;
}
//
// AuxilaryData represents a payload of extra data to be capture along with inputs and
outputs of inference
// encoding - supports the encoding of the data
// data - represents the data of shared memory, this could be passed in two ways:
// a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor array
// b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared memory segment id and
// offset in bytes to location of multi-dimensional tensor array.
//
message AuxilaryData {
string name = 1;
Encoding encoding = 2;
oneof data {
bytes byte_data = 3;
SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 4;
}
}
//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
// tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
// data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in two
ways:
// a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor array
// b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared memory segment
// id and offset in bytes to location of multi-dimensional tensor array.
//
message Tensor {
TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request
oneof data {
bytes byte_data = 4;
// will only be used for input tensors
SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5;
}
}
//
// request for CaptureData rpc call
//
message CaptureDataRequest {
string model_name = 1;
string capture_id = 2; //uuid string
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Timestamp inference_timestamp = 3;
repeated Tensor input_tensors = 4;
repeated Tensor output_tensors = 5;
repeated AuxilaryData inputs = 6;
repeated AuxilaryData outputs = 7;

}

Output
//
// response for CaptureData rpc call
//
message CaptureDataResponse {}

キャプチャステータスを取得する
ロードされたモデルによっては、入力テンソルと出力テンソルが多くのエッジデバイスに存在し、大きく
なる場合があります。この大きなモデルのキャプチャには、時間がかかる場合があります。そのため、非
同期オペレーションとして CaptureData() が実装されています。キャプチャ ID は、キャプチャデータ
呼び出しでクライアントが指定する一意の識別子です。この ID は、非同期呼び出しのステータスを照会す
るために使用できます。
//
// allows users to query status of capture data operation
// Status Codes:
// 1. OK - data capture successfully initiated
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - given capture id doesn't exist.
//
rpc GetCaptureDataStatus(GetCaptureDataStatusRequest) returns
(GetCaptureDataStatusResponse);

Input
//
// request for GetCaptureDataStatus rpc call
//
message GetCaptureDataStatusRequest {
string capture_id = 1;
}

Output
enum CaptureDataStatus {
FAILURE = 0;
SUCCESS = 1;
IN_PROGRESS = 2;
NOT_FOUND = 3;
}
//
// response for GetCaptureDataStatus rpc call
//
message GetCaptureDataStatusResponse {
CaptureDataStatus status = 1;
}
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予測
predict API は、ロード済みのモデルで推論を実行します。この API はニューラルネットワークに直接
入力されるテンソル形式のリクエストを受け入れ、出力はモデルからの出力テンソル (またはスカラー) で
す。これはブロック呼び出しです。
//
// perform inference on a model.
//
// Note:
// 1. users can chose to send the tensor data in the protobuf message or
// through a shared memory segment on a per tensor basis, the Predict
// method with handle the decode transparently.
// 2. serializing large tensors into the protobuf message can be quite expensive,
// based on our measurements it is recommended to use shared memory of
// tenors larger than 256KB.
// 3. SMEdge IPC server will not use shared memory for returning output tensors,
// i.e., the output tensor data will always send in byte form encoded
// in the tensors of PredictResponse.
// 4. currently SMEdge IPC server cannot handle concurrent predict calls, all
// these call will be serialized under the hood. this shall be addressed
// in a later release.
// Status Codes:
// 1. OK - prediction is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - when model not found
// 5. INVALID_ARGUMENT - when tenors types mismatch
//
rpc Predict(PredictRequest) returns (PredictResponse);

Input
// request for Predict rpc call
//
message PredictRequest {
string name = 1;
repeated Tensor tensors = 2;
}
//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
//
tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
//
data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in
two ways:
//
a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor
array
//
b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared
memory segment
//
id and offset in bytes to location of multi-dimensional
tensor array.
//
message Tensor {
TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request
oneof data {
bytes byte_data = 4;
// will only be used for input tensors
SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5;
}
}
//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
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//
tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
//
data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in
two ways:
//
a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor
array
//
b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared
memory segment
//
id and offset in bytes to location of multi-dimensional
tensor array.
//
message Tensor {
TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request
oneof data {
bytes byte_data = 4;
// will only be used for input tensors
SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5;
}
}
//
// TensorMetadata represents the metadata for a tensor
//
name - name of the tensor
//
data_type - data type of the tensor
//
shape - array of dimensions of the tensor
//
message TensorMetadata {
string name = 1;
DataType data_type = 2;
repeated int32 shape = 3;
}
//
// SharedMemoryHandle represents a posix shared memory segment
//
offset - offset in bytes from the start of the shared memory segment.
//
segment_id - shared memory segment id corresponding to the posix shared memory
segment.
//
size - size in bytes of shared memory segment to use from the offset position.
//
message SharedMemoryHandle {
uint64 size = 1;
uint64 offset = 2;
uint64 segment_id = 3;
}

Output

Note
PredictResponse は Tensors のみを返します (SharedMemoryHandle は返しません)。
// response for Predict rpc call
//
message PredictResponse {
repeated Tensor tensors = 1;
}

Neoを使用してモデルパフォーマンスを最適化
ネオはアマゾンの能力だ SageMaker 機械学習モデルを一度トレーニングするだけで、クラウド内やエッ
ジのどこでも実行することを可能にします。
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とは SageMaker Neo?

初めてお使いになる場合 SageMaker ネオ、チェックしてみることをお勧めしますエッジデバイスへのご
利用開始にあたってセクションを取得 step-by-step コンパイルしてエッジデバイスにデプロイする方法の
説明

とは SageMaker Neo?
通常、複数のプラットフォームで推論を実行する機械学習モデルの最適化は難しいものです。これは、各
プラットフォームに固有のハードウェア/ソフトウェア構成に合わせてモデルを手動でチューニングする必
要があるためです。特定のワークロードに対して最適なパフォーマンスを得るには、ハードウェアアーキ
テクチャ、命令セット、メモリアクセスパターン、入力データの形状を特に知っておく必要があります。
従来のソフトウェア開発では、コンパイラやプロファイラなどのツールを使用するとプロセスが簡単にな
ります。Machine Learning の場合、ほとんどのツールはフレームワークまたはハードウェアに固有のもの
です。これはあなたをマニュアルに強制します trial-and-error 信頼性が低く非生産的なプロセス。
ネオはグルーオン、ケラス、MXNet を自動的に最適化し、 PyTorch, TensorFlow, TensorFlowAmbarella、ARM、インテル、Nvidia、NXP、クアルコム、テキサス・インスツルメンツ、ザイリンクス
のプロセッサーをベースにしたAndroid、Linux、およびWindowsマシンでの推論用のLiteおよびONNXモデ
ル。Neoは、フレームワーク全体のモデル動物園で利用可能なコンピュータービジョンモデルでテストさ
れています。 SageMaker Neo は、2 つの主要なプラットフォームであるクラウドインスタンス (Inferentia
を含む) とエッジデバイスに対するコンパイルとデプロイをサポートしています。
デプロイ先としてサポートされているフレームワークとクラウドインスタンスタイプの詳細については、
クラウドインスタンスの「サポートされるインスタンスタイプとフレームワーク (p. 2838)」を参照してく
ださい。
サポートされているフレームワーク、エッジデバイス、オペレーティングシステム、チップアーキテク
チャ、テストした一般的な機械学習モデルの詳細については、「」を参照してください。 SageMaker
エッジデバイスの Neo、「」を参照してください。サポートされているフレームワーク、デバイス、シス
テム、アーキテクチャ (p. 2864)エッジデバイス用。

仕組み
Neo は、コンパイラとランタイムで構成されています。まず、Neo コンパイル API はさまざまなフレーム
ワークからエクスポートされたモデルを読み込みます。フレームワーク固有の機能とオペレーションをフ
レームワークにとらわれない中間表現に変換します。次に、一連の最適化を実行します。次に、最適化さ
れたオペレーション用のバイナリコードを生成して、それらを共有オブジェクトライブラリに記述し、モ
デル定義とパラメータを別々のファイルに保存します。Neo は、コンパイルされたモデルをロードして実
行する各ターゲットプラットフォーム用のランタイムも提供します。
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Neoのコンパイルジョブは、次のいずれかから作成できます SageMaker コンソール、AWS Command
Line Interface(AWS CLI)、Python ノートブック、または SageMaker SDK。モデルのコンパイル方法につ
いては、「」を参照してください。Neo を使ってモデルをコンパイル (p. 2824)。いくつかの CLI コマン
ド、API の呼び出し、または数回のクリックで、選択したプラットフォーム用にモデルを変換できます。
モデルは、 SageMaker エンドポイントまたはAWS IoT Greengrassデバイスをすばやく。
Neo は、FP32 や、INT8 または FP16 ビット幅に量子化されたパラメータを使用してモデルを最適化する
ことができます。

Neo サンプルノートブック
を使用するサンプルノートブックの場合 SageMaker Neo が機械学習モデルをトレーニング、コンパイ
ル、最適化、デプロイして、推論を行います。「」を参照してください。
• MXNet モジュールを使用した MNIST のトレーニング、コンパイル、およびデプロイメント
• Tensorflow モジュールを使用した MNIST のトレーニング、コンパイル、およびデプロイメント
• 事前トレーニング済みの導入 PyTorch ビジョンモデルと SageMaker ネオ
• イメージ分類例によるモデル最適化
• XGBoost によるモデル最適化の例
これらのサンプルノートブックを実行する手順については、「」を参照してください。 SageMaker、「」
を参照してくださいサンプルノートブック (p. 208)。ノートブックインスタンスを作成して、これらの例
を実行する手順については、「Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 192)」を参
照してください。ノートブックインスタンスの関連サンプルに移動するには、[] (ノートブックインスタン
スの関連サンプルに移動する)アマゾン SageMaker 例タブをクリックして、すべてのリストを表示します
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SageMaker サンプル。ノートブックを開くには、その [使用] タブを選び、次に [コピーを作成] を選択しま
す。

Neo を使ってモデルをコンパイル
このセクションでは、コンパイルジョブの作成、説明、停止、一覧表示の方法を説明します。Amazon で
は以下のオプションが利用できます。 SageMaker 機械学習モデルのコンパイルジョブを管理するための
Neo：Neo CLI、Amazon Amazon SageMaker コンソール、またはアマゾン SageMaker SDK。
トピック
• コンパイルに向けてモデルを準備する (p. 2824)
• モデルをコンパイルする (AWS Command Line Interface) (p. 2830)
• モデルをコンパイルする (Amazon SageMaker コンソール) (p. 2832)
• モデルをコンパイルする (Amazon SageMakerSDK) (p. 2837)

コンパイルに向けてモデルを準備する
SageMaker Neo では、機械学習モデルが特定の入力データ形状を満たしている必要があります。コンパ
イルで求められる入力形状は、使用する深層学習フレームワークによって異なります。モデルの入力形状
が正しくフォーマットされたら、以下の要件に従ってモデルを保存します。モデルを保存したら、モデル
アーティファクトを圧縮します。
トピック
• 入力データの形状 SageMaker Neo 期待？ (p. 2824)
• モデルを保存する SageMaker ネオ (p. 2825)

入力データの形状 SageMaker Neo 期待？
モデルをコンパイルする前に、モデルが正しくフォーマットされていることを確認します。Neo は、ト
レーニング済みモデルへの想定データ入力の名前と形状が、JSON 形式またはリスト形式で渡されること
を想定しています。想定入力はフレームワークによって異なります。
以下は入力形状です SageMaker Neo が想定するもの：

Keras
想定データ入力の名前と形状 (NCHW 形式) を指定します。トレーニング済みモデルにはディクショナリ
形式を使います。Keras モデルアーティファクトは NHWC (チャネル最後) 形式でアップロードしますが、
DataInputConfig NCHW (チャンネルファースト) 形式で指定する必要があります。求められるディクショ
ナリ形式は次のとおりです。
• 入力が 1 つの場合: {'input_1':[1,3,224,224]}
• 入力が 2 つの場合: {'input_1': [1,3,224,224], 'input_2':[1,3,224,224]}

MXNet/ONNX
想定データ入力の名前と形状 (NCHW 形式) を指定します。トレーニング済みモデルにはディクショナリ形
式を使います。求められるディクショナリ形式は次のとおりです。
• 入力が 1 つの場合: {'data':[1,3,1024,1024]}
• 入力が 2 つの場合: {'var1': [1,1,28,28], 'var2':[1,1,28,28]}
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PyTorch
想定データ入力の名前と形状 (NCHW 形式) を指定します。トレーニング済みモデルにはディクショナリ形
式を使います。また、リスト形式を使用して形状のみを指定することもできます。求められるディクショ
ナリ形式は次のとおりです。
• ディクショナリ形式で入力が 1 つの場合: {'input0':[1,3,224,224]}
• リスト形式で入力が 1 つの場合: [[1,3,224,224]]
• ディクショナリ形式で入力が 2 つの場合: {'input0':[1,3,224,224], 'input1':
[1,3,224,224]}
• リスト形式で入力が 2 つの場合: [[1,3,224,224], [1,3,224,224]]

TensorFlow
想定データ入力の名前と形状 (NHWC 形式) を指定します。トレーニング済みモデルにはディクショナリ形
式を使います。求められるディクショナリ形式は次のとおりです。
• 入力が 1 つの場合: {'input':[1,1024,1024,3]}
• 入力が 2 つの場合: {'data1': [1,28,28,1], 'data2':[1,28,28,1]}

tfLite
想定データ入力の名前と形状 (NHWC 形式) を指定します。トレーニング済みモデルにはディクショナリ形
式を使います。求められるディクショナリ形式は次のとおりです。
• 入力が 1 つの場合: {'input':[1,224,224,3]}

Note
SageMaker Neo サポートのみ TensorFlow エッジデバイスターゲット用 Lite サポートされている
リストについては SageMaker Neo Edge デバイスターゲット、を参照してください SageMaker
ネオデバイス (p. 2866)ページ。サポートされているリストについては SageMaker Neo クラウド
インスタンスターゲット、を参照してください SageMaker ネオサポートされるインスタンスタイ
プとフレームワーク (p. 2838)ページ。

XGBoost
入力データの名前と形状は必要ありません。

モデルを保存する SageMaker ネオ
次のコード例は、Neo と互換性を持たせるようにモデルを保存する方法を示しています。モデルは圧縮さ
れた tar ファイル (*.tar.gz) としてパッケージ化されている必要があります。

Keras
Keras モデルでは 1 つのモデル定義ファイル (.h5) が必要です。
Keras モデルと互換性を持たせるために保存するには、次の 2 つのオプションがあります。 SageMaker
Neo：
1. model.save("<model-name>", save_format="h5") を使って .h5 形式でエクスポートする。
2. エクスポート後に SavedModel を Freeze する。
以下は、tf.keras モデルを Frozen グラフとしてエクスポートする方法 (オプション 2) の例です。
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import os
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
from tensorflow.keras import backend
tf.keras.backend.set_learning_phase(0)
model = tf.keras.applications.ResNet50(weights='imagenet', include_top=False,
input_shape=(224, 224, 3), pooling='avg')
model.summary()
# Save as a SavedModel
export_dir = 'saved_model/'
model.save(export_dir, save_format='tf')
# Freeze saved model
input_node_names = [inp.name.split(":")[0] for inp in model.inputs]
output_node_names = [output.name.split(":")[0] for output in model.outputs]
print("Input names: ", input_node_names)
with tf.Session() as sess:
loaded = tf.saved_model.load(sess, export_dir=export_dir, tags=["serve"])
frozen_graph = tf.graph_util.convert_variables_to_constants(sess,
sess.graph.as_graph_def(),
output_node_names)
tf.io.write_graph(graph_or_graph_def=frozen_graph, logdir=".", name="frozen_graph.pb",
as_text=False)
import tarfile
tar = tarfile.open("frozen_graph.tar.gz", "w:gz")
tar.add("frozen_graph.pb")
tar.close()

Warning
model.save(<path>, save_format='tf') を使う SavedModel クラスを使ってモデルをエ
クスポートしないでください。この形式はトレーニングには適していますが、推論には適してい
ません。

MXNet
MXNet モデルは 1 つのシンボルファイル *-symbol.json および 1 つのパラメータ *.params files
として保存する必要があります。
Gluon Models
HybridSequential クラスを使ってニューラルネットワークを定義します。これにより、命令型プ
ログラミングとは対照的な記号型プログラミングの形式でコードが実行されます。
from mxnet import nd, sym
from mxnet.gluon import nn
def get_net():
net = nn.HybridSequential() # Here we use the class HybridSequential.
net.add(nn.Dense(256, activation='relu'),
nn.Dense(128, activation='relu'),
nn.Dense(2))
net.initialize()
return net
# Define an input to compute a forward calculation.
x = nd.random.normal(shape=(1, 512))
net = get_net()
# During the forward calculation, the neural network will automatically infer
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# the shape of the weight parameters of all the layers based on the shape of
# the input.
net(x)
# hybridize model
net.hybridize()
net(x)
# export model
net.export('<model_name>') # this will create model-symbol.json and model-0000.params
files
import tarfile
tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")
for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]:
tar.add(name)
tar.close()

ハイブリッドモデルの詳細については、MXNet ハイブリッド化のドキュメントを参照してください。
Gluon Model Zoo (GluonCV)
GluonCV モデルの zoo は事前にハイブリッド化されているため、それをエクスポートするだけで済み
ます。
import numpy as np
import mxnet as mx
import gluoncv as gcv
from gluoncv.utils import export_block
import tarfile
net = gcv.model_zoo.get_model('<model_name>', pretrained=True) # For example, choose
<model_name> as resnet18_v1
export_block('<model_name>', net, preprocess=True, layout='HWC')
tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")
for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]:
tar.add(name)
tar.close()

Non Gluon Models
ディスクに保存した場合、Gluon 以外のモデルはすべて *-symbol ファイルと *.params ファイルを
使います。したがって、すでに Neo 向けの適切な形式になっています。
# Pass the following 3 parameters: sym, args, aux
mx.model.save_checkpoint('<model_name>',0,sym,args,aux) # this will create
<model_name>-symbol.json and <model_name>-0000.params files
import tarfile
tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")
for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]:
tar.add(name)
tar.close()

PyTorch
PyTorch モデルは定義ファイルとして保存する必要があります (.ptまたは.pth) の入力データタイプ
はfloat32。
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モデルを保存するには、torch.jit.trace に続けて torch.save を使います。これにより、オブジェ
クトがディスクファイルに保存されます。デフォルトでは Python の pickle (pickle_module=pickle)
を使って、オブジェクトと一部のメタデータを保存します。次に、保存したモデルを圧縮された tar ファ
イルに変換します。
import torchvision
import torch
model = torchvision.models.resnet18(pretrained=True)
model.eval()
inp = torch.rand(1, 3, 224, 224)
model_trace = torch.jit.trace(model, inp)
# Save your model. The following code saves it with the .pth file extension
model_trace.save('model.pth')
# Save as a compressed tar file
import tarfile
with tarfile.open('model.tar.gz', 'w:gz') as f:
f.add('model.pth')
f.close()

TensorFlow
TensorFlow 1つ必要.pbまたは 1 つの.pbtxtファイル、および変数を含む変数を含む変数を含む変数を含
む変数ディレクトリ Frozen モデルの場合、必要なのは .pb ファイルまたは .pbtxt ファイルのいずれか
1 つのみです。
Pre-Trained Model
次のコード例は、Linux の tar コマンドを使ってモデルを圧縮する方法を示しています。ターミナルま
たは Jupyter ノートブック (Jupyter ノートブックを使っている場合は、ステートメントの冒頭に ! マ
ジックコマンドを挿入します) で以下を実行します:
# Download SSD_Mobilenet trained model
!wget http://download.tensorflow.org/models/object_detection/
ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29.tar.gz
# unzip the compressed tar file
!tar xvf ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29.tar.gz
# Compress the tar file and save it in a directory called 'model.tar.gz'
!tar czvf model.tar.gz ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29/frozen_inference_graph.pb

この例で使われているコマンドフラグは、次を実行します。
• c: アーカイブを作成する
• z: gzip を使ってアーカイブを圧縮する
• v: アーカイブの進行状況を表示する
• f: アーカイブのファイル名を指定する。

組み込み推定器
組み込み推定器は、フレームワーク固有のコンテナ、またはアルゴリズム固有のコンテナのいずれかに
よって作成されます。組み込みのアルゴリズム固有およびフレームワーク固有の推定器の推定器オブジェ
クトは、いずれも組み込みの .fit メソッドを使ってモデルをトレーニングするときに、モデルを正しい
形式で保存します。
例えば、次を使用できますsagemaker.TensorFlowAを定義するには TensorFlow 推定：
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from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(entry_point='mnist.py',
role=role, #param role can be arn of a sagemaker execution role
framework_version='1.15.3',
py_version='py3',
training_steps=1000,
evaluation_steps=100,
instance_count=2,
instance_type='ml.c4.xlarge')

次に、組み込みメソッド .fit を使ってモデルをトレーニングします。
estimator.fit(inputs)

最後に組み込みの compile_model メソッドを使ってモデルをコンパイルする前に:
# Specify output path of the compiled model
output_path = '/'.join(estimator.output_path.split('/')[:-1])
# Compile model
optimized_estimator = estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5',
input_shape={'data':[1, 784]}, # Batch size 1, 3 channels,
224x224 Images.
output_path=output_path,
framework='tensorflow', framework_version='1.15.3')

また、以下を使用できますsagemaker.estimator.Estimator組み込みアルゴリズムのトレーニングと
comped アルゴリズムのコンパイルを行うために推定器オブジェクトを初期化し、組み込みアルゴリズム
のコンパイルを行うためのクラスcompile_modelからのメソッド SageMaker Python SDK:
import sagemaker
from sagemaker.image_uris import retrieve
sagemaker_session = sagemaker.Session()
aws_region = sagemaker_session.boto_region_name
# Specify built-in algorithm training image
training_image = retrieve(framework='image-classification',
region=aws_region, image_scope='training')
training_image = retrieve(framework='image-classification', region=aws_region,
image_scope='training')
# Create estimator object for training
estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=training_image,
role=role, #param role can be arn of a sagemaker
execution role
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.8xlarge',
volume_size = 50,
max_run = 360000,
input_mode= 'File',
output_path=s3_training_output_location,
base_job_name='image-classification-training'
)
# Setup the input data_channels to be used later for training.
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3_training_data_location,
content_type='application/x-recordio',
s3_data_type='S3Prefix')
validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3_validation_data_location,
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content_type='application/x-recordio',
s3_data_type='S3Prefix')
data_channels = {'train': train_data, 'validation': validation_data}
# Train model
estimator.fit(inputs=data_channels, logs=True)
# Compile model with Neo
optimized_estimator = estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5',
input_shape={'data':[1, 3, 224, 224],
'softmax_label':[1]},
output_path=s3_compilation_output_location,
framework='mxnet',
framework_version='1.7')

モデルコンパイルの詳細については、 SageMaker Python SDK、「」を参照してくださいモデルをコンパ
イルする (Amazon SageMakerSDK) (p. 2837)。

モデルをコンパイルする (AWS Command Line Interface)
このセクションでは、Amazon を管理する方法を示します SageMaker 機械学習モデル用のNeoコンパイル
ジョブAWS Command Line Interface(クリップ)。コンパイルジョブを作成、説明、停止、一覧表示できま
す。
1.

コンパイルジョブの作成
の使用CreateCompilationJobAPI オペレーションでは、データの入力形式、モデルを保存する S3 バ
ケット、コンパイル済みモデルを書き込む S3 バケット、ターゲットのハードウェアデバイスまたは
プラットフォームを指定できます。
次の表は、ターゲットがデバイスかプラットフォームかに応じて CreateCompilationJob API を設
定する方法を示しています。
Device Example
{

"CompilationJobName": "neo-compilation-job-demo",
"RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-yyyymmddThhmmss",
"InputConfig": {
"S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train",
"DataInputConfig": "{'data': [1,3,1024,1024]}",
"Framework": "MXNET"
},
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demodata/compile",
# A target device specification example for a ml_c5 instance family
"TargetDevice": "ml_c5"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 300
}
}

オプションで、で使用したフレームワークバージョンを指定できますFrameworkVersionフィー
ルドを使用した場合 PyTorch モデルとターゲットデバイスをトレーニングするためのフレーム
ワークはml_* ターゲット。
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{

"CompilationJobName": "neo-compilation-job-demo",
"RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-yyyymmddThhmmss",
"InputConfig": {
"S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train",
"DataInputConfig": "{'data': [1,3,1024,1024]}",
"Framework": "PYTORCH",
# The FrameworkVersion field is only supported when compiling for PyTorch
framework and ml_* targets,
# excluding ml_inf. Supported values are 1.4 or 1.5 or 1.6 . Default is
1.6
"FrameworkVersion": "1.6"
},
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demodata/compile",
# A target device specification example for a ml_c5 instance family
"TargetDevice": "ml_c5",
# When compiling for ml_* instances using PyTorch framework, use the
"CompilerOptions" field in
# OutputConfig to provide the correct data type ("dtype") of the model’s
input. Default assumed is "float32"
"CompilerOptions": "{'dtype': 'long'}"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 300
}
}

Note
この API フィールドは、以下についてのみサポートされています PyTorch。
Platform Example
{

"CompilationJobName": "neo-test-compilation-job",
"RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-yyyymmddThhmmss",
"InputConfig": {
"S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train",
"DataInputConfig": "{'data': [1,3,1024,1024]}",
"Framework": "MXNET"
},
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demodata/compile",
# A target platform configuration example for a p3.2xlarge instance
"TargetPlatform": {
"Os": "LINUX",
"Arch": "X86_64",
"Accelerator": "NVIDIA"
},
"CompilerOptions": "{'cuda-ver': '10.0', 'trt-ver': '6.0.1', 'gpu-code':
'sm_70'}"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 300
}
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}

Note
OutputConfig API オペレーションの場合、TargetDevice API とTargetPlatform API
のオペレーションは相互に排他的です。2 つのオプションのいずれかを選択する必要があり
ます。
フレームワークに応じた DataInputConfig の JSON 文字列の例を見つけるには、「Neo が想定す
る入力データの形状」を参照してください。
設定のセットアップの詳細については、「」を参照してください。InputConfig,OutputConfig、およ
びTargetPlatformでの API オペレーション SageMaker API リファレンス。
2.

JSON ファイルを設定したら、次のコマンドを実行してコンパイルジョブを作成します。
aws sagemaker create-compilation-job \
--cli-input-json file://job.json \
--region us-west-2
# You should get CompilationJobArn

3.

次のコマンドを実行して、コンパイルジョブを記述します。
aws sagemaker describe-compilation-job \
--compilation-job-name $JOB_NM \
--region us-west-2

4.

次のコマンドを実行して、コンパイルジョブを停止します。
aws sagemaker stop-compilation-job \
--compilation-job-name $JOB_NM \
--region us-west-2
# There is no output for compilation-job operation

5.

次のコマンドを実行して、コンパイルジョブをリストします。
aws sagemaker list-compilation-jobs \
--region us-west-2

モデルをコンパイルする (Amazon SageMaker コンソール)
アマゾンを作成できます SageMaker アマゾンでのネオコンピレーションの仕事 SageMaker コンソール。
1.

の中にアマゾン SageMakerコンソール、選択コンパイルジョブ[]、[選択]コンパイルジョブの作成。
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2.

[Create compilation job] (コンパイルジョブの作成) ページで、[Job name] (ジョブ名) に名前を入力し
ます。次に、[IAM ロール] を選択します。

3.

IAM ロールがない場合は、[新しいロールを作成] を選択してください。

4.

[IAM ロールを作成] ページで、[任意の S3 バケット] を選択し、[ロールを作成] を選択します。
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5.

Non PyTorch Frameworks
[Input configuration] (入力設定) セクションで、[Location of model artifacts] (モデルアーティファ
クトの場所) に、モデルアーティファクトが含まれる Amazon S3 バケットのパスを入力します。
モデルアーティファクトは、圧縮された tarball ファイル形式 (.tar.gz) である必要がありま
す。
[Data input configuration] (データ入力設定) フィールドに、入力データの形状を指定する JSON 文
字列を入力します。[Machine learning framework] (機械学習フレームワーク) では、フレームワー
クを選択します。

入力データの形状に応じた JSON 文字列の例を見つけるには、「Neo が想定する入力データの形
状」を参照してください。
PyTorch Framework
コンパイルにも同様の手順を使います。 PyTorch モデル。ただし、でトレーニングした場合
PyTorch モデルのコンパイルを行うこともできますml_*(以外ml_inf) ターゲット。オプション
でバージョンを指定できます PyTorch あなたが使った。
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入力データの形状に応じた JSON 文字列の例を見つけるには、「Neo が想定する入力データの形
状」を参照してください。

Note
のコンパイル時ml_*インスタンスはを使用して PyTorch フレームワーク、使用コンパ
イラオプションfield in出力設定正しいデータ型を指定するには (dtype) はモデルの入力
の。デフォルトでは "float32" に設定されています。

Warning
.pth ファイルへの Amazon S3 バケット URI パスを指定すると、コンパイル開始後
にエラー (ClientError: InputConfiguration: Unable to untar input
model.Please confirm the model is a tar.gz file) が発生します。
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6.

[Output configuration] (出力設定) セクションに移動します。モデルをデプロイする場所を選択しま
す。[Target device] (ターゲットデバイス) または [Target platform] (ターゲットプラットフォーム) に
モデルをデプロイできます。ターゲットデバイスには、クラウドやエッジデバイスがあります。ター
ゲットプラットフォームは、モデルを実行する特定の OS、アーキテクチャ、アクセラレーターを参
照します。
[S3 Output location] (S3 出力場所) には、モデルを保存する S3 バケットへのパスを入力します。必要
に応じて、JSON 形式のコンパイラオプションを[Compiler options] (コンパイラオプション) セクショ
ンに追加できます。

7.

開始時にコンパイルジョブのステータスを確認してください。次のスクリーンショットに示すと
おり、このジョブステータスは、[Compilation jobs] (コンパイルジョブ) ページの上部にありま
す。[Status] (状態) 列でもジョブのステータスを確認できます。

8.

完了時にコンパイルジョブのステータスを確認してください。次のスクリーンショットに示すよう
に、[Status] (状態) 列でステータスを確認できます。
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モデルをコンパイルする (Amazon SageMakerSDK)
以下を使用できますcompile_modelの APIアマゾン SageMaker SDK for Pythonトレーニングされたモデ
ルをコンパイルし、特定のターゲットハードウェア向けに最適化します。API は、モデルトレーニングで
使われる推定器オブジェクトで呼び出されます。

Note
設定する必要がありますMMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT環境変数へ500MXNet でモデルを
コンパイルする場合、または PyTorch。この環境変数は、次には必要ありません TensorFlow。
以下は、trained_model_estimator オブジェクトを使ってモデルをコンパイルする方法の例を示して
います。
# Replace the value of expected_trained_model_input below and
# specify the name & shape of the expected inputs for your trained model
# in json dictionary form
expected_trained_model_input = {'data':[1, 784]}
# Replace the example target_instance_family below to your preferred target_instance_family
compiled_model = trained_model_estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5',
input_shape=expected_trained_model_input,
output_path='insert s3 output path',
env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'})

コードはモデルをコンパイルし、最適化されたモデルを次の場所に保存しますoutput_path、そして作
成します SageMaker エンドポイントにデプロイできるモデル。SDK for Python を使ったサンプルノート
ブックは、「Neo モデルコンパイルサンプルノートブック」セクションで入手できます。

クラウドインスタンス
アマゾン SageMaker Neoは、次のような一般的な機械学習フレームワークのためのコンパイルをサポート
しています。 TensorFlow, PyTorch、MXNet、そしてもっと。コンパイルしたモデルは、クラウドインス
タンスと AWS Inferentia インスタンスにデプロイできます。サポートされているフレームワークとインス
タンスタイプの完全なリストについては、「サポートされるインスタンスタイプとフレームワーク」を参
照してください。
モデルは、次の 3 つの方法のいずれかでコンパイルできます。AWS CLI、 SageMaker コンソール、また
は SageMaker SDK for Python。詳細については、「Neo を使ってモデルをコンパイル」を参照してくだ
さい。コンパイル後、モデルアーティファクトは、コンパイルジョブ中に指定した Amazon S3 バケット
URI に保存されます。コンパイルしたモデルは、クラウドインスタンスにデプロイできます。AWSを使用
する推論インスタンス SageMaker SDK for PythonAWS SDK for Python (Boto3),AWS CLI、またはAWSコ
ンソール。
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AWS CLI、コンソール、または Boto3 を使ってモデルをデプロイする場合、プライマリコンテナの
Docker イメージの Amazon ECR URI を選択する必要があります。Amazon ECR URI のリストについて
は、「Neo の推論コンテナイメージ」を参照してください。
トピック
• サポートされるインスタンスタイプとフレームワーク (p. 2838)
• モデルのデプロイ (p. 2841)
• デプロイされたサービスからの推論のリクエスト (p. 2858)
• 推論コンテナイメージ (p. 2861)

サポートされるインスタンスタイプとフレームワーク
アマゾン SageMaker Neo は、コンパイルとデプロイの両方でよく使われている深層学習フレームワーク
をサポートしています。モデルは、クラウドインスタンス、AWS Inferentia インスタンスタイプ、または
Amazon Elastic Inference アクセラレーターにデプロイできます。
以下では、フレームワークについて説明します。 SageMaker Neo は、コンパイルおよびデプロイのター
ゲットとなるクラウドインスタンスをサポートしています。コンパイル済みのモデルをクラウドまたは
Inferentia インスタンスにデプロイする方法については、「クラウドインスタンスにモデルをデプロイす
る」を参照してください。Elastic Inference アクセラレーターにコンパイル済みのモデルをデプロイする
方法については、「Use EI on Amazon SageMaker ホストエンドポイント (p. 2897)」を参照してくださ
い。

クラウドインスタンス
SageMaker Neo は、CPU および GPU クラウドインスタンスについて、以下の深層学習フレームワークを
サポートしています。
Framework

フレームワーク モデルのバー
のバージョン
ジョン

モデル

モデル形式
(*.tar.gz 内に
パッケージ)

MXNet

1.8.0

1.8.0 以前をサ
ポート

イメージ分類、
オブジェクト
検出、セマン
ティックセグメ
ンテーション、
姿勢推定、行動
認識

シンボルファ
GluonCV
イル (.json)
v0.8.0
を 1 つ、パラ
メータファイル
(.params) を 1
つ

ONNX

1.7.0

1.7.0 以前をサ
ポート

イメージ分
類、SVM

モデルファイル
(.onnx) を 1 つ

Keras

2.2.4

2.2.4 以前をサ
ポート

イメージ分類

モデル定義ファ
イル (.h5) を 1
つ

PyTorch

1.4、1.5、1.6、1.7、1.7、1.8
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8
イメージ分類
をサポート

入力 dtype が
float32 のモデ
ル定義ファイル
(.pt または .pth)
を1つ

TensorFlow

1.15.3 または
2.9

Saved モデル
の場合、.pb
ファイルを 1

1.15.3 と 2.9 を イメージ分類
サポート
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Framework

フレームワーク モデルのバー
のバージョン
ジョン

モデル

モデル形式
(*.tar.gz 内に
パッケージ)

ツールキット

つまたは .pbtxt
ファイルを 1
つ、および変数
を含む変数ディ
レクトリを想定
します
Frozen モデル
の場合は、.pb
または .pbtxt
ファイルのいず
れか 1 つのみ
XGBoost

1.3.3

1.3.3 以前をサ
ポート

決定木

ノード数が
2^31 個未満
のツリーの
XGBoost モ
デルファイル
(.model) を 1
つ

Note
「モデルのバージョン」は、モデルのトレーニングとエクスポートに使われるフレームワークの
バージョンです。

インスタンスタイプ
展開できます SageMaker モデルを以下のいずれかのクラウドインスタンスにコンパイルしました。
インスタンス

コンピューティ
ングタイプ

ml_c4

スタンダード

ml_c5

スタンダード

ml_m4

スタンダード

ml_m5

スタンダード

ml_p2

高速コンピュー
ティング

ml_p3

高速コンピュー
ティング

ml_g4dn

高速コンピュー
ティング

各インスタンスタイプの利用可能な vCPU、メモリ、時間あたりの料金については、アマゾン SageMaker
料金。
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Note
のコンパイル時ml_*インスタンスは使用 PyTorch フレームワーク、使用コンパイラオプショ
ンフィールドイン出力の設定正しいデータ型を指定するには (dtype) はモデルの入力の。
デフォルトでは "float32" に設定されています。

AWS Inferentia
SageMaker Neo は、Inferentia について、以下の深層学習フレームワークをサポートしています。
Framework

フレームワーク モデルのバー
のバージョン
ジョン

モデル

モデル形式
(*.tar.gz 内に
パッケージ)

ツールキット

MXNet

1.5 または 1.8

1.8、1.5 以前
をサポート

イメージ分類、
オブジェクト
検出、セマン
ティックセグメ
ンテーション、
姿勢推定、行動
認識

シンボルファ
GluonCV
イル (.json)
v0.8.0
を 1 つ、パラ
メータファイル
(.params) を 1
つ

PyTorch

1.7、1.8 また
は 1.9

1.9 以前をサ
ポート

イメージ分類

入力 dtype が
float32 のモデ
ル定義ファイル
(.pt または .pth)
を1つ

TensorFlow

1.15 または 2.5

2.5、1.15、お
イメージ分類
よびそれ以前の
バージョンをサ
ポート

Saved モデル
の場合、.pb
ファイルを 1
つまたは .pbtxt
ファイルを 1
つ、および変数
を含む変数ディ
レクトリを想定
します
Frozen モデル
の場合は、.pb
または .pbtxt
ファイルのいず
れか 1 つのみ

Note
「モデルのバージョン」は、モデルのトレーニングとエクスポートに使われるフレームワークの
バージョンです。
展開できます SageMaker ネオコンパイルされたモデルにAWSInferentia ベースの Amazon EC2 Inf1 イン
スタンス。AWSInferentia は、深層学習の高速化のために設計された Amazon 初のカスタムシリコンチッ
プです。現在、ml_inf1 インスタンスを使ってコンパイル済みモデルをデプロイできます。

Amazon Elastic Inference
SageMaker Neo は、Elastic Inference について、以下の深層学習フレームワークをサポートしています。
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Framework

フレームワークの
バージョン

モデルのバージョ
ン

モデル

モデル形式
(*.tar.gz 内にパッ
ケージ)

TensorFlow

2.3.2

2.3 をサポート

イメージ分類、オ
ブジェクト検出、
セマンティック
セグメンテーショ
ン、姿勢推定、行
動認識

Saved モデルの
場合、.pb ファ
イルを 1 つまた
は .pbtxt ファイル
を 1 つ、および変
数を含む変数ディ
レクトリ
Frozen モデルの
場合は、.pb また
は .pbtxt ファイル
のいずれか 1 つの
み。

展開できます SageMaker Elastic Inference アクセラレーターへのNeo コンパイルのモデル。詳細について
は、Use EI on Amazon SageMaker ホストエンドポイント (p. 2897)を参照してください。

モデルのデプロイ
アマゾンをデプロイするには SageMaker mlo コンパイル済みモデルを HTTPS エンドポイントに設定およ
び作成する必要があります。Amazon を使ってモデルのエンドポイントを設定および作成する必要があり
ます SageMaker ホスティングサービス。現在、開発者はAmazonを使用できます SageMaker モジュール
を、ml.p4、ml.p3、ml.p4、ml.p3、ml.p4、ml.p3、ml.p4、ml.p3、ml.p4、ml.p3、ml.p4、ml.p3、ml.p
Inf1 インスタンスの場合、モデルは ml.inf1 インスタンス専用にコンパイルする必要があります。他のイン
スタンスタイプ用にコンパイルされたモデルは、ml.inf1 インスタンスでの動作は保証されません。
Elastic Inference アクセラレーターの場合、モデルは ml_eia2 デバイス向けにコンパイルする必要があ
ります。コンパイル済みモデルを Elastic Inference アクセラレーターにデプロイする方法については、
「Use EI on Amazon SageMaker ホストエンドポイント (p. 2897)」を参照してください。
コンパイル済みモデルをデプロイするときは、コンパイルに使用したものと同じインスタンスをターゲッ
トに使用する必要があります。これによりが作成されます。 SageMaker 推論の実行に使用できるエン
ドポイント。Neoでコンパイルされたモデルは、次のいずれかを使用してデプロイできます。アマゾン
SageMaker SDK for Python,SDK for Python (Boto3),AWS Command Line Interface、および SageMaker コ
ンソールhttps://console.aws.amazon.com/ SageMaker。

Note
AWS CLI、コンソール、または Boto3 を使ってモデルをデプロイする場合、プライマリコンテナ
の推論イメージの URI を選択するには、[Neo Inference Container Images] (Neo の推論コンテナ
イメージ) を見てください。
トピック
• 前提条件 (p. 2842)
• を使ってコンパイル済みモデルをデプロイする SageMaker SDK (p. 2847)
• Boto3 を使ってコンパイル済みモデルをデプロイする (p. 2850)
• AWS CLI を使ってコンパイル済みモデルをデプロイする (p. 2852)
• コンソールを使ってコンパイル済みモデルをデプロイする (p. 2854)

2841

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
クラウドインスタンス

前提条件
Note
を使ってモデルをコンパイルした場合は、このセクションの手順に従ってください。AWS SDK
for Python (Boto3),AWS CLI、または SageMaker コンソール。
を作成するには SageMaker Neo コンパイル済みモデルには、
1.

Docker イメージの Amazon ECR URI。こちらのリストから、ニーズに合ったものを選択できます。

2.

エントリポイントスクリプトファイル
a.

にとって PyTorch および MXNet のモデル
を使ってモデルをトレーニングした場合 SageMakerでは、トレーニングスクリプトには以下に説
明する関数を実装する必要があります。トレーニングスクリプトは推論時にエントリポイントス
クリプトとして機能します。で詳しく説明されている例ではMXNet モジュールと MXNet による
MNIST トレーニング、コンパイル、デプロイメント SageMaker ネオ、トレーニングスクリプト
（mnist.py) は必要な機能を実装します。
を使ってモデルをトレーニングしなかった場合 SageMaker、エントリポイントスクリプトを提供
する必要があります（inference.py) 推論時に使用できるファイル。フレームワーク（MXNET
または PyTorch—推論スクリプトの場所は SageMaker Python SDKのモデルディレクトリ構造
MxNetまたはのモデルディレクトリ構造 PyTorch。
Neo推論最適化コンテナイメージを併用する場合PyTorchそしてMXNetCPU と GPU インスタン
スタイプでは、推論スクリプトには次の関数を実装する必要があります。
• model_fn: モデルをロードします。(オプション)
• input_fn: 受信リクエストペイロードを numpy 配列に変換します。
• predict_fn: 予測を実行します。
• output_fn: 予測出力をレスポンスペイロードに変換します。
• または、transform_fn を定義して、input_fn、predict_fn、output_fn を結合しま
す。
次に例を示します。inference.pyという名前のディレクトリ内のスクリプトcode(code/
inference.py) にとってPyTorch とMXNet（グルーオンとモジュール）。これらの例では、ま
ずモデルをロードし、GPU でイメージデータを処理します。
MXNet Module
import numpy as np
import json
import mxnet as mx
import neomx # noqa: F401
from collections import namedtuple
Batch = namedtuple('Batch', ['data'])
# Change the context to mx.cpu() if deploying to a CPU endpoint
ctx = mx.gpu()
def model_fn(model_dir):
# The compiled model artifacts are saved with the prefix 'compiled'
sym, arg_params, aux_params = mx.model.load_checkpoint('compiled', 0)
mod = mx.mod.Module(symbol=sym, context=ctx, label_names=None)
exe = mod.bind(for_training=False,
data_shapes=[('data', (1,3,224,224))],
label_shapes=mod._label_shapes)
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mod.set_params(arg_params, aux_params, allow_missing=True)
# Run warm-up inference on empty data during model load (required for GPU)
data = mx.nd.empty((1,3,224,224), ctx=ctx)
mod.forward(Batch([data]))
return mod
def transform_fn(mod, image, input_content_type, output_content_type):
# pre-processing
decoded = mx.image.imdecode(image)
resized = mx.image.resize_short(decoded, 224)
cropped, crop_info = mx.image.center_crop(resized, (224, 224))
normalized = mx.image.color_normalize(cropped.astype(np.float32) / 255,
mean=mx.nd.array([0.485, 0.456, 0.406]),
std=mx.nd.array([0.229, 0.224, 0.225]))
transposed = normalized.transpose((2, 0, 1))
batchified = transposed.expand_dims(axis=0)
casted = batchified.astype(dtype='float32')
processed_input = casted.as_in_context(ctx)
# prediction/inference
mod.forward(Batch([processed_input]))
# post-processing
prob = mod.get_outputs()[0].asnumpy().tolist()
prob_json = json.dumps(prob)
return prob_json, output_content_type

MXNet Gluon
import
import
import
import

numpy as np
json
mxnet as mx
neomx # noqa: F401

# Change the context to mx.cpu() if deploying to a CPU endpoint
ctx = mx.gpu()
def model_fn(model_dir):
# The compiled model artifacts are saved with the prefix 'compiled'
block = mx.gluon.nn.SymbolBlock.imports('compiled-symbol.json',
['data'],'compiled-0000.params', ctx=ctx)
# Hybridize the model & pass required options for Neo: static_alloc=True &
static_shape=True
block.hybridize(static_alloc=True, static_shape=True)
# Run warm-up inference on empty data during model load (required for GPU)
data = mx.nd.empty((1,3,224,224), ctx=ctx)
warm_up = block(data)
return block
def input_fn(image, input_content_type):
# pre-processing
decoded = mx.image.imdecode(image)
resized = mx.image.resize_short(decoded, 224)
cropped, crop_info = mx.image.center_crop(resized, (224, 224))
normalized = mx.image.color_normalize(cropped.astype(np.float32) / 255,
mean=mx.nd.array([0.485, 0.456, 0.406]),
std=mx.nd.array([0.229, 0.224, 0.225]))
transposed = normalized.transpose((2, 0, 1))
batchified = transposed.expand_dims(axis=0)
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casted = batchified.astype(dtype='float32')
processed_input = casted.as_in_context(ctx)
return processed_input
def predict_fn(processed_input_data, block):
# prediction/inference
prediction = block(processed_input_data)
return prediction
def output_fn(prediction, output_content_type):
# post-processing
prob = prediction.asnumpy().tolist()
prob_json = json.dumps(prob)
return prob_json, output_content_type

PyTorch 1.4 and Older
import os
import torch
import torch.nn.parallel
import torch.optim
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision.transforms as transforms
from PIL import Image
import io
import json
import pickle
def model_fn(model_dir):
"""Load the model and return it.
Providing this function is optional.
There is a default model_fn available which will load the model
compiled using SageMaker Neo. You can override it here.
Keyword arguments:
model_dir -- the directory path where the model artifacts are present
"""
# The compiled model is saved as "compiled.pt"
model_path = os.path.join(model_dir, 'compiled.pt')
with torch.neo.config(model_dir=model_dir, neo_runtime=True):
model = torch.jit.load(model_path)
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
model = model.to(device)
# We recommend that you run warm-up inference during model load
sample_input_path = os.path.join(model_dir, 'sample_input.pkl')
with open(sample_input_path, 'rb') as input_file:
model_input = pickle.load(input_file)
if torch.is_tensor(model_input):
model_input = model_input.to(device)
model(model_input)
elif isinstance(model_input, tuple):
model_input = (inp.to(device) for inp in model_input if
torch.is_tensor(inp))
model(*model_input)
else:
print("Only supports a torch tensor or a tuple of torch tensors")
return model

2844

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
クラウドインスタンス
def transform_fn(model, request_body, request_content_type,
response_content_type):
"""Run prediction and return the output.
The function
1. Pre-processes the input request
2. Runs prediction
3. Post-processes the prediction output.
"""
# preprocess
decoded = Image.open(io.BytesIO(request_body))
preprocess = transforms.Compose([
transforms.Resize(256),
transforms.CenterCrop(224),
transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize(
mean=[
0.485, 0.456, 0.406], std=[
0.229, 0.224, 0.225]),
])
normalized = preprocess(decoded)
batchified = normalized.unsqueeze(0)
# predict
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
batchified = batchified.to(device)
output = model.forward(batchified)
return json.dumps(output.cpu().numpy().tolist()), response_content_type

PyTorch 1.5 and Newer
import os
import torch
import torch.nn.parallel
import torch.optim
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision.transforms as transforms
from PIL import Image
import io
import json
import pickle
def model_fn(model_dir):
"""Load the model and return it.
Providing this function is optional.
There is a default_model_fn available, which will load the model
compiled using SageMaker Neo. You can override the default here.
The model_fn only needs to be defined if your model needs extra
steps to load, and can otherwise be left undefined.
Keyword arguments:
model_dir -- the directory path where the model artifacts are present
"""
# The compiled model is saved as "model.pt"
model_path = os.path.join(model_dir, 'model.pt')
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
model = torch.jit.load(model_path, map_location=device)
model = model.to(device)
return model
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def transform_fn(model, request_body, request_content_type,
response_content_type):
"""Run prediction and return the output.
The function
1. Pre-processes the input request
2. Runs prediction
3. Post-processes the prediction output.
"""
# preprocess
decoded = Image.open(io.BytesIO(request_body))
preprocess = transforms.Compose([
transforms.Resize(256),
transforms.CenterCrop(224),
transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize(
mean=[
0.485, 0.456, 0.406], std=[
0.229, 0.224, 0.225]),
])
normalized = preprocess(decoded)
batchified = normalized.unsqueeze(0)
# predict
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
batchified = batchified.to(device)
output = model.forward(batchified)
return json.dumps(output.cpu().numpy().tolist()), response_content_type

b.

inf1 インスタンスまたは ONNX、XGBoost、Keras のコンテナイメージの場合
その他のすべての Neo 推論最適化コンテナイメージ、または Inferentia インスタンスタイプの場
合、エントリポイントスクリプトには次の Neo Deep Learning Runtime 用の関数を実装する必要
があります。
• neo_preprocess: 受信リクエストペイロードを numpy 配列に変換します。
• neo_postprocess: Neo Deep Learning Runtime の予測出力をレスポンス本体に変換します。

Note
これら 2 つの機能は MXNet の関数をどれも使いません。 PyTorch、または
TensorFlow。
これらの関数の使用例については、「Neo モデルコンパイルサンプルノートブック」を参照して
ください。
c.

にとって TensorFlow モデル
モデルにデータを送信する前にモデルに前処理および後処理のカスタムロジックが必要である場
合は、推論時に使えるエントリポイントスクリプト (inference.py) ファイルを指定する必要が
あります。スクリプトには input_handler 関数と output_handler 関数のペア、または単一
のハンドラ関数のどちらかを実装します。

Note
ハンドラ関数が実装されている場合、input_handler と output_handler は無視さ
れます。
以下の inference.py スクリプトのコード例は、コンパイルモデルと合わせて、イメージ
分類モデルに対するカスタムの前処理および後処理を実行するものです。- SageMaker クラ
イアントはイメージファイルを次のように送信しますapplication/x-imageコンテンツ
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タイプinput_handler関数。ここで JSON に変換されます。変換されたイメージファイル
は、REST API を使って TensorFlow モデルサーバー (TFX) に送信されます。
import json
import numpy as np
import json
import io
from PIL import Image
def input_handler(data, context):
""" Pre-process request input before it is sent to TensorFlow Serving REST API
Args:
data (obj): the request data, in format of dict or string
context (Context): an object containing request and configuration details
Returns:
(dict): a JSON-serializable dict that contains request body and headers
"""
f = data.read()
f = io.BytesIO(f)
image = Image.open(f).convert('RGB')
batch_size = 1
image = np.asarray(image.resize((512, 512)))
image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
body = json.dumps({"signature_name": "serving_default", "instances":
image.tolist()})
return body
def output_handler(data, context):
"""Post-process TensorFlow Serving output before it is returned to the client.
Args:
data (obj): the TensorFlow serving response
context (Context): an object containing request and configuration details
Returns:
(bytes, string): data to return to client, response content type
"""
if data.status_code != 200:
raise ValueError(data.content.decode('utf-8'))
response_content_type = context.accept_header
prediction = data.content
return prediction, response_content_type

カスタムの前処理または後処理がない場合、 SageMaker クライアントはファイルイメージを
JSON に変換してから、ファイルイメージを SageMaker エンドポイント。
詳細については、『』を参照してください。へのデプロイ TensorFlow でのサービスエンドポイ
ント SageMaker Python SDK。
3.

コンパイル済みモデルのアーティファクトを含む Amazon S3 バケットの URI。

を使ってコンパイル済みモデルをデプロイする SageMaker SDK
あなたは満たさなければなりません前提条件モデルがを使用してコンパイルされた場合はセクションAWS
SDK for Python (Boto3),AWS CLI、またはアマゾン SageMaker コンソール。次のいずれかのユースケース
に従い、コンパイル済みのモデルをデプロイします。 SageMaker Neoはモデルのコンパイル方法に基づい
ています。
トピック
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• を使ってモデルをコンパイルした場合 SageMaker SDK (p. 2848)
• MXNet を使ってモデルをコンパイルした場合 PyTorch (p. 2848)
• Boto3 を使ってモデルをコンパイルした場合 SageMaker コンソール、または CLI
TensorFlow (p. 2849)

を使ってモデルをコンパイルした場合 SageMaker SDK
コンパイル済みモデルの sagemaker.Model オブジェクトハンドルは、推論リクエストを処理するエンドポ
イントの作成を可能にする deploy() 関数を提供します。この関数を使用すると、エンドポイントに使用さ
れるインスタンスの数と種類を設定できます。モデルをコンパイルしたインスタンスを選択する必要があ
ります。たとえば、でコンパイルされたジョブではモデルをコンパイルする (Amazon SageMaker SDK)セ
クション、これはml_c5。
predictor = compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type =
'ml.c5.4xlarge')
# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)

MXNet を使ってモデルをコンパイルした場合 PyTorch
の作成 SageMaker フレームワーク固有のモデル API の deploy () API を使って、モデル化およびデプロイ
します。MXNet の場合はMXNetModelそしてのために PyTorch、それは PyTorchModel。を作成およびデ
プロイする場合 SageMaker モデル、設定する必要がありますMMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT環境
変数を使用する500を指定します。entry_point推論スクリプトとしてのパラメータ (inference.py)
とsource_dirディレクトリの場所としてのパラメータ (code) を推論スクリプトの。推論スクリプト
(inference.py) を準備するには、「前提条件」の手順に従います。
次の例は、これらの関数を使って、コンパイル済みモデルをデプロイする方法を示しています。
SageMaker SDK for Python:
MXNet
from sagemaker.mxnet import MXNetModel
# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_mxnet_compiled_model = MXNetModel(
model_data='insert S3 path of compiled MXNet model archive',
role='AmazonSageMaker-ExecutionRole',
entry_point='inference.py',
source_dir='code',
framework_version='1.8.0',
py_version='py3',
image_uri='insert appropriate ECR Image URI for MXNet',
env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'},
)
# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
predictor = sm_mxnet_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type =
'ml.p3.2xlarge')
# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)

PyTorch 1.4 and Older
from sagemaker.pytorch import PyTorchModel
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# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_pytorch_compiled_model = PyTorchModel(
model_data='insert S3 path of compiled PyTorch model archive',
role='AmazonSageMaker-ExecutionRole',
entry_point='inference.py',
source_dir='code',
framework_version='1.4.0',
py_version='py3',
image_uri='insert appropriate ECR Image URI for PyTorch',
env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'},
)
# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
predictor = sm_pytorch_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type
= 'ml.p3.2xlarge')
# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)

PyTorch 1.5 and Newer
from sagemaker.pytorch import PyTorchModel
# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_pytorch_compiled_model = PyTorchModel(
model_data='insert S3 path of compiled PyTorch model archive',
role='AmazonSageMaker-ExecutionRole',
entry_point='inference.py',
source_dir='code',
framework_version='1.5',
py_version='py3',
image_uri='insert appropriate ECR Image URI for PyTorch',
)
# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
predictor = sm_pytorch_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type
= 'ml.p3.2xlarge')
# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)

Note
AmazonSageMaker-ExecutionRole IAM ロールに AmazonSageMakerFullAccess ポリシー
と AmazonS3ReadOnlyAccess ポリシーをアタッチする必要があります。

Boto3 を使ってモデルをコンパイルした場合 SageMaker コンソール、または CLI TensorFlow
TensorFlowModel オブジェクトを構築し、deploy を呼び出します。
role='AmazonSageMaker-ExecutionRole'
model_path='S3 path for model file'
framework_image='inference container arn'
tf_model = TensorFlowModel(model_data=model_path,
framework_version='1.15.3',
role=role,
image_uri=framework_image)
instance_type='ml.c5.xlarge'
predictor = tf_model.deploy(instance_type=instance_type,
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initial_instance_count=1)

詳細については、「モデルアーティファクトから直接デプロイする」を参照してください。
こちらのリストから、ニーズを満たす Docker イメージの Amazon ECR URI を選択できます。
の構築方法の詳細についてはTensorFlowModelオブジェクト、を参照してくださいSageMaker SDK。

Note
モデルを GPU にデプロイした場合、最初の推論リクエストではレイテンシーが高くなる可能性
があります。これは、最初の推論リクエストで最適化されたコンピューティングカーネルが作成
されるためです。TFX にモデルファイル送る前に、推論リクエストのウォームアップファイル
を作成し、モデルファイルと一緒に保存しておくことを推奨します。これをモデルの「ウォーム
アップ」と呼びます。
次のコードスニペットは、前提条件セクションにあるイメージ分類の例のためにウォームアップファイル
を作成する方法を示しています。
import tensorflow as tf
from tensorflow_serving.apis
from tensorflow_serving.apis
from tensorflow_serving.apis
from tensorflow_serving.apis
from tensorflow_serving.apis
from tensorflow_serving.apis
import numpy as np

import
import
import
import
import
import

classification_pb2
inference_pb2
model_pb2
predict_pb2
prediction_log_pb2
regression_pb2

with tf.python_io.TFRecordWriter("tf_serving_warmup_requests") as writer:
img = np.random.uniform(0, 1, size=[224, 224, 3]).astype(np.float32)
img = np.expand_dims(img, axis=0)
test_data = np.repeat(img, 1, axis=0)
request = predict_pb2.PredictRequest()
request.model_spec.name = 'compiled_models'
request.model_spec.signature_name = 'serving_default'
request.inputs['Placeholder:0'].CopyFrom(tf.compat.v1.make_tensor_proto(test_data,
shape=test_data.shape, dtype=tf.float32))
log = prediction_log_pb2.PredictionLog(
predict_log=prediction_log_pb2.PredictLog(request=request))
writer.write(log.SerializeToString())

モデルを「ウォームアップ」する方法の詳細については、TensorFlow TFX ページ。

Boto3 を使ってコンパイル済みモデルをデプロイする
あなたは満たさなければなりません前提条件モデルがを使用してコンパイルされた場合はセクションAWS
SDK for Python (Boto3),AWS CLI、またはアマゾン SageMaker コンソール。以下の手順を使用すると、
が作成およびデプロイされます。 SageMaker ネオコンパイルされたモデルを使用Amazon Web Services
SDK for Python (Boto3)。
トピック
• モデルをデプロイする (p. 2850)

モデルをデプロイする
前提条件を満たしたら、create_model API、create_enpoint_config API、create_endpoint API
を使います。
次の例は、これらの API を使って Neo コンパイル済みモデルをデプロイする方法を示しています。
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import boto3
client = boto3.client('sagemaker')
# create sagemaker model
create_model_api_response = client.create_model(
ModelName='my-sagemaker-model',
PrimaryContainer={
'Image': <insert the ECR Image URI>,
'ModelDataUrl': 's3://path/to/model/artifact/
model.tar.gz',
'Environment': {}
},
ExecutionRoleArn='ARN for AmazonSageMakerExecutionRole'
)
print ("create_model API response", create_model_api_response)
# create sagemaker endpoint config
create_endpoint_config_api_response = client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName='sagemaker-neomxnetendpoint-configuration',
ProductionVariants=[
{
'VariantName': <provide your variant
name>,
'ModelName': 'my-sagemaker-model',
'InitialInstanceCount': 1,
'InstanceType': <provide your instance
type here>
},
]
)
print ("create_endpoint_config API response", create_endpoint_config_api_response)
# create sagemaker endpoint
create_endpoint_api_response = client.create_endpoint(
EndpointName='provide your endpoint name',
EndpointConfigName=<insert your endpoint config name>,
)
print ("create_endpoint API response", create_endpoint_api_response)

Note
AmazonSageMaker-ExecutionRole IAM ロールに AmazonSageMakerFullAccess ポリシー
と AmazonS3ReadOnlyAccess ポリシーをアタッチする必要があります。
の完全な構文についてcreate_model,create_endpoint_config、およびcreate_endpointAPI、
を参照してくださいcreate_model,create_endpoint_config、およびcreate_endpoint、それぞ
れ。
を使ってモデルをトレーニングしなかった場合 SageMakerには、次の環境変数を指定します。
MXNet and PyTorch
"Environment": {
"SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
"SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
"SAGEMAKER_REGION": "insert your region",
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"MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT": "500"

}

TensorFlow
"Environment": {
"SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
"SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
"SAGEMAKER_REGION": "insert your region"
}

を使ってモデルをトレーニングした場合 SageMaker、環境変数を指定しま
す。SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORYトレーニングスクリプトを含む Amazon S3 バケットの完全な URI
を使用する。

AWS CLI を使ってコンパイル済みモデルをデプロイする
あなたは満たさなければなりません前提条件モデルがを使用してコンパイルされた場合はセクションAWS
SDK for Python (Boto3),AWS CLI、またはアマゾン SageMaker コンソール。以下の手順を使用すると、が
作成およびデプロイされます。 SageMaker を使用してネオコンパイルされたモデルAWS CLI。
トピック
• モデルをデプロイする (p. 2852)

モデルをデプロイする
前提条件を満たしたら、AWS CLI コマンドの create-model、create-enpoint-config、createendpoint を使います。次のステップでは、これらのコマンドを使って Neo コンパイル済みモデルをデプ
ロイする方法を説明します。

モデルを作成する
FromNeo 推論コンテナイメージで、推論画像の URI を選択して使用するcreate-modelを作成するため
の API SageMaker MODEL。これは 2 つのステップで行えます。
1. create_model.json ファイルを作成します。ファイル内で、モデルの名前、イメージ URI、モデル
へのパスを指定しますmodel.tar.gzAmazon S3 バケットのファイル SageMaker実行ロール:
{

}

"ModelName": "insert model name",
"PrimaryContainer": {
"Image": "insert the ECR Image URI",
"ModelDataUrl": "insert S3 archive URL",
"Environment": {"See details below"}
},
"ExecutionRoleArn": "ARN for AmazonSageMaker-ExecutionRole"

を使ってモデルをトレーニングした場合 SageMakerには、次の環境変数を指定します。
"Environment": {
"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY" : "[Full S3 path for *.tar.gz file containing the
training script]"
}
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を使ってモデルをトレーニングしなかった場合 SageMakerには、次の環境変数を指定します。
MXNet and PyTorch
"Environment": {
"SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
"SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
"SAGEMAKER_REGION": "insert your region",
"MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT": "500"
}

TensorFlow
"Environment": {
"SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
"SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
"SAGEMAKER_REGION": "insert your region"
}

Note
AmazonSageMaker-ExecutionRole IAM ロールに AmazonSageMakerFullAccess ポリ
シーと AmazonS3ReadOnlyAccess ポリシーをアタッチする必要があります。
2. 次のコマンドを実行します。
aws sagemaker create-model --cli-input-json file://create_model.json

create-model API の完全な構文については、「create-model」を参照してください。

エンドポイント設定を作成する
を作成した後 SageMaker モデル、を使用してエンドポイント設定を作成create-endpointconfigAPI。これを行うには、エンドポイント設定の仕様を使って JSON ファイルを作成します。例とし
て次のコードテンプレートを使い、create_config.json と名付けて保存します。
{

}

"EndpointConfigName": "<provide your endpoint config name>",
"ProductionVariants": [
{
"VariantName": "<provide your variant name>",
"ModelName": "my-sagemaker-model",
"InitialInstanceCount": 1,
"InstanceType": "<provide your instance type here>",
"InitialVariantWeight": 1.0
}
]

次の AWS CLI コマンドを実行して、エンドポイント設定を作成します。
aws sagemaker create-endpoint-config --cli-input-json file://create_config.json

create-endpoint-config API の完全な構文については、「create-endpoint-config」を参照して
ください。
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エンドポイントの作成
エンドポイント設定を作成したら、create-endpoint API を使ってエンドポイントを作成します。:
aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name '<provide your endpoint name>' --endpointconfig-name '<insert your endpoint config name>'

create-endpoint API の完全な構文については、「create-endpoint」を参照してください。

コンソールを使ってコンパイル済みモデルをデプロイする
あなたは満たさなければなりません前提条件モデルがを使用してコンパイルされた場合はセクションAWS
SDK for Python (Boto3)、AWS CLI、またはアマゾン SageMaker コンソール。以下の手順を使用すると、
が作成およびデプロイされます。 SageMakerを使用してネオコンパイルされたモデル SageMakerコン
ソールhttps://console.aws.amazon.com/ SageMaker。
トピック
• モデルをデプロイする (p. 2854)

モデルをデプロイする
前提条件を満たしたら、次のステップに従い、Neo を使ってコンパイルしたモデルをデプロイします。
1.

[Models] (モデル) を選択し、[Inference] (推論) グループから [Create models] (モデルの作成) を選択し
ます。[Create model] (モデルの作成) ページで、[Model name] (モデル名)、[IAM role] (IAM ロール)、
および必要に応じて [VPC] フィールドに値を入力します。

2.

モデルのデプロイに使われたコンテナに関する情報を追加するには、[Add container] (コンテナ
の追加) を選択して [Next] (次へ) を選択します。[Container input options] (コンテナ入力オプショ
ン)、[Location of inference code image] (推論コードイメージの場所)、[Location of model artifacts]
(モデルアーティファクトの場所)、およびオプションで [Container host name] (コンテナのホスト
名)、[Environmental variables] (環境変数) の各フィールドに入力します。
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3.

Neo コンパイル済みモデルをデプロイするには、以下を選択してください。
• コンテナ入力オプション: 選択してくださいモデルアーティファクトと推論画像の提供。
• 推論コード画像の場所: 推論画像の URI を次の中から選択Neo 推論コンテナイメージ、によって異
なるAWS地域とアプリケーションの種類
• モデルアーティファクトの場所: Neo のコンパイル API によって生成されたコンパイル済みモデル
アーティファクトの Amazon S3 バケットの完全な URI を入力します。
• 環境変数:
• このフィールドは空白のままにします。SageMakerXGBoost。
• を使ってモデルをトレーニングした場合 SageMaker、環境変数を指定しま
す。SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORYトレーニングスクリプトを含む Amazon S3 バケットの
URI を使用する。
• を使ってモデルをトレーニングしなかった場合 SageMakerには、次の環境変数を指定します。
キー

MXNet の値 PyTorch

値 TensorFlow

SAGEMAKER_PROGRAM

inference.py

inference.py

SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY
/opt/ml/model/code

/opt/ml/model/code

SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL
20

20

SAGEMAKER_REGION

<ご利用のリージョン>

<ご利用のリージョン>
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キー

MXNet の値 PyTorch

MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT
500

値 TensorFlow
TF の場合は、このフィールド
は空白のままにします。

4.

コンテナの情報が正確であることを確認し、 [モデルの作成] を選択します。[Create model landing
page] (モデルランディングページを作成) で [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択しま
す。

5.

[エンドポイントを作成および設定] ダイアグラムで、[エンドポイント名] を指定します。[Attach
endpoint configuration] (エンドポイント設定のアタッチ) で [Create a new endpoint configuration] (新
しいエンドポイント設定の作成) を選択します。

6.

[新しいエンドポイント設定] ページで、[エンドポイント設定名] を指定します。
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7.

モデルの名前の横にある [Edit] (編集) を選択し、[Edit Production Variant] (本番稼働用バリアントの編
集) ページで正しい [Instance type] (インスタンスタイプ) を指定します。[インスタンスタイプ] の値
が、コンパイルジョブで指定されたものと一致することが必須です。

2857

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
クラウドインスタンス

8.

[Save] (保存) を選択します。

9.

[New endpoint configuration] (新しいエンドポイント設定) ページで [Create endpoint configuration] (エ
ンドポイント設定の作成) を選択してから、[Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

デプロイされたサービスからの推論のリクエスト
の指示に従っている場合モデルのデプロイ (p. 2841)、あなたは持っているべきです SageMaker エンドポ
イントの設定と実行。Neo コンパイル済みモデルのデプロイ方法にかかわらず、推論リクエストを送信す
る方法には次の 3 つがあります。
トピック
• デプロイされたサービスから推論をリクエストする (Amazon) SageMaker SDK) (p. 2858)
• デプロイされたサービスから推論をリクエストする (Boto3) (p. 2860)
• デプロイされたサービスから推論をリクエストする (AWS CLI) (p. 2861)

デプロイされたサービスから推論をリクエストする (Amazon) SageMaker SDK)
次のコード例を使って、モデルのトレーニングに使ったフレームワークに応じてデプロイされたサービス
から推論をリクエストします。異なるフレームワークのコード例は似ています。主な違いは TensorFlow
要求するapplication/jsonコンテンツタイプとして。
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PyTorch と MXNet
を使用している場合PyTorch v1.4 以降またはMXNet 1.7.0 以降そしてあなたはアマゾンを持っています
SageMaker エンドポイントInService、を使用して推論リクエストを行うことができますpredictorの
パッケージ SageMaker SDK for Python。

Note
その API は SageMaker SDK for Python バージョン:
• バージョン 1.x の場合は、RealTimePredictorそしてPredictAPI。
• バージョン 2.x の場合は、PredictorそしてPredictAPI。
次のコード例は、これらの API を使って推論用のイメージを送信する方法を示しています。
SageMaker Python SDK v1.x
from sagemaker.predictor import RealTimePredictor
endpoint = 'insert name of your endpoint here'
# Read image into memory
payload = None
with open("image.jpg", 'rb') as f:
payload = f.read()
predictor = RealTimePredictor(endpoint=endpoint, content_type='application/x-image')
inference_response = predictor.predict(data=payload)
print (inference_response)

SageMaker Python SDK v2.x
from sagemaker.predictor import Predictor
endpoint = 'insert name of your endpoint here'
# Read image into memory
payload = None
with open("image.jpg", 'rb') as f:
payload = f.read()
predictor = Predictor(endpoint)
inference_response = predictor.predict(data=payload)
print (inference_response)

TensorFlow
次のコード例は、の使用方法を示しています。 SageMaker 推論用のイメージを送信する Python SDK API:
from sagemaker.predictor import Predictor
from PIL import Image
import numpy as np
import json
endpoint = 'insert the name of your endpoint here'
# Read image into memory
image = Image.open(input_file)
batch_size = 1
image = np.asarray(image.resize((224, 224)))
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image = image / 128 - 1
image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
body = json.dumps({"instances": image.tolist()})
predictor = Predictor(endpoint)
inference_response = predictor.predict(data=body)
print(inference_response)

デプロイされたサービスから推論をリクエストする (Boto3)
推論リクエストは次の方法で送信できます SageMaker SDK for Python (Boto3) クライアント
とinvoke_endpoint()一度持ったらAPI SageMaker エンドポイントInService。次のコード例は、推
論用のイメージを送信する方法を示しています。
PyTorch and MXNet
import boto3
import json
endpoint = 'insert name of your endpoint here'
runtime = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')
# Read image into memory
with open(image, 'rb') as f:
payload = f.read()
# Send image via InvokeEndpoint API
response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint, ContentType='application/ximage', Body=payload)
# Unpack response
result = json.loads(response['Body'].read().decode())

TensorFlow
にとって TensorFlow で入力を送信application/jsonコンテンツタイプ用。
from PIL import Image
import numpy as np
import json
import boto3
client = boto3.client('sagemaker-runtime')
input_file = 'path/to/image'
image = Image.open(input_file)
batch_size = 1
image = np.asarray(image.resize((224, 224)))
image = image / 128 - 1
image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
body = json.dumps({"instances": image.tolist()})
ioc_predictor_endpoint_name = 'insert name of your endpoint here'
content_type = 'application/json'
ioc_response = client.invoke_endpoint(
EndpointName=ioc_predictor_endpoint_name,
Body=body,
ContentType=content_type
)

XGBoost
XGBoost アプリケーションの場合は、代わりに CSV テキストを送信してください。
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import boto3
import json
endpoint = 'insert your endpoint name here'
runtime = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')
csv_text = '1,-1.0,1.0,1.5,2.6'
# Send CSV text via InvokeEndpoint API
response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint, ContentType='text/csv',
Body=csv_text)
# Unpack response
result = json.loads(response['Body'].read().decode())

BYOM ではカスタムコンテンツタイプを使用できます。詳細については、
「runtime_InvokeEndpoint」を参照してください。

デプロイされたサービスから推論をリクエストする (AWS CLI)
推論リクエストは以下で行うことができますsagemaker-runtime invoke-endpointアマゾンを手
に入れたら SageMakerエンドポイントInService。推論リクエストは、AWS Command Line Interface
(AWS CLI) を使って行えます。次の例は、推論用のイメージを送信する方法を示しています。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-name 'insert name of your endpoint here'
--body fileb://image.jpg --content-type=application/x-image output_file.txt

推論が成功した場合は、推論リクエストに関する情報が含まれた output_file.txt が作成されます。
にとって TensorFlow で入力を送信application/jsonコンテンツタイプとして。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-name 'insert name of your endpoint here'
--body fileb://input.json --content-type=application/json output_file.txt

推論コンテナイメージ
ユースケースに応じて、以下の推論イメージ URI テンプレートで強調表示された部分を適切な値に置き換
えます。

アマゾン SageMaker XGBoost
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/xgboost-neo:latest

このページの最後にある表の aws_account_id を、ご利用の aws_region に基づいて置き換えます。

Keras
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-keras:fx_versioninstance_type-py3

このページの最後にある表の aws_account_id を、ご利用の aws_region に基づいて置き換えます。
fx_version を 2.2.4 に置き換えます。
instance_type を cpu または gpu のいずれかに置き換えます。
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MXNet
CPU or GPU instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inferencemxnet:fx_version-instance_type-py3

このページの最後にある表の aws_account_id を、ご利用の aws_region に基づいて置き換えま
す。
fx_version を 1.8.0 に置き換えます。
instance_type を cpu または gpu のいずれかに置き換えます。
Inferentia instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neomxnet:fx_version-instance_type-py3

aws_region を us-east-1 または us-west-2 のいずれかに置き換えます。
このページの最後にある表の aws_account_id を、ご利用の aws_region に基づいて置き換えま
す。
fx_version を 1.5.1 に置き換えます。
instance_type を inf に置き換えます。

ONNX
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-onnx:fx_versioninstance_type-py3

このページの最後にある表の aws_account_id を、ご利用の aws_region に基づいて置き換えます。
fx_version を 1.5.0 に置き換えます。
instance_type を cpu または gpu のいずれかに置き換えます。

PyTorch
CPU or GPU instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inferencepytorch:fx_version-instance_type-py3

このページの最後にある表の aws_account_id を、ご利用の aws_region に基づいて置き換えま
す。
置換fxと1.4,1.5,1.6,1.7または1.8。
instance_type を cpu または gpu のいずれかに置き換えます。
Inferentia instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neopytorch:fx_version-instance_type-py3

aws_region を us-east-1 または us-west-2 のいずれかに置き換えます。
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このページの最後にある表の aws_account_id を、ご利用の aws_region に基づいて置き換えま
す。
fx_version を 1.5.1 に置き換えます。
instance_type を inf に置き換えます。

TensorFlow
CPU or GPU instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inferencetensorflow:fx_version-instance_type-py3

このページの最後にある表の aws_account_id を、ご利用の aws_region に基づいて置き換えま
す。
置換fxと1.15.3または2.9。
instance_type を cpu または gpu のいずれかに置き換えます。
Inferentia instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neotensorflow:fx_version-instance_type-py3

このページの最後にある表の aws_account_id を、ご利用の aws_region に基づいて置き換えま
す。インスタンスタイプ inf では us-east-1 と us-west-2 のみがサポートされています。
fx_version を 1.15.0 に置き換えます。
instance_type を inf に置き換えます。
次の表は aws_account_id を aws_region にマッピングしています。この表を使って、アプリケーショ
ンに必要な正しい推論イメージ URI を見つけてください。
aws_account_id

aws_region

785573368785

us-east-1

007439368137

us-east-2

710691900526

us-west-1

301217895009

us-west-2

802834080501

eu-west-1

205493899709

eu-west-2

254080097072

eu-west-3

601324751636

eu-north-1

966458181534

eu-south-1

746233611703

eu-central-1

110948597952

ap-east-1
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aws_account_id

aws_region

763008648453

ap-south-1

941853720454

ap-northeast-1

151534178276

ap-northeast-2

3249868169

ap-southeast-1

355873309152

ap-southeast-2

474822919863

cn-northwest-1

472730292857

cn-north-1

756306329178

sa-east-1

464438896020

ca-central-1

836785723513

me-south-1

774647643957

af-south-1

エッジデバイス
アマゾン SageMaker Neo は、一般的な機械学習フレームワークのためのコンパイルをサポートしていま
す。Raspberry Pi 3、Texas Instruments の Sitara、Jetson TX1 など、Neo コンパイル済みのエッジデバ
イスをデプロイできます。サポートされているフレームワークとエッジデバイスの完全なリストについ
ては、「サポートされているフレームワーク、デバイス、システム、アーキテクチャ」を参照してくださ
い。
エッジデバイスが AWS サービスを使えるように設定する必要があります。これを行う方法の 1 つ
は、DLR と Boto3 をデバイスにインストールすることです。そのためには、認証情報を設定する必要が
あります。詳細については、「Boto3 の AWS 設定」を参照してください。モデルをコンパイルし、エッ
ジデバイスを設定すると、Amazon S3 からエッジデバイスにモデルをダウンロードできます。そこか
ら、Deep Learning Runtime (DLR) を使って、コンパイルされたモデルを読み取り、推論を実行できま
す。
初めてのユーザーには、「ご利用開始にあたって」のガイドを参照することをお勧めします。このガイド
では、認証情報の設定、モデルのコンパイル、Raspberry Pi 3 へのモデルのデプロイ、イメージで推論を
行う方法を実際的に説明しています。
トピック
• サポートされているフレームワーク、デバイス、システム、アーキテクチャ (p. 2864)
• モデルをデプロイ (p. 2874)
• エッジデバイスでの Neo のご利用開始にあたって (p. 2875)

サポートされているフレームワーク、デバイス、システム、アー
キテクチャ
アマゾン SageMaker Neo は、一般的な機械学習フレームワーク、エッジデバイス、オペレーティングシ
ステム、チップアーキテクチャをサポートしています。以下のトピックのいずれかを選択すると、Neo が
お使いのフレームワーク、エッジデバイス、OS、チップアーキテクチャをサポートしているかどうか調べ
られます。
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Amazonでテスト済みのモデルのリストを見つけることができます SageMaker ネオチームインザイテスト
済みモデル (p. 2869)セクション。

Note
• Ambarella のデバイスでは、コンパイルに送る前に、まず圧縮される tar ファイルの中に追加
のファイルを含める必要があります。詳細については、「Ambarella エラーをトラブルシュー
ティングする (p. 2886)」を参照してください。
• i.mx 8M PlusにはTIM-VX (libtim-vx.so) が必要です。TIM-VX を構築する方法については、TIMVX を構築する方法については、TIM-VX GitHub 倉庫。
トピック
• サポートされるフレームワーク (p. 2865)
• サポートされているデバイス、チップアーキテクチャ、システム (p. 2866)
• テスト済みモデル (p. 2869)

サポートされるフレームワーク
アマゾン SageMaker Neo は以下のフレームワークをサポートしています。
Framework

フレームワーク モデルのバー
のバージョン
ジョン

モデル

モデル形式
(*.tar.gz 内に
パッケージ)

MXNet

1.8

1.8 以前をサ
ポート

イメージ分類、
オブジェクト
検出、セマン
ティックセグメ
ンテーション、
姿勢推定、行動
認識

シンボルファ
GluonCV
イル (.json)
v0.8.0
を 1 つ、パラ
メータファイル
(.params) を 1
つ

ONNX

1.7

1.7 以前をサ
ポート

イメージ分
類、SVM

モデルファイル
(.onnx) を 1 つ

Keras

2.2

2.2 以前をサ
ポート

イメージ分類

モデル定義ファ
イル (.h5) を 1
つ

PyTorch

1.7、1.8

1.7 以前をサ
ポート

イメージ分類、 モデル定義ファ
オブジェクト検 イル (.pth) を 1
出
つ

TensorFlow

1.15、2.4、2.5
(ml.inf1.* イン
スタンスのみ)

1.15、2.4、2.5 イメージ分類、 * Saved モデル
(ml.inf1.* イン
オブジェクト検 の場合は、.pb
スタンスのみ)
出
ファイルを 1
またはそれ以前
つまたは .pbtxt
のバージョンを
ファイルを 1
サポート
つ、および変数
を含む変数ディ
レクトリ。*
Frozen モデル
の場合は、.pb
または .pbtxt
ファイルのい
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Framework

フレームワーク モデルのバー
のバージョン
ジョン

モデル

モデル形式
(*.tar.gz 内に
パッケージ)

ツールキット

ずれか 1 つの
み。
TensorFlowLite

1.15

1.1 以前をサ
ポート

イメージ分類、 モデル定義
オブジェクト検 の FlatBuffers
出
ファイル
(.tflite) を 1 つ

XGBoost

1.3

1.3 以前をサ
ポート

決定木

ノード数が
2^31 個未満
のツリーの
XGBoost モ
デルファイル
(.model) を 1
つ

画像分類、物体
検出（Yoloモデ
ルはサポートさ
れていません）

設定 (.cfg) ファ
イルを 1 つと
重み (.weights)
ファイルを 1
つ

DarkNet

サポートされているデバイス、チップアーキテクチャ、システム
アマゾン SageMaker Neo は以下のデバイス、チップアーキテクチャ、オペレーティングシステムをサ
ポートしています。

デバイス
のドロップダウンリストを使用してデバイスを選択できます。アマゾン SageMaker コンソールまたは指
定してTargetDeviceの出力構成でCreateCompilationJobAPI。
次のいずれかのエッジデバイスを選択できます。
デバイスリスト システムオン
チップ (SoC)

オペレーティン アーキテクチャ アクセラレー
グシステム
ター

aisage

Linux

ARM64

Mali

amba_cv2

CV2

Arch Linux

ARM64

cvflow

amba_cv22

CV22

Arch Linux

ARM64

cvflow

amba_cv25

CV25

Arch Linux

ARM64

cvflow

coreml

iOS、macOS

{"class_labels":
"imagenet_labels_1000.t

deeplens

インテル Atom

Linux

X86_64

imx8qm

NXP imx8

Linux

ARM64

imx8mplus

i.MX 8M Plus

Linux

ARM64
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デバイスリスト システムオン
チップ (SoC)

オペレーティン アーキテクチャ アクセラレー
グシステム
ター

jacinto_tda4vm

Linux

ARM

TDA4VM

jetson_nano

Linux

ARM64

NVIDIA

{'gpucode':
'sm_53',
'trt-ver':
'5.0.6',
'cuda-ver':
'10.0'}

jetson_tx1

Linux

ARM64

NVIDIA

{'gpucode':
'sm_53',
'trt-ver':
'6.0.1',
'cuda-ver':
'10.0'}

jetson_tx2

Linux

ARM64

NVIDIA

{'gpucode':
'sm_62',
'trt-ver':
'6.0.1',
'cuda-ver':
'10.0'}

jetson_xavier

Linux

ARM64

NVIDIA

{'gpucode':
'sm_72',
'trt-ver':
'5.1.6',
'cuda-ver':
'10.0'}

qcs605

Android

ARM64

Mali

{'ANDROID_PLATFORM':
27}

qcs603

Android

ARM64

Mali

{'ANDROID_PLATFORM':
27}

Linux

ARM_EABIHF

rk3288

Linux

ARM_EABIHF

マリ

rk3399

Linux

ARM64

Mali

sbe_c

Linux

x86_64

Linux

ARM64

TDA4VM

rasp3b

ARM A56

rasp4b

ARM A72

sitara_am57x

AM57X
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デバイスリスト システムオン
チップ (SoC)

オペレーティン アーキテクチャ アクセラレー
グシステム
ター

x86_win32

Windows 10

X86_32

x86_win64

Windows 10

X86_32

コンパイラオプ
ションの例

各ターゲットデバイスの JSON キーバリューのコンパイラオプションについては、OutputConfig API の
データ型の [CompilerOptions] フィールドを参照してください。

システムとチップアーキテクチャ
次の表を参照すると、Neo のモデルコンパイルジョブで使えるオペレーティングシステムとアーキテク
チャに関する情報を得られます。
Linux
X86_64

X86

ARM64

ARM_EABIHF

ARM_EABI

X

X

X

X

X

ARM_EABIHF

ARM_EABI

アクセラレー
ターなし
(CPU)

X

X

NVIDIA GPU

X

X

Intel_Graphics

X

ARM Mali
Android

アクセラレー
ターなし
(CPU)

X86_64

X86

ARM64

X

X

X

X

X

X
X

X

NVIDIA GPU
Intel_Graphics
ARM Mali
Windows

アクセラレー
ターなし
(CPU)

X86_64

X86

X

X

ARM64

2868

ARM_EABIHF

ARM_EABI

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
エッジデバイス

テスト済みモデル
次の折りたたみ可能なセクションでは、Amazon でテスト済みの機械学習モデルの情報を提供します
SageMaker Neo チーム。お使いのフレームワークに応じて折りたたみ可能なセクションを展開して、モデ
ルがテスト済みかどうか確認してください。

Note
これは、Neo でコンパイルできるモデルを包括的にリストしたものではありません。
「」を参照してください。サポートされるフレームワーク (p. 2865)そしてSageMaker Neo でサポートさ
れている演算子お使いのモデルを SageMaker Neo。

DarkNet
モデル ARM
V8

ARM
Mali

Ambarella
NVIDIA Panorama
TI
Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
CV22
TDA4VMQCS603

Alexnet
ResNet50X

X

YOLOv2
YOLOv2_tiny
X

X

YOLOv3_416
YOLOv3_tiny
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MXNet
モデル

ARM V8

ARM
Mali

Ambarella NVIDIA
CV22

Alexnet

X

Densenet121

X

DenseNet201
X

X

GoogLeNetX

X

X

InceptionV3

Panorama TI
QualcommX86_LinuxX86_Windows
TDA4VM QCS603

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MobileNet0.75
X

X

MobileNet1.0
X

X

MobileNetV2_0.5
X

X

MobileNetV2_1.0
X

X

X

X

X

X

X

X

X

MobileNetV3_Large
X
X

X

X

X

X

X

X

X

MobileNetV3_Small
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ResNeSt50
ResNet18_v1
X

X

X
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モデル

ARM V8

ARM
Mali

ResNet18_v2
X

X

ResNet50_v1
X

X

ResNet50_v2
X

X

Ambarella NVIDIA
CV22

Panorama TI
QualcommX86_LinuxX86_Windows
TDA4VM QCS603

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SENet_154

X

X

X

X

X

SE_ResNext50_32x4D
X
X

X

X

X

X

X

ResNext101_32x4D
ResNext50_32x4D
X

SqueezeNet1.0
X

X

X

X

X

X

SqueezeNet1.1
X

X

X

X

X

X

VGG11

X

X

X

X

X

Xception X

X

X

X

X

darknet53 X

X

X

resnet18_v1b_0.89
X

X

resnet50_v1d_0.11
X

X

resnet50_v1d_0.86
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ssd_512_mobilenet1.0_coco
X

X

X

X

X

X

X

ssd_512_mobilenet1.0_voc
X

X

X

X

X

X

X

ssd_resnet50_v1
X

X

X

X

X

X

yolo3_darknet53_coco
X

X

X

X

X

yolo3_mobilenet1.0_coco
X
X

X

X

X

X

deeplab_resnet50

X

X

Keras
モデル

ARM V8

ARM
Mali

Ambarella NVIDIA
CV22

Panorama TI
QualcommX86_LinuxX86_Windows
TDA4VM QCS603

densenet121
X

X

X

X

X

X

densenet201
X

X

X

X

X

X

inception_v3
X

X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1
X

X

X

X

X

X

X

X

mobilenet_v2
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

resnet152_v1
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モデル

ARM V8

ARM
Mali

Ambarella NVIDIA
CV22

resnet152_v2

Panorama TI
QualcommX86_LinuxX86_Windows
TDA4VM QCS603

X

X

resnet50_v1
X

X

X

X

X

resnet50_v2
X

X

X

X

X

X

X

X

vgg16

X

X

X

X

X

X

X

X

ONNX
モデル

ARM V8

ARM
Mali

Ambarella NVIDIA
CV22

alexnet

Panorama TI
QualcommX86_LinuxX86_Windows
TDA4VM QCS603

X

mobilenetv2-1.0
X

X

X

X

X

X

X

X

resnet18v1X

X

X

X

resnet18v2X

X

X

X

resnet50v1X

X

X

X

X

X

resnet50v2X

X

X

X

X

X

resnet152v1

X

X

X

X

resnet152v2

X

X

X

X

X

X

X

squeezenet1.1
X

X

vgg19

X

X

X
X

PyTorch (FP32)
モデル

ARM
V8

ARM
Mali

AmbarellaAmbarellaNVIDIA PanoramaTI
Qualcomm
X86_LinuxX86_Windows
CV22
CV25
TDA4VM QCS603

densenet121
X

X

X

inception_v3

X

X

resnet152
resnet18 X

X

resnet50 X

X

squeezenet1.0
X

X

squeezenet1.1
X

X

X

X

X

X

yolov4
yolov5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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モデル

ARM
V8

ARM
Mali

AmbarellaAmbarellaNVIDIA PanoramaTI
Qualcomm
X86_LinuxX86_Windows
CV22
CV25
TDA4VM QCS603

fasterrcnn_resnet50_fpn

X

X

maskrcnn_resnet50_fpn

X

X

TensorFlow
TensorFlow
モデル

ARM V8

ARM
Mali

Ambarella Ambarella NVIDIA
CV22
CV25

Panorama TI
Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
TDA4VM QCS603

densenet201
X

X

X

X

X

X

X

X

inception_v3
X

X

X

X

X

X

X

X

mobilenet100_v1
X

X

X

X

X

X

mobilenet100_v2.0
X

X

X

X

X

X

mobilenet130_v2
X

X

X

X

X

mobilenet140_v2
X

X

X

X

X

X

X

resnet50_v1.5
X

X

X

X

X

X

X

resnet50_v2
X

X

X

X

X

X

X

X

X

squeezenetX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

mask_rcnn_inception_resnet_v2

X

ssd_mobilenet_v2

X

faster_rcnn_resnet50_lowproposals

X

rfcn_resnet101

X

X
X

X
X

X

TensorFlow.Keras
モデル

ARM V8

ARM Mali

Ambarella NVIDIA
CV22

Panorama TI
TDA4VM

Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
QCS603

DenseNet121
X

X

X

X

X

DenseNet201
X

X

X

X

X

InceptionV3X

X

X

X

X

X

X

MobileNet X

X

X

X

X

X

X

MobileNetv2X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NANetLarge
NANetMobile
X

X
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モデル

ARM V8

ARM Mali

Ambarella NVIDIA
CV22

Panorama TI
TDA4VM

Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
QCS603

ResNet101

X

X

X

X

ResNet101V2

X

X

X

X

ResNet152

X

X

X

ResNet152v2

X

X

X

ResNet50 X

X

X

X

ResNet50V2X

X

X

X

X

X

X

X

VGG16
Xception

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TensorFlow-Lite
TensorFlow-Lite (FP32)
モデル

ARM
V8

ARM
Mali

AmbarellaNVIDIA PanoramaTI
Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
i.MX
CV22
TDA4VM QCS603
8M
Plus

densenet_2018_04_27
X

X

X

X

X

inception_resnet_v2_2018_04_27

X

X

X

X

inception_v3_2018_04_27

X

X

X

X

X

inception_v4_2018_04_27

X

X

X

X

X

mnasnet_0.5_224_09_07_2018
X

X

X

X

X

mnasnet_1.0_224_09_07_2018
X

X

X

X

X

mnasnet_1.3_224_09_07_2018
X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.25_128
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.25_224
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.5_128
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.5_224
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.75_128
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.75_224
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_1.0_128
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_1.0_192
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v2_1.0_224
X

X

X

X

X

X

resnet_v2_101

X

X

X

X
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モデル

ARM
V8

ARM
Mali

squeezenet_2018_04_27
X

AmbarellaNVIDIA PanoramaTI
Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
i.MX
CV22
TDA4VM QCS603
8M
Plus
X

X

X

X

TensorFlow-Lite (INT8)
モデル

ARM
V8

ARM
Mali

AmbarellaNVIDIA PanoramaTI
Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
i.MX
CV22
TDA4VM QCS603
8M
Plus

inception_v1

X

X

inception_v2

X

X

inception_v3
X

X

X

X

X

inception_v4_299
X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.25_128
X

X

X

X

mobilenet_v1_0.25_224
X

X

X

X

mobilenet_v1_0.5_128
X

X

X

X

mobilenet_v1_0.5_224
X

X

X

X

mobilenet_v1_0.75_128
X

X

X

X

mobilenet_v1_0.75_224
X

X

X

X

mobilenet_v1_1.0_128
X

X

X

X

mobilenet_v1_1.0_224
X

X

X

X

X

mobilenet_v2_1.0_224
X

X

X

X

X

deeplabv3_513

X

X

モデルをデプロイ
リソースに制約のあるエッジデバイスにコンピューティングモジュールをデプロイするには、コンパイル
済みモデルを Amazon S3 からデバイスにダウンロードして DLR を使うか、AWS IoT Greengrass を使い
ます。
次に進む前に、お使いのエッジデバイスが SageMaker Neo。「サポートされているフレームワーク、デ
バイス、システム、アーキテクチャ」を参照して、サポートされているエッジデバイスを確認してくださ
い。コンパイルジョブの送信時にターゲットエッジデバイスを指定していることを確認するには、「Neo
を使ってモデルをコンパイル」を参照してください。

コンパイル済みモデルをデプロイする (DLR)
DLR は、深層学習モデルと決定木モデルのためのコンパクトで汎用的なランタイムです。DLR は、TVM
ランタイム、Treelite ランタイム、NVIDIA TensorRT™ を使用し、他のハードウェア固有のランタイムを
含めることができます。DLR は、さまざまなデバイスでコンパイル済みのモデルをロード、実行するため
の統合された Python/C++ API を提供します。
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次の pip コマンドを使うと、DLR パッケージの最新リリースをインストールできます。
pip install dlr

GPU ターゲットまたは x86 以外のエッジデバイスへの DLR のインストールについては、構築済みバイナ
リのリリースを参照してください。ソースから DLR を構築する場合は「DLR をインストールする」を参
照してください。例えば、Raspberry Pi 3 の DLR をインストールするには、以下を使えます。
pip install https://neo-ai-dlr-release.s3-us-west-2.amazonaws.com/v1.3.0/pi-armv7lraspbian4.14.71-glibc2_24-libstdcpp3_4/dlr-1.3.0-py3-none-any.whl

モデルをデプロイする (AWS IoT Greengrass)
AWS IoT Greengrass はクラウド機能をローカルデバイスに拡張します。これにより、デバイスは情報源
に近いデータを収集および分析して、ローカルイベントに自律的に反応し、ローカルネットワークで互
いに安全に通信することができます。AWS IoT Greengrass を使用すると、クラウドでトレーニングさ
れたモデルを使って、ローカルに生成されたデータに対する機械学習推論をエッジで実行できます。現
在、ARM Cortex-A、インテル Atom、NVIDIA Jetson シリーズのプロセッサを搭載したすべての AWS IoT
Greengrass デバイスにモデルをデプロイできます。AWS IoT Greengrass を使用して機械学習の推論を実
行するための Lambda 推論アプリケーションのデプロイの詳細については、「最適化された機械学習推論
を AWS マネジメントコンソールを使用して設定する方法」を参照してください。

エッジデバイスでの Neo のご利用開始にあたって
Amazonを使い始めるためのこのガイド SageMaker Neo では、モデルのコンパイル、デバイスのセッ
トアップ、デバイスでの推論を行う方法を説明します。ほとんどのコード例では Boto3 が使われていま
す。AWS CLI を使うコマンド (該当する場合) と、Neo の前提条件を満たす手順を示します。

Note
次のコードスニペットをローカルマシンで実行できます。 SageMaker ノートブック、で
SageMaker Studio で、または (エッジデバイスによっては) エッジデバイスで。セットアップす
る方法は似ていますが、このガイドを SageMaker ノートブックインスタンスまたは SageMaker
スタジオセッション:
• Boto3 をインストールする必要はありません。
• ‘AmazonSageMakerFullAccess’ IAM ポリシーを追加する必要はありません。
このガイドでは、エッジデバイスで次の手順を実行することを前提としています。

前提条件
1.

Boto3 をインストール
エッジデバイスで以下のコマンドを実行する場合は、AWS SDK for Python (Boto3) をインストールす
る必要があります。Python 環境 (できれば仮想環境) で、エッジデバイスのターミナルまたは Jupyter
ノートブックインスタンス内で以下をローカルに実行します。
Terminal
pip install boto3

Jupyter Notebook
!pip install boto3
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2.

AWS 認証情報を設定する
SDK for Python (Boto3) を実行するには、デバイスに Amazon Web Services の認証情報を設
定する必要があります。デフォルトでは、AWS 認証情報はエッジデバイスにある ~/.aws/
credentials ファイルに保存されます。認証情報ファイル内には aws_access_key_id と
aws_secret_access_key の 2 つの環境変数があります。
ターミナルで以下を実行します。
$ more ~/.aws/credentials
[default]
aws_access_key_id = YOUR_ACCESS_KEY
aws_secret_access_key = YOUR_SECRET_KEY

AWS 全般のリファレンスガイドに、必要な aws_access_key_id と aws_secret_access_key を
取得する手順があります。デバイスで認証情報を設定する方法の詳細については、Boto3 のドキュメ
ントを参照してください。
3.

IAM ロールを設定しポリシーをアタッチする
Neo は S3 バケット URI へのアクセスが必要です。実行できる IAM ロールの作成 SageMakerAmazon
S3 にアクセスするためのアクセス許可がある。IAM ロールは、SDK for Python (Boto3)、コンソール
または AWS CLI を使って作成できます。次の例は、SDK for Python (Boto3) を使って IAM ロールを
作成する方法を示しています。
import boto3
AWS_REGION = 'aws-region'
# Create an IAM client to interact with IAM
iam_client = boto3.client('iam', region_name=AWS_REGION)
role_name = 'role-name'

コンソール、AWS CLI、AWS API を使って IAM ロールを作成する方法の詳細については、「AWS ア
カウントでの IAM ユーザーの作成」を参照してください。
アタッチする IAM ポリシーを記述するディクショナリを作成します。このポリシーは、新しい IAM
ロールの作成に使われます。
policy = {
'Statement': [
{
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'Service': 'sagemaker.amazonaws.com'},
}],
'Version': '2012-10-17'
}

上で定義したポリシーを使って、新しい IAM ロールを作成します。
import json
new_role = iam_client.create_role(
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(policy),
Path='/',
RoleName=role_name
)
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Amazon リソースネーム (ARN) は、後のステップでコンパイルジョブを作成するときに知っておく必
要があるため、変数にも保存します。
role_arn = new_role['Role']['Arn']

新しいロールを作成できたので、Amazon とのやり取りに必要な許可をアタッチします SageMaker
とAmazon S3:
iam_client.attach_role_policy(
RoleName=role_name,
PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess'
)
iam_client.attach_role_policy(
RoleName=role_name,
PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess'
);

4.

モデルアーティファクトを保存する Amazon S3 バケットを作成する
SageMaker Neo は Amazon S3 からモデルアーティファクトにアクセスします
Boto3
# Create an S3 client
s3_client = boto3.client('s3', region_name=AWS_REGION)
# Name buckets
bucket='name-of-your-bucket'
# Check if bucket exists
if boto3.resource('s3').Bucket(bucket) not in boto3.resource('s3').buckets.all():
s3_client.create_bucket(
Bucket=bucket,
CreateBucketConfiguration={
'LocationConstraint': AWS_REGION
}
)
else:
print(f'Bucket {bucket} already exists. No action needed.')

CLI
aws s3 mb s3://'name-of-your-bucket' --region specify-your-region
# Check your bucket exists
aws s3 ls s3://'name-of-your-bucket'/

5.

機械学習モデルをトレーニングする
「」を参照してください。Amazon でモデルをトレーニングする SageMakerAmazon を使って機械学
習モデルをトレーニングする方法の詳細については SageMaker。任意で、ローカルでトレーニングし
たモデルを Amazon S3 URI バケットに直接アップロードできます。

Note
使ったフレームワークに応じて、モデルが正しくフォーマットされていることを確認しま
す。「」を参照してください。入力データの形状 SageMaker Neo Expect？
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まだモデルをお持ちでない場合は、curlのローカルコピーを取得するコマン
ドcoco_ssd_mobilenetモデルから TensorFlowのウェブサイト いまコピーしたモデルは、COCO
データセットを使ってトレーニングされたオブジェクト検出モデルです。Jupyter ノートブックに次を
入力します。
model_zip_filename = './coco_ssd_mobilenet_v1_1.0.zip'
!curl http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite/
coco_ssd_mobilenet_v1_1.0_quant_2018_06_29.zip \
--output {model_zip_filename}

このサンプルは .zip ファイルにパッケージ化されていることに注意してください。このファイルを解
凍し、圧縮された tar ファイル (.tar.gz) として再パッケージ化してから、後のステップでそれを使
います。Jupyter ノートブックに次を入力します。
# Extract model from zip file
!unzip -u {model_zip_filename}
model_filename = 'detect.tflite'
model_name = model_filename.split('.')[0]
# Compress model into .tar.gz so SageMaker Neo can use it
model_tar = model_name + '.tar.gz'
!tar -czf {model_tar} {model_filename}

6.

トレーニング済みモデルを S3 バケットにアップロードする
機械学習モデルをトレーニングしたら、それを S3 バケットに保存します。
Boto3
# Upload model
s3_client.upload_file(Filename=model_filename, Bucket=bucket, Key=model_filename)

CLI
your-model-filename と your-S3-bucket をお使いの S3 バケットの名前に置き換えます。
aws s3 cp your-model-filename s3://your-S3-bucket

ステップ 1: モデルのコンパイル
満足したら前提条件、Amazonでモデルをコンパイルできます SageMakerNeo。AWS CLI、コンソール、
または Amazon Web Services SDK for Python (Boto3) を使ってモデルをコンパイルする方法については、
「Neo を使ってモデルをコンパイル」を参照してください。この例では、Boto3 を使ってモデルをコンパ
イルします。
モデルをコンパイルするには、 SageMaker Neo では次の情報が必要です。
1.

トレーニング済みモデルを保存した Amazon S3 バケットの URI。
前提条件に従っていた場合、バケットの名前は変数 bucket に保存されています。次のコードスニ
ペットは、AWS CLI を使ってすべてのバケットを一覧表示する方法を示しています。
aws s3 ls

例:

2878

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
エッジデバイス

$ aws s3 ls
2020-11-02 17:08:50 bucket

2.

コンパイル済みモデルを保存する Amazon S3 バケットの URI。
以下のコードスニペットは、Amazon S3 バケット URI と出力ディレクトリの名前 (output) を連結し
ます。
s3_output_location = f's3://{bucket}/output'

3.

モデルのトレーニングに使った機械学習フレームワーク。
モデルのトレーニングに使った機械学習フレームワークを定義します。
framework = 'framework-name'

例えば、を使ってトレーニングされたモデルをコンパイルする場合は TensorFlow、どちらかを使う
ことができますtfliteまたはtensorflow。使用アイテムtfliteの軽量バージョンを使う場合は
TensorFlow ストレージメモリの消費量が少なくなります。
framework = 'tflite'

Neo がサポートしているフレームワークの完全なリストについては、「サポートされているフレーム
ワーク、デバイス、システム、アーキテクチャ」を参照してください。
4.

モデルの入力の形状。
Neo には、入力テンソルの名前と形状が必要です。名前と形状は、キーバリューペアで渡されま
す。value は入力テンソルの整数次元のリスト、key はモデル内の入力テンソルの正確な名前です。
data_shape = '{"name": [tensor-shape]}'

例:
data_shape = '{"normalized_input_image_tensor":[1, 300, 300, 3]}'

Note
使ったフレームワークに応じて、モデルが正しくフォーマットされていることを確認しま
す。「」を参照してください。入力データの形状 SageMaker Neo Expect？ このディクショ
ナリのキーは、新しい入力テンソルの名前に変更する必要があります。
5.

コンパイルの目的であるターゲットデバイスの名前、またはハードウェアプラットフォームの一般的
な詳細を入力します。
target_device = 'target-device-name'

例えば、Raspberry Pi 3 にデプロイする場合は、以下を使います。
target_device = 'rasp3b'

サポートされているすべてのエッジデバイスのリストは「サポートされているフレームワーク、デバ
イス、システム、アーキテクチャ」にあります。
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上の手順が完了したので、コンパイルジョブを Neo に送信できます。
# Create a SageMaker client so you can submit a compilation job
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=AWS_REGION)
# Give your compilation job a name
compilation_job_name = 'getting-started-demo'
print(f'Compilation job for {compilation_job_name} started')
response = sagemaker_client.create_compilation_job(
CompilationJobName=compilation_job_name,
RoleArn=role_arn,
InputConfig={
'S3Uri': s3_input_location,
'DataInputConfig': data_shape,
'Framework': framework.upper()
},
OutputConfig={
'S3OutputLocation': s3_output_location,
'TargetDevice': target_device
},
StoppingCondition={
'MaxRuntimeInSeconds': 900
}
)
# Optional - Poll every 30 sec to check completion status
import time
while True:
response =
sagemaker_client.describe_compilation_job(CompilationJobName=compilation_job_name)
if response['CompilationJobStatus'] == 'COMPLETED':
break
elif response['CompilationJobStatus'] == 'FAILED':
raise RuntimeError('Compilation failed')
print('Compiling ...')
time.sleep(30)
print('Done!')

デバッグのために追加情報が必要な場合は、次の print ステートメントを含めてください。
print(response)

コンパイルジョブが正常に完了すると、コンパイルされたモデルは、前に指定した出力 Amazon S3 バ
ケット (s3_output_location) に保存されます。コンパイル済みモデルをローカルにダウンロードしま
す。
object_path = f'output/{model}-{target_device}.tar.gz'
neo_compiled_model = f'compiled-{model}.tar.gz'
s3_client.download_file(bucket, object_path, neo_compiled_model)

ステップ 2: デバイスのセットアップ
デバイスが推論できるように、エッジデバイスにパッケージをインストールする必要があります。ま
た、AWS IoT Greengrass コアまたは Deep Learning Runtime (DLR) のどちらかをインストールする必要
があります。この例では、coco_ssd_mobilenet オブジェクト検出アルゴリズムの推論を実行するため
に必要なパッケージをインストールし、DLR を使います。
1.

追加のパッケージをインストールする
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エッジデバイスには、Boto3 に加えて、特定のライブラリをインストールする必要があります。イン
ストールするライブラリは、ユースケースによって異なります。
たとえば、のを設定しますcoco_ssd_mobilenet先ほどダウンロードしたオブジェクト検出アルゴ
リズム、インストールする必要がありますNumPyデータ操作と統計のため、ピル画像を読み込むに
は、Matplotlibプロットを生成します。のコピーも必要です TensorFlow Neo を使ったコンパイルの影
響をベースラインに対して測定する場合は、
!pip3 install numpy pillow tensorflow matplotlib

2.

デバイスに推論エンジンをインストールする
Neo コンパイル済みモデルを実行するには、デバイスに Deep Learning Runtime (DLR) をインストー
ルします。DLR は、深層学習モデルと決定木モデルのためのコンパクトで汎用的なランタイムで
す。Linux を実行する x86_64 CPU ターゲットでは、次の pip コマンドを使って DLR パッケージの
最新リリースをインストールできます。
!pip install dlr

GPU ターゲットまたは x86 以外のエッジデバイスに DLR をインストールする方法については、構
築済みバイナリのリリースを参照してください。ソースから DLR を構築する場合は「DLR をインス
トールする」を参照してください。例えば、Raspberry Pi 3 の DLR をインストールするには、以下を
使えます。
!pip install https://neo-ai-dlr-release.s3-us-west-2.amazonaws.com/v1.3.0/pi-armv7lraspbian4.14.71-glibc2_24-libstdcpp3_4/dlr-1.3.0-py3-none-any.whl

ステップ 3: デバイスで推論を実行する
この例では、Boto3 を使って、エッジデバイスにコンパイルジョブの出力をダウンロードします。次
に、DLR をインポートし、データセットからサンプルイメージをダウンロードし、このイメージのサイズ
をモデルの元の入力に合わせて変更し、予測を行います。
1.

コンパイル済みモデルを Amazon S3 からデバイスにダウンロードし、圧縮された tar ファイルから抽
出する。
# Download compiled model locally to edge device
object_path = f'output/{model_name}-{target_device}.tar.gz'
neo_compiled_model = f'compiled-{model_name}.tar.gz'
s3_client.download_file(bucket_name, object_path, neo_compiled_model)
# Extract model from .tar.gz so DLR can use it
!mkdir ./dlr_model # make a directory to store your model (optional)
!tar -xzvf ./compiled-detect.tar.gz --directory ./dlr_model

2.

DLR と初期化された DLRModel オブジェクトをインポートする。
import dlr
device = 'cpu'
model = dlr.DLRModel('./dlr_model', device)

3.

推論用のイメージをダウンロードし、モデルがどのようにトレーニングされたかに基づいてフォー
マットする。
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coco_ssd_mobilenet の例では、COCO データセットからイメージをダウンロードした後、イメー
ジを 300x300 に変形しています。
from PIL import Image
# Download an image for model to make a prediction
input_image_filename = './input_image.jpg'
!curl https://farm9.staticflickr.com/8325/8077197378_79efb4805e_z.jpg --output
{input_image_filename}
# Format image so model can make predictions
resized_image = image.resize((300, 300))
# Model is quantized, so convert the image to uint8
x = np.array(resized_image).astype('uint8')

4.

DLR を使って推論を実行する。
最後に、DLR を使って、ダウンロードしたイメージに対して予測を行えます。
out = model.run(x)

DLR を使い、エッジデバイスで Neo コンパイル済みモデルから推論を実行する他のサンプルについて
は、neo-ai-dlr GitHub リポジトリ。

エラーのトラブルシューティング
このセクションでは、一般的なエラーを理解して防止する方法、それらが生成するエラーメッセージ、こ
れらのエラーを解決する方法に関するガイダンスについて説明します。先に進む前に、次の質問に回答し
てください。
エラーはモデルをデプロイする前に発生しましたか。「はい」の場合は、「Neo のコンパイルエラーをト
ラブルシューティングする」を参照してください。
エラーはモデルをコンパイルした後に発生しましたか。「はい」の場合は、「Neo の推論エラーをトラブ
ルシューティングする」を参照してください。
エラーは、モデルをAmbarella デバイス用にコンパイルしようとしたときに発生しましたか。「はい」の
場合は、「Ambarella エラーをトラブルシューティングする (p. 2886)」を参照してください。

エラーの分類タイプ
このリストは Neo から受け取ることができるユーザーエラーを分類したものです。これには、アクセスエ
ラー、アクセス許可エラー、サポートされている各フレームワークの ロードエラーが含まれます。他のす
べてのエラーは、システムエラーです。

クライアントの許可に関するエラー
Neo はこれらのエラーを依存サービスから直接渡します。
• アクセスが拒否されましたstsを呼び出すとき:AssumeRole
• Amazon S3 を呼び出してクライアントモデルをダウンロードまたはアップロードするときに発生する
400 エラー
• PassRole エラー
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ロードエラー
Neo コンパイラが Amazon S3 から .tar.gz を正常にロードしたことを前提に、コンパイルに必要なファイ
ルが tarball に含まれているかどうかをチェックします。チェック基準はフレームワーク固有です。
• TensorFlow: protobuf ファイル (*.pb または*.pbtxt) のみが必要です。Saved モデルの場合、変数フォル
ダが 1 つ必要です。
• PyTorch: pytorch ファイル (*.pth) は 1 つだけ想定してください。
• MXNET: シンボルファイル (*.json) を 1 つ、パラメータファイル (*.params) を 1 つ
• XGBoost: XGBoost モデルファイル (*.model) は 1 つだけにしてください。入力モデルにはサイズ制限が
あります。

コンパイルエラー
Neo コンパイラが Amazon S3 から .tar.gz を正常にロードし、tarball がコンパイルに必要なファイルを含
んでいることを前提とします。このチェックの基準は次のとおりです。
• OperatorNotImplemented: オペレータは実装されていません。
• OperatorAttributeNotImplemented: 指定された演算子の属性は実装されていません。
• OperatorAttributeRequired: 内部シンボルグラフには属性が必要ですが、ユーザー入力モデルグラフには
リストされていません。
• OperatorAttributeValueNotValid: 特定の演算子の属性の値が無効です。
トピック
• Neo のコンパイルエラーをトラブルシューティングする (p. 2883)
• Neo の推論エラーをトラブルシューティングする (p. 2885)
• Ambarella エラーをトラブルシューティングする (p. 2886)

Neo のコンパイルエラーをトラブルシューティングする
このセクションでは、一般的なコンパイルエラーを理解して防止する方法、それらが生成するエラーメッ
セージ、これらのエラーを解決する方法に関する情報を提供します。
トピック
• このページの使い方 (p. 2883)
• フレームワーク関連のエラー (p. 2884)
• インフラストラクチャ関連エラー (p. 2885)
• コンパイルログを確認する (p. 2885)

このページの使い方
次の順番でこれらのセクションを参照して、エラーの解決を試みます。
1.

コンパイルジョブの入力が入力要件を満たしていることを確認します。「入力データの形状
SageMaker Neo 期待？ (p. 2824)」を参照してください。

2.

一般的なフレームワーク固有のエラーを確認します。

3.

エラーがインフラストラクチャに関するエラーかどうかを確認します。

4.

チェックするコンパイルログ。
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フレームワーク関連のエラー
TensorFlow
エラー

解決策

InputConfiguration: Exactly one .pb file is allowed
for TensorFlow models.

.pb ファイルまたは .pbtxt ファイ
ルのいずれか 1 つのみを指定し
ているか確認します。

InputConfiguration: Exactly one .pb or .pbtxt file
is allowed for TensorFlow models.

.pb ファイルまたは .pbtxt ファイ
ルのいずれか 1 つのみを指定し
ているか確認します。

ClientError: InputConfiguration: TVM cannot convert
<model zoo> model. Please make sure the framework
you selected is correct. The following operators
are not implemented: {<operator name>}

選択した演算子がサポート
されていることを確認しま
す。「」を参照してくださ
い。SageMaker Neo でサポート
されているフレームワークと演
算子。

Keras
エラー

解決策

InputConfiguration: No h5 file provided in <model
path>

指定した Amazon S3 URI に h5
ファイルがあることを確認しま
す。
または
h5 ファイルが正しくフォーマッ
トされていることを確認しま
す。

InputConfiguration: Multiple h5 files provided,
<model path>, when only one is allowed

提供しているのは h5 ファイルが
1 つのみであることを確認しま
す。

ClientError: InputConfiguration: Unable to load
provided Keras model. Error: 'sample_weight_mode'

指定した Keras バージョンが
サポートされていることを確
認します。クラウドインスタン
スとエッジデバイスのサポート
されているフレームワークを参
照してください。

ClientError: InputConfiguration: Input input has
wrong shape in Input Shape dictionary. Input shapes
should be provided in NCHW format.

モデルの入力が NCHW 形式に
従っていることを確認します。
「」を参照してください。入力
データの形状 SageMaker Neo
Expect？
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MXNet
エラー

解決策

ClientError: InputConfiguration: Only one parameter
file is allowed for MXNet model. Please make sure
the framework you select is correct.

SageMaker Neo は、コンパイ
ル用に与えられた 1 つ目のパラ
メータファイルを選択します。

インフラストラクチャ関連エラー
エラー

解決策

ClientError: InputConfiguration: S3 object does not
exist. Bucket: <bucket>, Key: <bucket key>

指定した Amazon S3 URI を確認
します。

ClientError: InputConfiguration: Bucket <bucket
name> is in region <region name> which is different
from AWS Sagemaker service region <service region>

サービスと同じリージョンにあ
る Amazon S3 バケットを作成し
ます。

ClientError: InputConfiguration: Unable to untar
input model. Please confirm the model is a tar.gz
file

Amazon S3 にあるモデルが圧縮
されて tar.gz ファイルになっ
ていることを確認します。

コンパイルログを確認する
1.

Amazon に移動 CloudWatch でhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

2.

コンパイルジョブを作成したリージョンを以下から選択します。リージョン右上のドロップダウンリ
スト

3.

Amazon のナビゲーションペインで CloudWatch、選択してくださいログ。選択ロググループ。

4.

という名前のロググループを検索する/aws/sagemaker/CompilationJobs。 ロググループを選択
します。

5.

コンパイルジョブ名にちなんだ名前のログストリームを検索します。ログストリームを選択します。

Neo の推論エラーをトラブルシューティングする
このセクションでは、エンドポイントのデプロイや呼び出し時に発生する可能性のある一般的なエラーの
一部を防ぎ、解決する方法を説明します。このセクションは以下に適用されますPyTorch 1.4.0 またはそれ
以降そしてMXNet v1.7.0 以降。
• 推論スクリプトで model_fn を定義していた場合は必ず、有効な入力データに対して最初の推論
(ウォームアップ推論) が model_fn() で実行されるようにします。そうでない場合は、predict API
が呼び出された際に、次のエラーメッセージがターミナルに表示されることがあります。
An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received server
error (0) from <users-sagemaker-endpoint> with message "Your invocation timed out
while waiting for a response from container model. Review the latency metrics for each
container in Amazon CloudWatch, resolve the issue, and try again."

• 次の表に示す環境変数が設定されていることを確認します。設定されていない場合は、次のエラーメッ
セージが表示されることがあります。
ターミナル上:
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An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received
server error (503) from <users-sagemaker-endpoint> with message "{ "code": 503, "type":
"InternalServerException", "message": "Prediction failed" } ".

In (イン) CloudWatch:
W-9001-model-stdout com.amazonaws.ml.mms.wlm.WorkerLifeCycle - AttributeError: 'NoneType'
object has no attribute 'transform'

キー

値

SAGEMAKER_PROGRAM

inference.py

SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY

/opt/ml/model/code

SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL

20

SAGEMAKER_REGION

<ご利用のリージョン>

• であることを確認しますMMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUTAmazonの作成時に環境変数が500以上の
値に設定されている SageMaker モデル; そうでない場合、端末に次のエラーメッセージが表示されるこ
とがあります。
An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received server
error (0) from <users-sagemaker-endpoint> with message "Your invocation timed out
while waiting for a response from container model. Review the latency metrics for each
container in Amazon CloudWatch, resolve the issue, and try again."

Ambarella エラーをトラブルシューティングする
SageMaker Neo では、圧縮された tar ファイルにモデルをパッケージ化する必要があります (*.tar.gz).
Ambarella のデバイスでは、コンパイルに送る前に、まず圧縮される tar ファイルの中に追加のファイルを
含める必要があります。Ambarella ターゲットのモデルをコンパイルする場合は、圧縮された tar ファイル
に次のファイルを含めます。 SageMaker Neo:
• でサポートされているフレームワークを使ったトレーニング済みモデル SageMaker ネオ
• JSON 設定ファイル
• キャリブレーションイメージ
例えば、圧縮された tar ファイルの内容は、次の例のようになります。
###amba_config.json
###calib_data
|
### data1
|
### data2
|
### .
|
### .
|
### .
|
### data500
###mobilenet_v1_1.0_0224_frozen.pb

このディレクトリは、次のように構成されています。
• amba_config.json: 設定ファイル
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• calib_data: キャリブレーションイメージを含むフォルダ
• mobilenet_v1_1.0_0224_frozen.pb: TensorFlow フリーズグラフとして保存されたモデル
でサポートされているフレームワークの詳細については SageMaker Neo、見てサポートされるフレーム
ワーク (p. 2865)。

設定ファイルを設定する
設定ファイルは、モデルのコンパイルのために Ambarella ツールチェーンが必要とする情報を提供しま
す。設定ファイルは JSON ファイルとして保存し、ファイル名は「*config.json」で終わる必要があり
ます。以下の表は、設定ファイルの内容を示しています。
キー

説明

例

inputs

入力レイヤーを属性にマッピン
グするディクショナリ。

{inputs:{"data":
{...},"data1":{...}}}

"data"

入力レイヤー名。注:「data」
は、入力レイヤーのラベルとし
て使うことができる名前の例で
す。

"data"

shape

モデルの入力の形状を記述しま
す。これは次の規則と同じもの
に従います SageMaker Neo は使
用します。

「形状」: 「1,3,224,224"

filepath

キャリブレーションイメージを
"filepath": "calib_data/"
含むディレクトリへの相対パ
ス。バイナリファイル、または
JPG や PNG などのイメージファ
イルを使うことができます。

colorformat

モデルが想定するカラー形式。
"colorformat":"RGB"
これは、イメージをバイナリ
に変換する際に使われます。サ
ポートされる値。[RGB、BGR]。
デフォルトは RGB です。

mean

入力から減算される平均値。1 つ
の値、または値のリストを指定
できます。平均をリストとして
指定する場合、エントリの数は
入力のチャネルディメンション
と一致させる必要があります。

"mean":128.0

scale

入力の正規化に使われるスケー
ル値。1 つの値、または値のリ
ストを指定できます。スケール
をリストとして指定する場合、
エントリの数は入力のチャネル
ディメンションと一致させる必
要があります。

「スケール」: 255.0

以下は、サンプルの設定ファイルです。
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{

}

"inputs": {
"data": {
"shape": "1, 3, 224, 224",
"filepath": "calib_data/",
"colorformat": "RGB",
"mean":[128,128,128],
"scale":[128.0,128.0,128.0]
}
}

キャリブレーションイメージ
キャリブレーションイメージを指定することで、トレーニング済みモデルを量子化します。モデルを量
子化すると、Ambarella システムオンザチップ (SoC) の CVFlow エンジンのパフォーマンスが向上しま
す。Ambarella ツールチェーンは、キャリブレーションイメージを使ってモデルの各レイヤーを量子化
する方法を決定し、最適なパフォーマンスと精度を達成します。各レイヤーは、別個に INT8 形式または
INT16 形式に量子化されます。量子化後、最終モデルでは INT8 レイヤーと INT16 レイヤーが混在しま
す。
イメージはいくつ使えばよいですか。
モデルが処理すると予想されるシーンのタイプを代表する 100～200 のイメージを含めることが推奨され
ます。モデルのコンパイル時間は、入力ファイル内のキャリブレーションイメージの数に応じて直線的に
増加します。
推奨されるイメージ形式は何ですか。
キャリブレーションイメージは、未加工のバイナリ形式または JPG や PNG などのイメージ形式にしま
す。
キャリブレーションフォルダでイメージとバイナリファイルが混在していてもかまいません。キャリブ
レーションフォルダにイメージとバイナリファイルの両方が含まれている場合、まず、ツールチェーンは
イメージをバイナリファイルに変換します。変換が完了すると、新しく生成されたバイナリファイルと、
フォルダに元からあったバイナリファイルを使います。
最初にイメージをバイナリ形式に変換できますか。
はい。OpenCV または PIL のようなオープンソースパッケージを使って、イメージをバイナリ形式に変換
できます。トレーニング済みモデルの入力レイヤーの要件を満たすように、イメージをトリミングしてサ
イズ変更します。

平均とスケール
Ambarella ツールチェーンには、平均とスケールの前処理オプションを指定できます。これらのオペレー
ションはネットワークに埋め込まれ、各入力の推論時に適用されます。平均またはスケールを指定する場
合は、処理済みのデータを指定しないでください。具体的には、平均を減算したデータや、スケーリング
を適用したデータは提供しないでください。

コンパイルログを確認する
Ambarella デバイスのコンパイルログを確認する方法については、以下を参照してください。コンパイル
ログを確認する (p. 2885)。
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使用アイテム SageMaker Elastic Inference (EI)
Amazon Elastic Inference (EI) を使うことで、としてデプロイされている深層学習モデルからのリアルタイ
ム推論取得のスループットを高速化でき、レイテンシーを短縮できます。アマゾン SageMaker ホストモ
デルただし、エンドポイントに GPU インスタンスを使用する場合の数分の1のコストで済みます。EI を使
用すると、フル GPU インスタンスを使用するコストよりはるかに低いコストで、ホストされるエンドポ
イントでの推論を高速化できます。CPU インスタンスタイプに加えて、デプロイ可能なモデルに使用可能
なサイズの EI アクセラレーターを追加してから、そのモデルをホストされるエンドポイントのデプロイに
使用するエンドポイント設定に本番稼働用バリアントとして追加します。に EI アクセラレーターを追加
することもできます SageMaker ノートブックインスタンスこれにより、モデルを構築する際に推論のパ
フォーマンスをテストおよび評価できます。
Elastic Inference は EI 対応バージョンの TensorFlow、Apache MXNet、および PyTorch。他の深層学習
フレームワークを使用するには、ONNX を使用してモデルをエクスポートしてから、モデルを MXNet に
インポートします。これにより、モデルを EI とともに、MXNet モデルとして使用できるようになりま
す。MXNet への ONNX モデルのインポートの詳細については、「ONNX モデルを MXNet にインポートす
る」を参照してください。
トピック
• EI の仕組み (p. 2889)
• EI アクセラレータータイプを選択する (p. 2890)
• でを使用する SageMaker ノートブックインスタンス (p. 2890)
• ホストされるエンドポイントで EI を使用する (p. 2890)
• EI をサポートするフレームワーク (p. 2891)
• でを使用する SageMaker 組み込みアルゴリズム (p. 2891)
• EI サンプルノートブック (p. 2891)
• EI を使用するように設定する (p. 2891)
• EI をノートブックインスタンスにアタッチする (p. 2895)
• Use EI on Amazon SageMaker ホストエンドポイント (p. 2897)

EI の仕組み
Amazon Elastic Inference アクセラレーターは、と連動して動作するネットワーク接続デバイスです
SageMaker エンドポイント内のインスタンスで、推論の呼び出しを高速化します。Elastic Inference は、
分数の GPU を任意の SageMaker インスタンスにアタッチできるようにすることで、推論を高速化しま
す。アプリケーションを実行するクライアントインスタンスを選択し、Elastic Inference アクセラレータ
をアタッチして、推論のニーズに適した量の GPU アクセラレーションを使用できます。Elastic Inference
は、推論のために GPU インスタンスを十分に活用していない場合、コストを削減するのに役立ちます。
さまざまな CPU インスタンスとアクセラレータサイズを使用して、モデルで Elastic Inference を試すこと
をお勧めします。
次の EI アクセラレータータイプを使用できます。エンドポイントまたはノートブックインスタンスを任意
の EI アクセラレータータイプとともに設定できます。
次の表では、単精度浮動小数点 (F32) 演算と半精度浮動小数点 (F16) 演算の両方について、テラフロップ
スのスループット (TFLOPS) をリストします メモリ (GB) もリストします。
アクセラレータータイ
プ

F32 スループット
(TFLOPS)

F16 スループット
(TFLOPS)

メモリ (GB)

ml.eia2.medium

1

8

2
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アクセラレータータイ
プ

F32 スループット
(TFLOPS)

F16 スループット
(TFLOPS)

メモリ (GB)

ml.eia2.large

2

16

4

ml.eia2.xlarge

4

32

8

ml.eia1.medium

1

8

1

ml.eia1.large

2

16

2

ml.eia1.xlarge

4

32

4

EI アクセラレータータイプを選択する
ホストされるモデルのアクセラレータータイプを選択するときには、以下の要素を考慮してください。
• モデル、入力テンソル、およびバッチサイズは、必要なアクセラレーターメモリの量に影響します。ト
レーニング済みモデルのファイルサイズと同量以上のメモリを提供するアクセラレータータイプから始
めます。モデルがランタイムにファイルサイズよりも大幅に多くのメモリを使用する可能性があるとい
う要因。
• CPU コンピューティングリソース、メインシステムメモリ、GPU ベースのアクセラレーションおよび
アクセラレーターメモリの需要は、深層学習モデルの種類によって大きく異なります。アプリケーショ
ンのレイテンシーとスループットの要件によって、必要なコンピューティングとアクセラレーションの
量も決まります。アプリケーションのパフォーマンスニーズに最も適した構成を選択できるように、イ
ンスタンスタイプと EI アクセラレーターサイズのさまざまな構成を徹底的にテストしてください。
EI アクセラレータ選択の詳細については、次を参照してください。
• Amazon Elastic Inference の概要
• モデルのインスタンスタイプとアクセラレータータイプの選択
• Amazon Elastic Inference のコストを最適化する方法 TensorFlow

でを使用する SageMaker ノートブックインスタンス
通常、機械学習モデルは SageMaker 本番環境にデプロイする前にノートブックを作成してください。
ノートブックインスタンスを作成するときに、ノートブックインスタンスに EI をアタッチすることがで
きます。でサポートされているローカルモードを使用して、ノートブックインスタンスでローカルでホ
ストされるエンドポイントを設定できます。 TensorFlow、MXNet、 PyTorch の推定器とモデルアマゾ
ン SageMaker SDK推論性能をテストするため。Elastic Inference を有効化 PyTorch 現在、ノートブッ
クインスタンスではサポートされていません。ノートブックインスタンスに EI をアタッチし、推論のた
めにローカルエンドポイントを設定する方法については、EI をノートブックインスタンスにアタッチす
る (p. 2895)を参照してください。エラスティック・インフェレンスが有効になっているものもあります
SageMaker の Elastic Inference 対応バージョンの Jupyter カーネル TensorFlow と Apache MXNet。の使
用については、 SageMaker ノートブックインスタンスのを参照してください使用アイテム SageMaker
ノートブックインスタンス

ホストされるエンドポイントで EI を使用する
モデルを本番稼働用にデプロイして推論を提供する準備ができたら、 SageMaker ホストエンドポイン
ト。エンドポイントがホストされているインスタンスに EI をアタッチすると、推論を提供する際のパ
フォーマンスを向上させることができます。ホストされるエンドポイントインスタンスに EI をアタッチす
る方法については、Use EI on Amazon SageMaker ホストエンドポイント (p. 2897)を参照してください。
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EI をサポートするフレームワーク
Amazon Elastic Inference は以下で使用するように設計されていますAWSの拡張バージョン
TensorFlow、Apache MXNet、または PyTorch 機械学習フレームワーク これらのフレームワークの拡張
バージョンは、Amazon を使用すると自動的にコンテナに組み込まれます。 SageMaker Python SDK を使
用するか、バイナリファイルとしてダウンロードして、独自の Docker コンテナにインポートすることも
できます。
EI 対応の TensorFlow 一般公開のバイナリファイルamazonei-tensorflow Amazon S3 bucket to the
TensorFlow キッチン用コンテナ。の EI 対応バージョンを使用するコンテナの構築に関する詳細について
は、 TensorFlow、を参照してくださいでの Amazon Elastic Inference TensorFlow に SageMaker。
パブリック amazonei-apachemxnet Amazon S3 バケットから MXNet サービスコンテナに、EI 対応
MXNet バイナリファイルをダウンロードできます。EI 対応バージョンの MXNet を使用するコンテナ
の構築の詳細については、以下を参照してください。での MXNet と共に Amazon Elastic Inference
SageMaker。
EI 対応の PyTorch 一般公開のバイナリファイルamazonei-pytorch Amazon S3 bucket to the PyTorch キッ
チン用コンテナ。の EI 対応バージョンを使用するコンテナの構築に関する詳細については、 PyTorch、を
参照してくださいでの Amazon Elastic Inference PyTorch に SageMaker。
ホストされたエンドポイントで Elastic Inference を使うために、必要に応じて次のフレームワークのいず
れかを選択できます。
• SageMaker SDK-デプロイ TensorFlow モデル
• SageMaker Python SDK-MXNet モデルのデプロイ
• SageMaker SDK-デプロイ PyTorch モデル
モデルをデプロイするためのカスタムコンテナを作成する必要がある場合、そのコンテナは複雑で、フ
レームワークへの拡張が必要です。 SageMaker 構築済みのコンテナはサポートしていません、使用して
ください低レベルAWSSDK for Python (Boto 3)。

でを使用する SageMaker 組み込みアルゴリズム
組み込みアルゴリズムであるイメージ分類-MXNet (p. 2039)とオブジェクトの検出 (p. 2064)は現在、EI を
サポートしています。EI でイメージ分類アルゴリズムを使用する例については、「エンドツーエンドの複
数クラスイメージ分類のサンプル」を参照してください。

EI サンプルノートブック
次のサンプルノートブックは、での EI の使用例を示しています SageMaker:
• アマゾンで MXNet で Amazon エラスティック推論を使う SageMaker
• アマゾンで MXNet で Amazon エラスティック推論を使う SageMaker ノートブックインスタンス
• Amazon Elastic Inference を Neo コンパイルと共に TensorFlow Model SageMaker
• 事前トレーニング済みAmazon Elastic Inference の使用 TensorFlow の提供 SageMaker

EI を使用するように設定する
このトピックの手順は、以下のいずれかに該当する場合にのみ使用してください。
• カスタマイズされたロールまたはアクセス権限ポリシーを使用したい。
• ホストされるモデルまたはノートブックインスタンスに VPC を使用したい。

2891

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
EI を使用するように設定する

Note
実行ロールがすでにある場合AmazonSageMakerFullAccessアタッチされたマネージドポリ
シー (コンソールでノートブックインスタンス、トレーニングジョブ、またはモデルを作成する
ときに作成するすべての IAM ロールが該当) で、VPC 内の EI モデルまたはノートブックインス
タンスに接続しない場合、Amazon で EI を使うためにこれらの変更を加える必要はありません
SageMaker。
トピック
• 必要なアクセス許可の設定 (p. 2892)
• カスタム VPC を使用して EI に接続する (p. 2894)

必要なアクセス許可の設定
で EI を使用するには SageMakerでは、ノートブックインスタンスを開くため、またはデプロイ可能なモ
デルを作成するために使うロールに、必要な許可がアタッチされたポリシーが必要です。必要なアクセ
ス権限を含む AmazonSageMakerFullAccess マネージドポリシーをロールにアタッチすることも、必
要なアクセス権限を持つカスタムポリシーを追加することもできます。IAM ロールの作成の詳細につい
ては、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「AWS のサービス用ロールの作成 (コン
ソール)」を参照してください。ロールにポリシーをアタッチする方法の詳細については、IAM ドキュメン
トの IAM ポリシーの追加と削除を参照してください。
EI を接続するために、これらの許可を明確に IAM ポリシーに追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"elastic-inference:Connect",
"ec2:DescribeVpcEndpoints"
],
"Resource": "*"

次の IAM ポリシーは、で EI を使うために必要な許可の完全なリストです SageMaker。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elastic-inference:Connect",
"ec2:DescribeVpcEndpoints"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage",
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"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"cloudwatch:PutMetricData",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
"application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
"application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"application-autoscaling:PutScalingPolicy",
"application-autoscaling:PutScheduledAction",
"application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:GetLogEvents",
"logs:PutLogEvents"

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
}
}
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},
{

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
}
]
}

カスタム VPC を使用して EI に接続する
で EI を使用するには SageMaker VPC では、2 つのセキュリティグループを作成して設定し、 PrivateLink
VPC インターフェイスエンドポイント。EI は、VPC インターフェイスエンドポイントを使用して通信す
る SageMaker VPC のエンドポイント。作成したセキュリティグループは、VPC インターフェイスエンド
ポイントへの接続に使用されます。

EI に接続するためのセキュリティグループを設定する
VPC 内で EI を使用するには、2 つのセキュリティグループを作成する必要があります。
• EI 用に設定する VPC インターフェイスエンドポイントへのアクセスを制御するためのセキュリティグ
ループ。
• 許可するセキュリティグループ SageMaker 最初のセキュリティグループに呼び出す

2 つのセキュリティグループを設定するには
1.
2.
3.

アウトバウンド接続のないセキュリティグループを作成します。これを、次のセクションで作成する
VPC エンドポイントインターフェイスにアタッチします。
インバウンド接続がなく、最初のセキュリティグループへのアウトバウンド接続がある、2 番目のセ
キュリティグループを作成します。
最初のセキュリティグループを編集して、2 番目のセキュリティグループのみへのインバウンド接続
とすべてのアウトバウンド接続を許可します。

VPC セキュリティグループの詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「VPC の
セキュリティグループ」を参照してください。

EI に接続するための VPC インターフェイスエンドポイントを設定する
で EI を使用するには SageMaker カスタム VPC では、VPC インターフェイスエンドポイントを設定する
必要があります (PrivateLink) EI サービス用。
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• VPC インターフェイスエンドポイントのセットアップ (PrivateLink) EI用。インターフェイスエンド
ポイントの作成の指示に従ってください。. サービスのリストで com.amazonaws<region>.elasticinference.runtime を選択します。[セキュリティグループ] で、エンドポイントに対して前のセクション
で作成した最初のセキュリティグループを必ず選択してください。
• インターフェイスエンドポイントを設定するときに、EI を使用できるすべてのアベイラビリティーゾー
ンを選択します。2 以上つのアベイラビリティーゾーンを設定しないと、EI は失敗します。VPC サブ
ネットについては、VPC とサブネットを参照してください。

EI をノートブックインスタンスにアタッチする
EI を使用して推論パフォーマンスをテストおよび評価するには、ノートブックインスタンスを作成また
は更新するときに EI をノートブックインスタンスにアタッチします。これにより、ローカルモードで EI
を使用して、ノートブックインスタンスでホストされているエンドポイントでモデルをホストできます。
ユースケースに最適な設定を評価するためには、さまざまなサイズのノートブックインスタンスと EI アク
セラレーターをテストする必要があります。

EI を使用するように設定する
ノートブックインスタンスで EI をローカルに使用するには、EI インスタンスを使用してノートブックイ
ンスタンスを作成します。

EI インスタンスを使用してノートブックインスタンスを作成するには
1.
2.
3.

Open the Amazon SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。
ナビゲーションペインで [ノートブックインスタンス] を選択します。
[Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。

4.
5.

[ノートブックインスタンス名] に、ノートブックインスタンスの一意の名前を入力します。
[ノートブックインスタンスのタイプ] で、ml.t2.medium などの CPU インスタンスを選択します。

6.
7.
8.

[Elastic Inference (EI)] で、リストからインスタンス (ml.eia2.medium など) を選択します。
にとってIAM ロール、使用するために必要な許可を持つ IAM ロールを選択します SageMaker とEI。
(オプション) [VPC - Optional (VPC - オプション)] で、ノートブックインスタンスに VPC を使用させ
る場合は、表示されているリストから 1 つを選択します。それ以外の場合は、[No VPC (VPC なし)]
のままにします。VPC を使用する場合は、カスタム VPC を使用して EI に接続する (p. 2894)の手順
に従ってください。
(オプション) [ライフサイクル設定 - optional (オプション)] で、[設定なし] のままにするか、ライフサ
イクル設定を選択します。詳細については、「ライフサイクル設定スクリプトを使用したノートブッ
クインスタンスをカスタマイズします。 (p. 201)」を参照してください。

9.

10. (オプション) 用Encryption key-オプション、オプション) ご希望の場合 SageMaker の使用AWS Key
Management Service(AWS KMS) キーを使用して、ノートブックインスタンスに接続されている ML
ストレージボリューム内のデータを暗号化します。そのキーを指定します。
11. (オプション) [Volume Size In GB (ボリュームサイズ (GB)) - optional (オプション)] はデフォルト値の
5 のままにします。
12. (オプション) [Tags (タグ)] で、ノートブックインスタンスにタグを追加します。タグは、ノートブッ
クインスタンスを管理しやすくするために割り当てるラベルです。タグは、1 つのキーと 1 つの値で
構成されており、どちらもお客様側が定義します。
13. [ノートブックインスタンスの作成] を選択します。
EI がアタッチされたノートブックインスタンスを作成したら、Jupyter ノートブックを作成し、そのノー
トブックインスタンスでローカルにホストされる EI エンドポイントを設定することができます。
トピック
• のローカルモードで EI を使う SageMaker (p. 2896)
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のローカルモードで EI を使う SageMaker
ノートブックインスタンスでホストされているエンドポイントで EI をローカルで使うには、ローカル
モードでアマゾン SageMaker SDKいずれかのバージョン TensorFlow、MXNet、 PyTorch推定器または
モデル。ローカルモードサポートの詳細については、「」 SageMakerSDK を参照してくださいhttps://
github.com/aws/sagemaker-python-sdk#sagemaker-python-sdk-overview。
トピック
• ローカルモードで EI をローカルモードで SageMaker TensorFlow 推定器とモデル (p. 2896)
• ローカルモードで SageMaker Apache MXNet 推定器およびモデルとともに EI を使用する (p. 2896)
• ローカルモードで EI をローカルモードで SageMaker PyTorch 推定器とモデル (p. 2897)

ローカルモードで EI をローカルモードで SageMaker TensorFlow 推定器とモデ
ル
で EI を使用するには TensorFlow ローカルモードでは、次のように指定します。localにとっ
てinstance_typeそしてlocal_sagemaker_notebookにとってaccelerator_type電話する
とdeploy推定器またはモデルオブジェクトのメソッド。の詳細については、アマゾン SageMaker SDK
TensorFlow 推定器とモデル、を参照してくださいhttps://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/
tensorflow/index.html。
次のコードは、推定器オブジェクトとともにローカルモードを使用する方法を示しています。deploy メ
ソッドを呼び出すには、あらかじめ次のいずれかが必要です。
• 推定器の fit メソッドを呼び出してモデルをトレーニングしておく。
• モデルオブジェクトを初期化するときにモデルアーティファクトを渡す。

# Deploys the model to a local endpoint
tf_predictor = tf_model.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='local',
accelerator_type='local_sagemaker_notebook')

ローカルモードで SageMaker Apache MXNet 推定器およびモデルとともに EI を
使用する
ローカルモードで MXNet とともに EI を使用するには、推定器またはモデルオブジェクトの
deploy メソッドを呼び出すときに、instance_type に local を、accelerator_type に
local_sagemaker_notebook を指定します。の詳細については、アマゾン SageMaker SDKMXNet
の推定器とモデルについては、を参照してください。https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/
frameworks/mxnet/index.html。
次のコードは、推定器オブジェクトとともにローカルモードを使用する方法を示しています。モデルをト
レーニングするためには、あらかじめ推定器の fit メソッドを呼び出しておく必要があります。
# Deploys the model to a local endpoint
mxnet_predictor = mxnet_estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='local',
accelerator_type='local_sagemaker_notebook')

MXNet のローカルモードで EI を使う完全な例については、次の次のサンプルノートブックを参照して
ください。https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/sagemaker-python-sdk/mxnet_mnist/
mxnet_mnist_elastic_inference_local.html。
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ローカルモードで EI をローカルモードで SageMaker PyTorch 推定器とモデル
で EI を使用するには PyTorch ローカルモードでは、電話をかけるとdeploy推定器または
モデルオブジェクトのメソッド、指定してくださいlocalにとってinstance_typeそし
てlocal_sagemaker_notebookにとってaccelerator_type。の詳細については、アマゾン
SageMaker SDK PyTorch 推定器とモデル、を参照してくださいSageMaker PyTorch 推定器とモデル。
次のコードは、推定器オブジェクトとともにローカルモードを使用する方法を示しています。モデルをト
レーニングするためには、あらかじめ推定器の fit メソッドを呼び出しておく必要があります。
# Deploys the model to a local endpoint
pytorch_predictor = pytorch_estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='local',
accelerator_type='local_sagemaker_notebook')

Use EI on Amazon SageMaker ホストエンドポイント
Amazon でElastic Inference (EI) を使うには SageMaker リアルタイムに推論を行うためのホストされるエ
ンドポイントで、そのエンドポイントでホストされるようにデプロイ可能なモデルを作成するときに EI ア
クセラレーターを指定します。これには以下の 2 つの方法があります。
• を使用するアマゾン SageMaker SDKいずれかのバージョン TensorFlow、MXNet、 PyTorchと
SageMaker の事前構築済みコンテナ TensorFlow、MXNet、 PyTorch
• 独自のコンテナを構築し、低レベルを使用する SageMaker API (ブート 3)。いずれかのEI対応バージョ
ンをインポートする必要があります TensorFlow、MXNet、 PyTorch提供された Amazon S3 の場所から
コンテナに入れ、それらのバージョンの 1 つを使ってトレーニングスクリプトを書き込む
• イメージ分類-MXNet (p. 2039) または オブジェクトの検出 (p. 2064) のいずれかの組み込みアルゴリズ
ムを使用し、AWS SDK for Python (Boto3) を使用してトレーニングジョブを実行し、デプロイ可能なモ
デルとホストされるエンドポイントを作成します。
トピック
• Use EI with a SageMaker TensorFlowコンテナ (p. 2897)
• Use EI with a SageMaker MXNet コンテナ (p. 2898)
• Use EI with a SageMaker PyTorch コンテナ (p. 2898)
• 独自のコンテナとともに EI を使用する (p. 2899)

Use EI with a SageMaker TensorFlowコンテナ
を使用するには TensorFlow EIで SageMaker、電話する必要がありますdeployいずれかの方法見積りま
たはModelオブジェクト。その後、accelerator_type 入力引数を使用してアクセラレータータイプを指定
します。使用方法については TensorFlow () SageMakerPython SDK については、以下を参照してくださ
い。https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/tensorflow/index.html。
SageMaker には、便利なように、デフォルトのモデルトレーニングと推論のコードが用意されています。
カスタムファイル形式の場合は、カスタムモデルトレーニングと推論コードを実装する必要があります。

推定器オブジェクトを使用する
EI とともに推定器オブジェクトを使用するには、deploy メソッドを使用するときに accelerator_type
入力引数を含めます。推定器は予測子オブジェクトを返します。コード例に示しているように、その
deploy メソッドを呼び出します。
# Deploy an estimator using EI (using the accelerator_type input argument)
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predictor = estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

モデルオブジェクトを使用する
EI とともにモデルオブジェクトを使用するには、deploy メソッドを使用するときに accelerator_type
入力引数を含めます。推定器は予測子オブジェクトを返します。コード例に示しているように、その
deploy メソッドを呼び出します。
# Deploy a model using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = model.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

Use EI with a SageMaker MXNet コンテナ
で EI で MXNet を使用するには SageMaker、電話する必要がありますdeployいずれかの方法見積りま
たはModelオブジェクト。次に、accelerator_type 入力引数を使用してアクセラレータータイプを
指定します。での MXNet の使用については、アマゾン SageMaker SDK、を参照してくださいhttps://
sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/mxnet/index.html
お客様の便宜を図るため、 SageMaker デフォルトのモデルトレーニングと推論のコードを提供します。
カスタムファイル形式の場合は、カスタムモデルトレーニングと推論コードを書き込む必要があります。

推定器オブジェクトを使用する
EI とともに推定器オブジェクトを使用するには、deploy メソッドを使用するときに accelerator_type
入力引数を含めます。推定器は予測子オブジェクトを返します。コード例に示しているように、その
deploy メソッドを呼び出します。
# Deploy an estimator using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

モデルオブジェクトを使用する
EI とともにモデルオブジェクトを使用するには、deploy メソッドを使用するときに accelerator_type
入力引数を含めます。推定器は予測子オブジェクトを返します。コード例に示しているように、その
deploy メソッドを呼び出します。
# Deploy a model using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = model.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

での MXNet と共に EI を使う完全な例については SageMaker、次のサンプルノートブックを参照してく
ださい。https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/sagemaker-python-sdk/
mxnet_mnist/mxnet_mnist_elastic_inference.ipynb

Use EI with a SageMaker PyTorch コンテナ
を使用するには PyTorch EIで SageMaker、電話する必要がありますdeployいずれかの方法見積りまた
はModelオブジェクト。次に、accelerator_type 入力引数を使用してアクセラレータータイプを指
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定します。の使用については、 PyTorch ()アマゾン SageMaker SDK、を参照してくださいSageMaker
PyTorch 推定器とモデル。
お客様の便宜を図るため、 SageMaker デフォルトのモデルトレーニングと推論のコードを提供します。
カスタムファイル形式の場合は、カスタムモデルトレーニングと推論コードを書き込む必要があります。

推定器オブジェクトを使用する
EI とともに推定器オブジェクトを使用するには、deploy メソッドを使用するときに accelerator_type
入力引数を含めます。推定器は予測子オブジェクトを返します。コード例に示しているように、その
deploy メソッドを呼び出します。
# Deploy an estimator using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

モデルオブジェクトを使用する
EI とともにモデルオブジェクトを使用するには、deploy メソッドを使用するときに accelerator_type
入力引数を含めます。モデルは予測子オブジェクトを返します。コード例に示しているように、その
deploy メソッドを呼び出します。
# Deploy a model using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = model.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

独自のコンテナとともに EI を使用する
ビルドしたカスタムコンテナ内のモデルでEIを使用するには、低レベルを使用してくださいAWSSDK
for Python (Boto 3)。ダウンロードしてインポートするAWSの EI 対応バージョン TensorFlow、Apache
MXNet、または PyTorch 機械学習フレームワークを作成し、それらのフレームワークを使用してトレーニ
ングスクリプトを作成します。

EI バージョンのインポート TensorFlow、MXNet、 PyTorch Docker コンテナに
独自のコンテナで EI を使用するには、Amazon EI のどちらかをインポートする必要があります
TensorFlow サービングライブラリ、Amazon EI Apache MXNet ライブラリ、またはElastic Inference が有
効になっている PyTorch ライブラリをコンテナに入れてください。の EI 対応バージョン TensorFlow およ
び MXNet は現在、Amazon S3 の場所に保存されたバイナリファイルとして入手できます。EI 対応バイナ
リは、でダウンロードできます。 TensorFlow の Amazon S3 バケットからconsole.aws.amazon.com/s3/
buckets/amazonei-tensorflow。の EI 対応バージョンを使用するコンテナの構築については TensorFlow、
を参照してくださいhttps://github.com/aws/sagemaker-tensorflow-container#building-the-sagemakerelastic-inference-tensorflow-serving-container。Apache MXNet の EI 対応バイナリは、パブリックの
Amazon S3 バケット (console.aws.amazon.com/s3/buckets/amazonei-apachemxnet) からダウンロー
ドできます。EI 対応バージョンの MXNet を使用するコンテナの構築については、以下を参照してく
ださい。https://github.com/aws/sagemaker-mxnet-container#building-the-sagemaker-elastic-inferencemxnet-container。Elastic Inference 対応のバイナリは、以下からダウンロードできます。 PyTorch の公開
Amazon S3 バケットからconsole.aws.amazon.com/s3/buckets/amazonei-PyTorch。Elastic Inference 対応
バージョンを使用するコンテナの構築については PyTorch、を参照してくださいイメージをビルドする。

AWS SDK for Python (Boto 3) を使って EI エンドポイントを作成する
AWS SDK for Python (Boto 3) を使用してエンドポイントを作成するには、まずエンドポイント設定を作成
します。エンドポイント設定では、エンドポイントでホストする 1 つ以上のモデル (本番稼働用バリアン
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トと呼ばれる) を指定します。エンドポイントでホストされている本番稼働用バリアントの 1 つ以上に EI
をアタッチするには、その ProductionVariant の AcceleratorType フィールドとして EI インスタ
ンスタイプの 1 つを指定します。その後、エンドポイントを作成する際にそのエンドポイント設定を渡し
ます。

エンドポイント設定を作成する
EI を使用するには、エンドポイント設定でアクセラレータータイプを指定する必要があります。
# Create Endpoint Configuration
from time import gmtime, strftime
endpoint_config_name = 'ImageClassificationEndpointConfig-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S",
gmtime())
print(endpoint_config_name)
create_endpoint_config_response = sagemaker.create_endpoint_config(
EndpointConfigName = endpoint_config_name,
ProductionVariants=[{
'InstanceType':'ml.m4.xlarge',
'InitialInstanceCount':1,
'ModelName':model_name,
'VariantName':'AllTraffic',
'AcceleratorType':'ml.eia2.medium'}])
print("Endpoint Config Arn: " + create_endpoint_config_response['EndpointConfigArn'])

エンドポイントの作成
アクセラレータータイプを使用してエンドポイント設定を作成したら、エンドポイントを作成することが
できます。
endpoint_name = 'ImageClassificationEndpoint-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", gmtime())
endpoint_response = sagemaker.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)

エンドポイントを作成したら、他のエンドポイントと同様に、Boto3 ランタイムオブジェクトの
invoke_endpoint メソッドを使用してそのエンドポイントを呼び出すことができます。

GPU ドライバーのアップグレード中の中断を最小
限に抑えるためのベストプラクティス
SageMaker Model Deployment は ML インスタンスの GPU ドライバーをリアルタイム推論、Batch 推論、
非同期推論のオプションに合わせて徐々にアップグレードし、ドライバープロバイダーの改善点を顧客
が利用できるようにします。以下に、各推論オプションでサポートされている GPU バージョンを示し
ます。ドライバーのバージョンが異なると、モデルが GPU と相互作用する方法が変わる可能性がありま
す。以下は、アプリケーションがさまざまなドライバーバージョンでどのように動作するかを理解するの
に役立ついくつかの戦略です。

現在のバージョンとサポートされているインスタンス
ファミリー
アマゾン SageMaker 推論は次のドライバーとインスタンスファミリーをサポートします。
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サービス

GPU

ドライバーのバージョ
ン

インスタンスのタイプ

リアルタイム

NVIDIA

470.57.02

ml.p2.*、ml.p3.*、ml.p4d.*、ml.g4dn.*、
*

バッチ

NVIDIA

470.57.02

ml.p2.*、ml.p3.*、ml.p4d.*、ml.g4dn.*、

非同期推論

NVIDIA

470.57.02

ml.p2.*、ml.p3.*、ml.p4d.*、ml.g4dn.*、

GPU 機能によるモデルコンテナのトラブルシュー
ティング
GPU ワークロードを実行する際に問題が発生した場合は、以下のガイダンスを参照してください。

GPU カード検出障害または NVIDIA 初期化エラー
以下を実行しますnvidia-smi(NVIDIA システム管理インターフェイス) コマンドを Docker コンテナ内か
ら実行します。NVIDIA システム管理インターフェイスが GPU 検出エラーまたは NVIDIA 初期化エラーを
検出すると、次のエラーメッセージが返されます。
Failed to initialize NVML: Driver/library version mismatch

ユースケースに基づいて、次のベストプラクティスに従って障害またはエラーを解決してください。
• に記載されているベストプラクティスの推奨事項に従ってください持ち込み (BYO) モデルコンテナを使
用した場合 (p. 2902)ドロップダウン。
• に記載されているベストプラクティスの推奨事項に従ってくださいCUDA 互換レイヤーを使用する場
合 (p. 2902)ドロップダウン。
を参照してくださいNVIDIA システム管理インターフェイスページ詳細については、NVIDIA の Web サイ
トを参照してください。

ドライバーバージョンが一致しないを使用するための
ベストプラクティス
以下に、GPU ドライバーの更新方法に関する情報を示します。

コンテナが依存しているドライバが ML GPU インスタンスのバージョンよりも低
い
アクションは必要ありません。NVIDIA は下位互換性を提供します。

コンテナが依存しているドライバが ML GPU インスタンスのバージョンよりも大
きい
軽微なバージョンの違いであれば、対処は不要です。NVIDIA にはマイナーバージョン上位互換性がありま
す。
バージョンが大きく異なる場合は、CUDA Compatibility Packageをインストールする必要があります。を
参照してくださいCUDA 互換性PackageNVIDIAのマニュアルに記載されています。
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Important
CUDA 互換性Package には後方互換性がないため、インスタンスのドライバーバージョンが
CUDA 互換性Package バージョンよりも大きい場合は、無効にする必要があります。

持ち込み (BYO) モデルコンテナを使用した場合
ホスト上の NVIDIA ドライバーバージョンと競合する可能性のある NVIDIA ドライバーパッケージがイ
メージにバンドルされていないことを確認してください。

CUDA 互換レイヤーを使用する場合
プラットフォームの Nvidia ドライババージョンが、モデルコンテナにインストールされている CUDA
Compatibility Package バージョンをサポートしているかどうかを確認するには、CUDA ドキュメント。プ
ラットフォームの Nvidia ドライバーバージョンが CUDA 互換性Package バージョンをサポートしていな
い場合は、モデルコンテナイメージから CUDA 互換性Package を無効化または削除できます。CUDA 互
換 libs バージョンが最新の Nvidia ドライバーバージョンでサポートされている場合は、検出された Nvidia
ドライバーバージョンに基づく CUDA 互換性Package を有効にして、future 互換性を保つことをお勧めし
ます。次のコードスニペットをコンテナの起動シェルスクリプト (ENTRYPOINTスクリプト)。
このスクリプトは、モデルコンテナにデプロイされたホストで検出された Nvidia ドライバーのバー
ジョンに基づいて、CUDA 互換性Package の使用を動的に切り替える方法を示しています。メトリック
SageMaker 新しいバージョンのNvidiaドライバをリリースします。CUDAアプリケーションが新しいドラ
イバでネイティブにサポートされている場合は、インストールしたCUDA互換性Package を自動的にオフ
にできます。
#!/bin/bash
verlte() {
[ "$1" = "$2" ] $$ return 1 || [ "$2" = "`echo -e "$1\n$2" | sort -V | head -n1`" ]
}
if [ -f /usr/local/cuda/compat/libcuda.so.1 ]; then
cat /usr/local/cuda/version.txt
CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION=$(readlink /usr/local/cuda/compat/libcuda.so.1 |cut d'.' -f 3-)
echo "CUDA compat package requires Nvidia driver #${CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION}"
NVIDIA_DRIVER_VERSION=$(sed -n 's/^NVRM.*Kernel Module *\([0-9.]*\).*$/\1/p' /proc/
driver/nvidia/version 2>/dev/null || true)
echo "Current installed Nvidia driver version is ${NVIDIA_DRIVER_VERSION}"
if [ $(verlte $CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION $NVIDIA_DRIVER_VERSION) ]; then
echo "Setup CUDA compatibility libs path to LD_LIBRARY_PATH"
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/compat:$LD_LIBRARY_PATH
echo $LD_LIBRARY_PATH
else
echo "Skip CUDA compat libs setup as newer Nvidia driver is installed"
fi
else
echo "Skip CUDA compat libs setup as package not found"
fi

よくあるよくある質問のモデル化
についてよくある質問に対する回答については、次の FAQ 項目を参照してください。 SageMaker 推論ホ
スティング

一般的なホスティング
以下の FAQ 項目は、以下の一般的な質問への回答です。 SageMaker 推論。
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Q: Amazonはどのようなデプロイオプションを提供していますか SageMaker 提
供?
A: モデルを作成してトレーニングしたら、Amazon SageMaker には、予測を開始できるように、これら
をデプロイするための 4 つのオプションが用意されています。リアルタイム推論は、ミリ秒単位のレイテ
ンシ要件、最大 6 MB のペイロードサイズ、最大 60 秒の処理時間のワークロードに適しています。Batch
Transform は、事前に利用可能な大量のデータのオフライン予測に最適です。非同期推論は、1 秒未満の
レイテンシー要件がなく、ペイロードサイズが最大 1 GB、処理時間が最大 15 分のワークロード向けに設
計されています。Serverless Inferenceを使用すると、基盤となるインフラストラクチャを構成したり管理
したりすることなく、推論用の機械学習モデルを迅速にデプロイできます。また、支払いは推論リクエス
トの処理に使用されたコンピューティング能力に対してのみ発生するため、断続的なワークロードに最適
です。

Q: でモデル展開オプションを選択するにはどうすればよいですか SageMaker?
A: 次の図は、選択するのに役立ちます SageMaker ホスティングモデルの導入オプション。

上の図では、次の決定プロセスを具体的に説明します。リクエストをバッチで処理したい場合は、Batch
Transform を選択するとよいでしょう。それ以外の場合は、モデルへのリクエストごとに推論を受け取り
たい場合は、非同期推論、サーバーレス推論、またはリアルタイム推論を選択したほうがよいでしょう。
処理時間が長い場合やペイロードが大きく、リクエストをキューに入れる場合は、非同期推論を選択でき
ます。ワークロードに予測不能または断続的なトラフィックがある場合は、サーバーレス推論を選択でき
ます。トラフィックが継続していて、リクエストのレイテンシーを低く抑えたい場合は、リアルタイム推
論を選択できます。

Q: 聞いたことがある SageMaker 推論は高価です。モデルをホスティングする
際、コストを最適化する最良の方法は何ですか?
A: 次の方法でコストを最適化するには SageMaker 推論すると、ユースケースに適したホスティングオ
プションを選択する必要があります。また、次のような推論機能を使用することもできますアマゾン
SageMaker Savings Plans、モデル最適化によるモデル最適化SageMaker ネオ,マルチモデルエンドポイン
トそしてマルチコンテナエンドポイント、または自動スケーリング。推論コストを最適化する方法のヒン
トについては、推論コスト最適化のベストプラクティス (p. 2738)。

Q: Amazon を使用する理由は何ですか SageMaker 推論推論の推論?
A: Amazon を使用するべきです SageMaker パフォーマンスの向上とコスト削減のための適切なエンドポ
イント構成の推奨事項が必要な場合は、推論レコメンダーを参考にしてください。以前は、モデルを導入
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したいデータサイエンティストは、手動でベンチマークを実行して適切なエンドポイント構成を選択する
必要がありました。まず、モデルとサンプルペイロードのリソース要件に基づいて、70 を超える利用可能
なインスタンスタイプの中から適切な機械学習インスタンスタイプを選択し、さまざまなハードウェアを
考慮してモデルを最適化する必要がありました。その後、大規模な負荷テストを実施して、レイテンシと
スループットの要件が満たされていること、およびコストが低いことを検証する必要がありました。推論
レコメンダーは、次の作業を支援することで、この複雑さを解消します。
• インスタンスの推奨事項を確認して、数分で開始できます。
• 複数のインスタンスタイプにわたって負荷テストを実施して、エンドポイント設定に関する推奨事項を
数時間以内に得ることができます。
• コンテナとモデルサーバーのパラメーターを自動的に調整し、特定のインスタンスタイプのモデル最適
化を実行します。

Q: モデルサーバーとは
A: SageMaker エンドポイントは、モデルサーバーを含むコンテナ化されたウェブサーバーを使用する
HTTP REST エンドポイントです。これらのコンテナは、機械学習モデルのリクエストをロードして処理
する役割を果たします。彼らは応答するウェブサーバーを実装します/invocationsそして/pingポート
8080 で。
一般的なモデルサーバには次のものがあります。 TensorFlow サービング、 TorchServe とマルチモデル
サーバー。 SageMaker フレームワークコンテナにはこれらのモデルサーバーが組み込まれています。

Q: Amazonで自分のコンテナを持ち込むって何ですか SageMaker?
A: 中のすべて SageMaker 推論はコンテナ化されています。 SageMaker 次のような一般的なフレームワー
ク用のマネージドコンテナを提供します。 TensorFlow、skLearn、 HuggingFace。これらの画像の包括的
な最新リストについては、使用可能なイメージ。
場合によっては、コンテナの構築が必要なカスタムフレームワークもあります。このアプローチは、自分
のコンテナを使用するまたはBYOC。BYOC アプローチでは、フレームワークまたはライブラリを設定す
るための Docker イメージを提供します。次に、イメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon
ECR) にプッシュすると、 SageMaker。BYOC アプローチの例については、Amazon用コンテナの概要
SageMaker。
あるいは、イメージをゼロから構築する代わりに、コンテナを拡張することもできます。以下のベースイ
メージの 1 つを撮影できます SageMaker Dockerfile 内でその上に依存関係を提供したり追加したりしま
す。

Q: モデルのトレーニングが必要ですか SageMaker それらをホストするには
SageMaker エンドポイント?
A: SageMaker 社外でトレーニングした独自のトレーニング済みフレームワークモデルを持ち込むことがで
きる SageMaker そしてそれをいずれかに展開します SageMaker ホスティングオプション
SageMaker モデルを a にパッケージ化する必要がありますmodel.tar.gzファイルを保存し、特定の
ディレクトリ構造を持ちます。各フレームワークには独自のモデル構造があります（構造の例について
は、次の質問を参照してください）。詳細については、『』を参照してください。 SageMaker の Python
SDK のドキュメントTensorFlow,PyTorch、およびMXNet。
ビルド済みのフレームワークイメージから選択することもできますが、次のようなものです。
TensorFlow, PyTorch、MXNet を使用してトレーニング済みモデルをホストできます。また、トレーニ
ング済みモデルをホストする独自のコンテナを構築することもできます SageMaker エンドポイント。
チュートリアルについては、Jupyter ノートブックの例を参照してください。独自のアルゴリズムコンテナ
の作成。
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Q: デプロイしたい場合、モデルをどのように構成すればよいですか SageMaker
でもトレーニングはしないで SageMaker?
A: SageMaker モデルアーティファクトを a に圧縮する必要があります.tar.gzファイル、またはター
ボール。 SageMaker これを自動的に抽出します.tar.gzファイルを/opt/ml/model/コンテナ内のディ
レクトリ。tarball にはシンボリックリンクや不要なファイルを含めないでください。以下のようなフレー
ムワークコンテナのいずれかを使用している場合 TensorFlow, PyTorch、または MXNet の場合、コンテナ
は TAR 構造が次のようになっていると想定します。
TensorFlow
model.tar.gz/

|--[model_version_number]/

code/
|--inference.py
|--requirements.txt

|--variables
|--saved_model.pb

PyTorch
model.tar.gz/

|- model.pth
|- code/
|- inference.py
|- requirements.txt

# only for versions 1.3.1 and higher

MXNet
model.tar.gz/
||||-

model-symbol.json
model-shapes.json
model-0000.params
code/
|- inference.py
|- requirements.txt # only for versions 1.6.0 and higher

Q: を呼び出すとき SageMaker エンドポイント、提供できますContentTypeそ
してAcceptMIME タイプ 送受信されるデータタイプを識別するために使用され
るのはどれですか？
A:ContentTypeリクエストボディの入力データの MIME タイプ (エンドポイントに送信するデータの
MIME タイプ) です。モデルサーバーはContentType提供されたタイプを処理できるかどうかを判断しま
す。
Accept推論応答の MIME タイプ (エンドポイントが返すデータの MIME タイプ) です。モデルサーバー
はAccept入力して、指定された型を返すことができるかどうかを判断します。
一般的な MIME タイプはtext/csv,application/json、およびapplication/jsonlines。

Q: サポートされているデータ形式は何ですか SageMaker 推論?
A: SageMaker すべてのリクエストを変更せずにモデルコンテナに渡します。コンテナには、リクエスト
を逆シリアル化するロジックが含まれている必要があります。組み込みアルゴリズムの定義形式につい
ては、推論用の一般的なデータ形式。独自のコンテナを構築している場合、または SageMaker フレーム
ワークコンテナには、選択したリクエスト形式を受け入れるロジックを含めることができます。
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同様に、 SageMaker また、応答を変更せずに応答を返すため、クライアントは応答を逆シリアル化する
必要があります。組み込みアルゴリズムの場合は、特定の形式で応答を返します。独自のコンテナを構築
している場合、または SageMaker フレームワークコンテナには、選択した形式で応答を返すロジックを
含めることができます。

Q: ビデオや画像などのバイナリデータを使用してエンドポイントを呼び出すには
どうすればよいですか?
を使用するエンドポイントを呼び出すエンドポイントに対して推論を行うための API 呼び出し。
入力をペイロードとしてInvokeEndpointAPI の場合、モデルが期待する正しいタイプの入力データを提
供する必要があります。ペイロードを渡すときInvokeEndpointAPIを呼び出すと、リクエストバイトは
モデルコンテナに直接転送されます。たとえば、画像には次のように使用できますapplication/jpegの
ためのContentTypeを選択し、モデルがこのタイプのデータに対して推論を実行できることを確認してく
ださい。これは、JSON、CSV、ビデオ、またはあなたが扱う可能性のあるその他のタイプの入力に当て
はまります。
考慮すべきもう1つの要素は、ペイロードのサイズ制限です。リアルタイムエンドポイントとサーバーレ
スエンドポイントでは、ペイロードの上限は 6 MB です。ビデオを複数のフレームに分割し、各フレーム
で個別にエンドポイントを呼び出すことができます。または、ユースケースが許せば、最大 1 GB のペイ
ロードをサポートする非同期エンドポイントを使用して、動画全体をペイロードで送信することもできま
す。
非同期推論を使用して大きな動画にコンピュータービジョン推論を実行する方法を示す例については、こ
ちらをご覧くださいブログ投稿。

リアルタイム推論
以下の FAQ 項目は、次のよくある質問への回答です。 SageMaker リアルタイム推論

Q: を作成するにはどうしたらよいですか SageMaker エンドポイント?
A: を作成することができます SageMaker エンドポイントスルーAWS-サポート対象ツール (例:AWSSDK
の SageMaker Python SDKAWS Management Console,AWS CloudFormation、およびAWS Cloud
Development Kit (AWS CDK)。
エンドポイントの作成には、次の 3 つの主要エンティティがあります。a SageMaker モデル、A
SageMaker エンドポイント設定、および SageMaker エンドポイント。- SageMaker モデルは、使
用しているモデルデータと画像の方向を指します。エンドポイント設定は、インスタンスタイプや
インスタンス数を含むプロダクションバリアントを定義します。その後、次のいずれかを使用できま
すcreate_endpointAPI 呼び出しまたは.deploy ()の呼び出し SageMaker モデルとエンドポイント設定のメ
タデータを使用してエンドポイントを作成するには

Q: を使用する必要がありますか SageMaker エンドポイントを作成/呼び出すため
のPython SDK?
A: いいえ、いろいろ使えますAWSSDK (「」を参照)呼び出し/作成利用可能なSDKの場合）、対応する
Web APIを直接呼び出すこともできます。

Q: マルチモデルエンドポイント (MME) とマルチモデルサーバー (MMS) の違いは
何ですか?
A: マルチモデルエンドポイントはリアルタイム推論オプションであり、 SageMaker によって提供され
る。マルチモデルエンドポイントを使用すると、1 つのエンドポイントの背後で何千ものモデルをホスト
できます。マルチモデルサーバーは、機械学習モデルを提供するためのオープンソースフレームワーク
です。複数のモデルを単一のコンテナ内でホストし、コンテナにモデルを動的にロードおよびアンロード
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し、指定されたロードされたモデルに対して推論を実行するために、マルチモデルエンドポイントで必要
な HTTP フロントエンドおよびモデル管理機能を提供します。

Q: リアルタイム推論でサポートされているモデル展開アーキテクチャにはどのよ
うなものがありますか?
A: SageMaker リアルタイム推論は、マルチモデルエンドポイント、マルチコンテナエンドポイント、シリ
アル推論パイプラインなど、さまざまなモデルデプロイアーキテクチャをサポートします。
マルチモデルエンドポイント (MME)— MMEにより、お客様は数千もの高度にカスタマイズされたモデ
ルを費用対効果の高い方法で導入できます。すべてのモデルは共有リソースフリートに導入されていま
す。MME は、モデルのサイズとレイテンシーが似ていて、同じ ML フレームワークに属している場合に最
も効果的です。これらのエンドポイントは、常に同じモデルを呼び出す必要がない場合に最適です。それ
ぞれのモデルを動的にロードできます。 SageMaker リクエストを処理するためのエンドポイント。
マルチコンテナエンドポイント (MCE)— MCEにより、お客様はさまざまなMLフレームワークと機能を
備えた15種類のコンテナをコールドスタートなしでデプロイでき、1つのコンテナのみを使用できます
SageMaker エンドポイント。これらのコンテナは直接呼び出すことができます。MCE は、すべてのモデ
ルをメモリに保存したい場合に最適です。
シリアル推論パイプライン (SIP)— SIP を使用すると、1 つのエンドポイントで 2 ～ 15 個のコンテナを
チェーンできます。SIPは主に、1つのエンドポイントで前処理とモデル推論を組み合わせたり、低遅延の
操作に適しています。

サーバーレス推論
以下のFAQ項目は、Amazonに関するよくある質問への回答です。 SageMaker サーバーレス推論

Q: Amazon とは SageMaker サーバーレス推論?
A:???は、ML モデルのデプロイとスケーリングを容易にする専用のサーバーレスモデルサービスオプ
ションです。サーバーレス推論エンドポイントは、コンピューティングリソースを自動的に起動し、トラ
フィックに応じてスケールインおよびスケールアウトできるため、インスタンスタイプを選択したり、プ
ロビジョニングされた容量を実行したり、スケーリングを管理したりする必要がなくなります。オプショ
ンで、サーバーレスエンドポイントのメモリ要件を指定できます。支払いは推論コードの実行期間と処理
されたデータ量に対してのみ発生し、アイドル期間には課金されません。

Q: サーバーレス推論を使用する理由は何ですか?
A: サーバーレス推論により、事前に容量をプロビジョニングしたり、スケーリングポリシーを管理したり
する必要がなくなるため、開発者の操作が簡素化されます。サーバーレス推論は、使用パターンに基づい
て数秒で数十から数千の推論まで瞬時に拡張できるため、トラフィックが断続的または予測不可能な ML
アプリケーションに最適です。たとえば、給与計算会社が使用しているチャットボットサービスでは、月
末に問い合わせが増え、それ以外の期間はトラフィックが断続的に続きます。このようなシナリオでは、1
か月分のインスタンスをプロビジョニングしても、結局はアイドル期間分の料金を支払うことになるた
め、費用対効果は高くありません。
サーバーレス推論は、トラフィックを事前に予測したり、スケーリングポリシーを管理したりすることな
く、すぐに自動的かつ高速にスケーリングできるようにすることで、このようなユースケースへの対応に
役立ちます。さらに、支払いは推論コードを実行するコンピューティング時間とデータ処理にのみかかる
ため、トラフィックが断続的なワークロードに最適です。

Q: サーバーレスエンドポイントに適したメモリサイズを選択するにはどうすれば
よいですか?
A: サーバーレスエンドポイントの最小の RAM サイズは 1024 MB (1 GB) で、選択できる RAM の最大
サイズは 6144 MB (6 GB) です。選択できるメモリサイズは、1024 MB、2048 MB、3072 MB、4096
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MB、5120 MB、6144 MBです。サーバーレス推論は、選択したメモリに比例してコンピューティングリ
ソースを自動的に割り当てます。より大きなメモリサイズを選択すると、コンテナはより多くの vCPUs
にアクセスできます。
モデルサイズに応じて、エンドポイントのメモリサイズを選択します。一般に、メモリサイズは少なくと
もモデルサイズと同じ大きさである必要があります。レイテンシー SLA に基づいてモデルに適したメモリ
を選択するために、ベンチマークが必要になる場合があります。メモリサイズの増分には、異なる料金体
系があります。アマゾン SageMaker 価格設定ページ詳細については.

バッチ変換
以下の FAQ 項目は、次のよくある質問への回答です。 SageMaker Batch 変換

Q: Batch 変換はどのようにしてデータを分割するのですか?
A: CSV、RecordIO、TFRecord などの特定のファイル形式については、 SageMaker データをシングルレ
コードまたはマルチレコードのミニバッチに分割し、これをペイロードとしてモデルコンテナに送信でき
ます。次の値がBatchStrategyですMultiRecord, SageMaker は、リクエストごとに最大数のレコード
を送信します。MaxPayloadInMBリミット。次の値がBatchStrategyですSingleRecord, SageMaker
リクエストごとに個別のレコードを送信します。

Q: Batch 変換の最大タイムアウトと単一レコードのペイロード制限はどれくらい
ですか?
A: Batch 変換の最大タイムアウトは 3600 秒です。-最大ペイロードサイズレコードの場合（ミニバッチあ
たり）は100 MBです。

Q: Batch 変換ジョブの速度を上げるにはどうすればいいですか？
A: を使用している場合CreateTransformJobAPI では、次のようなパラメータに
最適な値を使用することで、バッチ変換ジョブの完了にかかる時間を短縮できま
す。MaxPayloadInMB,MaxConcurrentTransforms、またはBatchStrategy。の理想的な価
値MaxConcurrentTransformsバッチ変換ジョブのコンピュートワーカーの数に等しい。を使用してい
る場合 SageMakerコンソールでは、これらの最適なパラメータ値を追加設定のセクションBatch 変換ジョ
ブ構成ページ。 SageMaker 組み込みアルゴリズムの最適なパラメータ設定を自動的に探します。カスタ
ムアルゴリズムの場合は、これらの値を execution-parameters エンドポイントを通じて指定します。

Q: Batch 変換でネイティブにサポートされているデータ形式は何ですか？
A: Batch 変換は CVS と JSON をサポートします。

非同期推論
以下の FAQ 項目は、以下の一般的な質問への回答です。 SageMaker 非同期推論。

Q: Amazon とは SageMaker 非同期推論?
A: 非同期推論は、受信リクエストをキューに入れて非同期で処理します。このオプションは、ペイロード
サイズが大きい、または処理時間が長い、到着時に処理する必要があるリクエストに最適です。オプショ
ンで、リクエストをアクティブに処理していないときにインスタンス数をゼロにスケールダウンするよう
にauto-scaling 設定を設定できます。

Q: トラフィックがないときにエンドポイントを 0 にスケーリングする方法を教え
てください。
A: アマゾン SageMaker は、非同期エンドポイントの自動的なスケーリング (オートスケーリング) をサ
ポートします。自動スケーリングは、ワークロードの変動に応じて、モデルにプロビジョニングされたイ
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ンスタンスの数を動的に調整します。他のホストモデルとは異なり SageMaker は、非同期推論を使用す
ると、非同期エンドポイントのインスタンスをゼロにスケールダウンすることもできます。インスタンス
がゼロの場合に受信されるリクエストは、エンドポイントがスケールアップされると処理のためにキュー
に入れられます。詳細については、次を参照してください。非同期エンドポイントをオートスケールす
る。
アマゾン SageMaker サーバーレス推論も自動的にゼロにスケールダウンします。これが見えないのは
SageMaker サーバーレスエンドポイントのスケーリングを管理しますが、トラフィックが発生していない
場合は同じインフラストラクチャが適用されます。
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Docker コンテナを使用する
SageMaker
アマゾン SageMaker を幅広く利用していますDocker コンテナビルドおよびランタイムタスク用。
SageMaker は、組み込みアルゴリズム用に Docker イメージが構築されており、トレーニングと推論に使
用される深層学習フレームワークをサポートします。コンテナを使用することで、機械学習アルゴリズム
をトレーニングし、規模を問わずモデルを迅速かつ確実にデプロイできます。このセクションの各トピッ
クでは、独自のユースケース用にこれらのコンテナをデプロイする方法について説明します。Amazon で
使用するために独自のコンテナを取り込む方法については、 SageMaker スタジオ、見るBring Yourwn
SageMaker 画像 (p. 131)。
トピック
• を使用したスクリプトの実行、アルゴリズムのトレーニング、またはモデルのデプロイのシナリオ
SageMaker (p. 2910)
• Docker コンテナの基礎 (p. 2911)
• ビルド済みの使用 SageMaker Docker イメージ (p. 2911)
• 独自の Docker コンテナを連携するように適応させる SageMaker (p. 2926)
• 独自のアルゴリズムとモデルでコンテナを作成する (p. 2943)
• サンプルノートブック: 独自のアルゴリズムまたはモデルを使用 (p. 2959)
• Docker コンテナのトラブルシューティング (p. 2961)

を使用したスクリプトの実行、アルゴリズムのト
レーニング、またはモデルのデプロイのシナリオ
SageMaker
アマゾン SageMaker スクリプトの実行、アルゴリズムのトレーニング、モデルのデプロイに、常に
Docker コンテナを使用します。ただし、コンテナとのエンゲージメントのレベルは、ユースケースによっ
て異なります。
• 組み込みの SageMaker アルゴリズムまたはフレームワーク。ほとんどのユースケースでは、コンテナ
を気にすることなく、組み込みのアルゴリズムとフレームワークを使用できます。これらのアルゴリズ
ムは、 SageMaker コンソール、AWS Command Line Interface(AWS CLI)、Python ノートブック、また
はアマゾン SageMaker Python SDKEstimatorの作成時にアルゴリズムまたはフレームワークのバージョ
ンを指定してください。使用可能な組み込みのアルゴリズムは、「Amazon を使った SageMaker 組み
込みアルゴリズムまたは事前トレーニングモデル (p. 981)」トピックで項目別に説明しています。使用
可能なフレームワークの詳細については、「機械学習フレームワークとツールキット (p. 12)」を参照し
てください。で稼働している Jupyter ノートブックを使用して、組み込みアルゴリズムをトレーニング
およびデプロイする方法の例については、 SageMaker ノートブックインスタンス、を参照してくださ
いAmazon SageMaker の使用を開始する (p. 33)トピック。
• ビルド済みの使用 SageMaker コンテナイメージ。別の方法として、Docker コンテナを使用して組み込
みのアルゴリズムとフレームワークを使用することもできます。 SageMaker Apache MXNet など、い
くつかの最も一般的な機械学習フレームワーク用に、組み込みアルゴリズムおよび構築済みの Docker
イメージのコンテナを提供しています。 TensorFlow, PyTorch、そしてチェイナー。利用可能なもの
の完全なリストについては、 SageMaker 画像、見る利用可能なDeep Learning Containers イメージ。
また、scikit-learn や SparkML などの機械学習ライブラリもサポートしています。... を使用アマゾン
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SageMaker Python SDK完全なコンテナ URI をそれぞれに渡すことで、コンテナをデプロイできます。
SageMaker SDKEstimatorクラス。で現在サポートされている深層学習フレームワークの完全なリス
トについては、 SageMaker「」を参照してください。ビルド済み SageMaker Docker イメージ (深層学
習) (p. 2912)。scikit-learn および SparkML の構築済みコンテナイメージの詳細については、「ビルド
済みの Amazon SageMaker Scikit-learn および Spark ML 用の Docker イメージ (p. 2912)」を参照し
てください。でフレームワークを使用する方法の詳細については、「」を参照してください。アマゾン
SageMaker Python SDK、それぞれのトピックを参照してくださいAmazon でMachine Learning フレー
ムワーク、Python、R を使う SageMaker (p. 12)。
• ビルド済みのものを拡張 SageMaker コンテナイメージ。ビルド済みのものを拡張したい場合
SageMaker アルゴリズムまたはモデルDockerイメージ、変更できます SageMaker あなたのニーズを満
たすための画像。例については、「」を参照してください。私たちの拡張 PyTorch コンテナ。
• 既存のコンテナイメージを適応させる: 既存のコンテナイメージを適応させて動作させたい場合
SageMaker、Dockerコンテナを変更して次のいずれかを有効にする必要があります SageMaker トレー
ニングまたは推論ツールキット。独自のコンテナを構築してアルゴリズムをトレーニングまたはホスト
する方法を示す例については、「Bring Your Own R Algorithm」を参照してください。

Docker コンテナの基礎
Docker は、ソフトウェアのインストール、配信、管理のためのオペレーティングシステムレベルの仮想化
を実行するプログラムです。Docker では、アプリケーションとその依存関係が、分離、移植性、セキュリ
ティを提供する仮想コンテナにパッケージ化されます。Docker では、リソースの利用を強化して、コード
の迅速な送付、アプリケーションオペレーションの標準化、コードのシームレスな移動、効率化が可能に
なります。Docker の一般的な情報については、「Docker の概要」を参照してください。
次の情報は、Amazon で Docker コンテナを使用する際の最も重要な側面について概説します。
SageMaker。
SageMaker 関数
SageMaker バックエンドで Docker コンテナを使用して、トレーニングと推論プロセスを管理します。
SageMaker はこのプロセスを抽象化するため、この動作は推定器が使用されると自動的に行われま
す。Dockerコンテナを明示的に使用する必要はありませんが SageMaker ほとんどのユースケースで
は、Docker コンテナを使用して拡張したりカスタマイズしたりできます SageMaker 機能。
にはが含まれています SageMaker スタジオ
SageMaker Studio は Docker コンテナから実行され、Docker コンテナを使用して機能を管理します。
そのため、の手順に従って Docker コンテナを作成する必要があります。Bring Yourwn SageMaker 画
像 (p. 131)。

ビルド済みの使用 SageMaker Docker イメージ
アマゾン SageMaker Apache MXNet など、いくつかの最も一般的な機械学習フレームワーク用に、
組み込みアルゴリズムおよび構築済みの Docker イメージのコンテナを提供しています。 TensorFlow,
PyTorch、そしてチェイナー。また、scikit-learn や SparkML などの機械学習ライブラリもサポートしてい
ます。
これらのイメージは SageMaker ノートブックインスタンスまたは SageMaker スタジオ。プリビルドを拡
張することもできます SageMaker ライブラリおよび必要な機能を含むイメージ 次のトピックでは、使用
可能なイメージとその使用方法について説明します。

Note
強化学習 (RL) ソリューションを開発するための Docker イメージの詳細については、
SageMaker「」を参照してください。SageMaker RL コンテナ。
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トピック
•
•
•
•

ビルド済み SageMaker Docker イメージ (深層学習) (p. 2912)
ビルド済みの Amazon SageMaker Scikit-learn および Spark ML 用の Docker イメージ (p. 2912)
ディープグラフネットワークのトレーニング (p. 2914)
構築済みコンテナを拡張する (p. 2917)

ビルド済み SageMaker Docker イメージ (深層学習)
SageMaker 深層学習フレームワークライブラリおよびトレーニングと推論に必要なその他の依存関係を含
む、構築済みの Docker イメージを提供します。使用可能な事前構築済みの Docker イメージの完全なリス
トについては、「Deep Learning Containers Images」を参照してください。
使用していない場合アマゾン SageMaker SDKその推定値の1つは、構築済みのイメージを取得するには、
自分で取得する必要があります。

の使用 SageMakerSDK
の使用SageMaker SDKでは、これらの一般的な深層学習フレームワークを使用してモデルをトレーニ
ングおよびデプロイできます。SDK のインストールおよび使用の手順については、「」を参照してくだ
さい。アマゾン SageMaker SDK。次の表に、使用可能なフレームワークと、これらのフレームワーク
をSageMaker SDK:
Framework

手順

TensorFlow

を使用する TensorFlow と SageMaker SDK

MXNet

で MXNet を使用する SageMaker SDK

PyTorch

を使用する PyTorch と SageMaker SDK

Chainer

チェイナーを一緒に使う SageMaker SDK

Hugging Face

の Hugging Face の使用 SageMaker SDK

ビルド済みの拡張 SageMaker Docker イメージ
これらの構築済みのコンテナはカスタマイズまたは拡張が可能で、構築済みのアルゴリズムやモデルに対
するどのような追加の機能要件でも扱うことができます。 SageMaker Docker イメージはサポートしてい
ません。の例については、「」を参照してください。私たちの拡張 PyTorch コンテナ。
構築済みのコンテナを使用して、カスタムモデル、または別のフレームワークでトレーニングを受けた
モデルをデプロイできます SageMaker。トレーニングされたモデルアーティファクトをに取り込むプロ
セスの概要については SageMaker そしてそれらをエンドポイントでホストするのを見てください独自の
Python の構築済みMXNet を使用する TensorFlow モデルを Python に SageMaker。

ビルド済みの Amazon SageMaker Scikit-learn および
Spark ML 用の Docker イメージ
SageMaker scikit-learn ライブラリと Spark ML ライブラリをインストールする構築済みの Docker イメー
ジを提供しています。これらのライブラリには、対応できる Docker イメージを構築するのに必要な依存
関係も含まれます SageMaker の使用アマゾン SageMaker Python SDK。SDK を使用すると、機械学習タ
スクには scikit-learn、機械学習パイプラインを作成して調整するには Spark ML を使用できます。SDK の
インストールおよび使用の手順については、「SageMaker Python SDK」を参照してください。
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の使用 SageMakerPython SDK
次の表に、へのリンクを示します。 GitHub scikit-learn コンテナおよび Spark ML コンテナのソースコード
を含むリポジトリ。この表には、Python SDK 推定器でこれらのコンテナを使用して、独自のトレーニン
グアルゴリズムを実行し、独自のモデルをホストする方法を示す手順へのリンクも含まれています。
[Library] (ライブラ
リ)

構築済みの Docker イメージのソース
コード

手順

scikit-learn

SageMaker Scikit-learn Container

Amazon で Scikit-learn を使う
SageMaker Python SDK

Spark ML

SageMaker Spark ML サービングコンテ
ナ

SparkML Python SDK ドキュメント

構築済みイメージを手動で指定する
を使用していない場合は SageMaker Python SDK およびそのいずれかの推定器を使用してコンテナを管
理するには、該当する構築済みのコンテナを手動で取得する必要があります。- SageMakerビルド済みの
Docker イメージは、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に保存されます。フルネームのレ
ジストリアドレスを使用してプッシュまたはプルできます。 SageMaker scikit-learn および Spark M 用に
次の Docker イメージ URL パターンを使用します。
• <ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-scikitlearn:<SCIKIT-LEARN_VERSION>-cpu-py<PYTHON_VERSION>
例:746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:0.23-1cpu-py3
• <ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-sparkmlserving:<SPARK-ML_VERSION>
例:341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkmlserving:2.4
次の表は、アカウント ID でサポートされている値と、対応する AWS リージョンの名前を示しています。
ACCOUNT_ID

REGION_NAME

746614075791

us-west-1

246618743249

us-west-2

683313688378

us-east-1

257758044811

us-east-2

354813040037

ap-northeast-1

366743142698

ap-northeast-2

121021644041

ap-southeast-1

783357654285

ap-southeast-2

720646828776

ap-south-1
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ACCOUNT_ID

REGION_NAME

141502667606

eu-west-1

764974769150

eu-west-2

492215442770

eu-central-1

341280168497

ca-central-1

414596584902

us-gov-west-1

使用可能なイメージを検索する
次のコマンドを使用して、使用可能なイメージのバージョンを検索します。例えば、以下を使用し
て、ca-central-1 リージョンで使用可能な sagemaker-sparkml-serving イメージを検索します。
aws \
ecr describe-images \
--region ca-central-1 \
--registry-id 341280168497 \
--repository-name sagemaker-sparkml-serving

ディープグラフネットワークのトレーニング
この概要では、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) の DGL コンテナのひとつを使用して、
ディープグラフネットワークを開始する方法について説明します。また、ディープグラフネットワークの
実用的な例にアクセスできるリンクも提供されています。

ディープグラフネットワークとは
ディープグラフネットワークとは、ニューラルネットワークの一種で、グラフの問題を解決するためにト
レーニングされたもののことです。ディープグラフネットワークは、PyTorch や MXNet などの基礎とな
るディープラーニングフレームワークを使用します。実用的な AI アプリケーションにおけるグラフネッ
トワークの可能性は、 Deep Graph Library (DGL) の Amazon SageMaker チュートリアルで取り上げられ
ています。グラフデータセットのトレーニングモデルの例としては、ソーシャルネットワーク、ナレッジ
ベース、生物学、化学などがあります。
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図 1: DGL エコシステム
DGL であらかじめ設定した Amazon SageMaker のディープラーニングコンテナを使用した例をいくつか
用意しています。DGL で使用する特別なモジュールがある場合は、独自のコンテナを作成することもでき
ます。例には、数種類のノードとエッジを持ち、バイオインフォマティクスやソーシャルネットワーク解
析など、さまざまな科学分野にわたるさまざまなアプリケーションを対象とするヘテログラフが含まれて
います。DGL は、異なるタイプのモデルに対するグラフニューラルネットワークの実装を幅広く提供しま
す。主な例は次のとおりです。
•
•
•
•
•

グラフ畳み込みネットワーク (GCN)
リレーショナルグラフ畳み込みネットワーク (R-GCN)
グラフアテンションネットワーク (GAT)
グラフ深層生成モデル (DGMG)
ジャンクションツリーニューラルネットワーク (JTNN)

開始方法
DGL は、Amazon ECR のディープラーニングコンテナとして使用できます。Amazon SageMaker ノート
ブックで推定関数を書く際、ディープラーニングコンテナを選択できます。独自のコンテナガイドに従い
DGL を使用して、独自のカスタムコンテナを作成することもできます。ディープグラフネットワークを始
める最も簡単な方法は、Amazon ECR の DGL コンテナの 1 つを使用することです。

Note
バックエンドフレームワークのサポートは PyTorch と MXNet に制限されています。
設定
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Amazon SageMaker Studio を使用している場合は、まずサンプルリポジトリを複製してください。ノート
ブックインスタンスを使用している場合は、左側のツールバーの下部の SageMaker アイコンを選択する
ことでいくつかの例を見つけることができます。

Amazon SageMaker SDK およびノートブックサンプルリポジトリのクローンを作成するには
1.

Amazon SageMaker の [JupyterLab] (JupyterLab) ビューから、左側のツールバーの上部にある[File
Browser] (ファイルブラウザ) に移動します。[File Browser] (ファイルブラウザ) パネルから、パネルの
上部に新しいナビゲーションが表示されます。

2.

右端のアイコンを選択して、Git リポジトリのクローンを作成します。

3.

リポジトリの URL https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples.git を追加します。

4.

新しく追加したフォルダとその内容を参照します。DGL の例は、sagemaker-python-sdk フォルダに
保存されています。

グラフネットワークのトレーニングの実行例
ディープグラフネットワークをトレーニングするには
1.

Amazon SageMaker の [JupyterLab] (JupyterLab) ビューから、「サンプルノートブック」を参照
し、DGL フォルダを探します。サンプルをサポートするために、いくつかのファイルを含めることが
できます。README で前提条件を確認します。

2.

.ipynb ノートブックのサンプルを実行します。

3.

推定関数を見つけ、DGL 用の Amazon ECR コンテナと特定のインスタンスタイプを使用している行
をメモします。これを更新すると、任意のリージョンのコンテナを使用できます。

4.

関数を実行してインスタンスを起動し、DGL コンテナを使用してグラフネットワークのトレーニング
を行います。このインスタンスの起動には料金が発生します。トレーニングが完了すると、インスタ
ンスは自動的に終了します。

例
ナレッジグラフ埋め込み (KGE) の例を挙げます。これは、一般的な事実のナレッジベースである
Freebase データセットを使用します。使用例としては、人の関係をグラフ化し、その国籍を予測すること
が挙げられます。
グラフ畳み込みネットワーク (GCN) の実装例では、グラフネットワークを訓練して毒性を予測する方法を
示します。生理学データセットである Tox21 は、物質が生物学的反応に及ぼす影響についての毒性測定を
提供します。
もう 1 つの GCN の例は、Cora として知られる、科学誌の出版目録のデータセットを基にグラフネット
ワークをトレーニングする方法が記載されています。これを使用すると、作成者、トピック、および学会
の関係を検索できます。
最初の例は、映画レビューに推奨されるシステムです。MovieLens データセットで訓練されたグラフ畳み
込みマトリックス完了 (GCMC) ネットワークを使用します。これらのデータセットは、映画のタイトル、
ジャンル、ユーザーによる評価で構成されます。

DGL でのディープラーニングコンテナの使用
次の例では、事前設定された深層学習コンテナを使用します。これは、Amazon SageMaker ですぐに使え
る例なのですぐに試せます。
• Semi-supervised classification of a knowledge base using a GCN
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DGL で独自のコンテナを持ち込む
以下の例を使用すると、独自のコンテナ (BYOC) を持ち込むことができます。これらを試す前に、BYOC
ガイドを読み、そのプロセスを理解してください。設定が必要です。
• Molecular property prediction of toxicity using a GCN
• Recommender system for movies using a GCMC implementation

構築済みコンテナを拡張する
ビルド済みの場合 SageMaker コンテナがすべての要件を満たすわけではないため、ニーズに合わせて既
存のイメージを拡張できます。環境やフレームワークを直接サポートしている場合でも、機能をさらに追
加したり、コンテナ環境を異なる方法で構成したりすることもできます。構築済みのイメージを拡張する
ことで、最初からイメージを作成しなくても、付属の深層学習ライブラリと設定を活用できます。コンテ
ナを拡張することで、ライブラリの追加、設定の変更、追加の依存関係のインストールを行うことができ
ます。
次のチュートリアルでは、事前構築済みシステムを拡張する方法を示します。 SageMaker イメージを作
成して Amazon ECR に公開します。
トピック
• 構築済みコンテナを拡張するための要件 (p. 2917)
• 延長 SageMakerPython スクリプトを実行するためのコンテナ (p. 2917)

構築済みコンテナを拡張するための要件
事前構築済みを拡張するには SageMaker イメージでは、Dockerfile 内で次の環境変数を設定する必要があ
ります。環境変数の詳細については SageMakerコンテナ、を参照してくださいSageMaker トレーニング
ツールキット GitHub レポ。
• SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY: トレーニング用の Python スクリプトが配置されているコンテナ内
のディレクトリ。
• SAGEMAKER_PROGRAM: 呼び出され、トレーニングのエントリポイントとして使用される Python スクリ
プト。
Dockerfile に以下を含めることで、追加のライブラリをインストールすることもできます。
RUN pip install <library>

次のチュートリアルでは、これらの環境変数の使用方法について説明します。

延長 SageMakerPython スクリプトを実行するためのコンテナ
このチュートリアルの学習内容は次のとおりです。 SageMaker PyTorch CIFAR-10 データセットを用いる
Python ファイルを含むコンテナです。を拡張することにより SageMaker PyTorch コンテナ、連携するた
めに作成された既存のトレーニングソリューションを使用します SageMaker。このチュートリアルでは、
トレーニングイメージを拡張しますが、推論イメージを拡張するのにも同じ手順で行うことができます。
利用可能なイメージの完全なリストについては、「使用可能な Deep Learning Containers イメージ」を参
照してください。
を使用して独自のトレーニングモデルを実行するには SageMaker コンテナ、経由で Docker コンテナを構
築 SageMaker ノートブックインスタンス。
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ステップ 1: の作成 SageMaker ノートブックインスタンス
1.

を開きますSageMaker コンソール。

2.

左側のナビゲーションペインで、[Notebook] (ノートブック)、[Notebook instances] (ノートブックイ
ンスタンス)、[Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) の順に選択します。

3.

[ノートブックインスタンスの作成] ページで、次の情報を入力します。
a.

[ノートブックインスタンス名] に「RunScriptNotebookInstance」と入力します。

b.

[ノートブックインスタンスタイプ] で、[ml.t2.medium] を選択します。

c.

[Permissions and encryption] (アクセス許可と暗号化) セクションで、以下の操作を行います。
i.

[IAM role] (IAM ロール) は、[Create a new role] (新しいロールの作成) を選択します。

ii.

[Create an IAM role] (IAM ロールの作成) ページで、[Specific S3 buckets] (特定の S3 バ
ケット) を選択し、sagemaker-run-script という名前の Amazon S3 バケットを指定し
て、[Create role] (ロールの作成) を選択します。
SageMaker という名前のIAMロールを作成しますAmazonSageMakerExecutionRole-YYYYMMDDTHHmmSS、などAmazonSageMakerExecutionRole-20190429T110788。実行ロールの命名規則では、ロールが作成された日
時を T で区切って使用することに注意してください。

d.

[Root Access] (ルートアクセス) で、[Enable] (有効) を選択します。

e.

[Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。

4.

[Notebook instances] (ノートブックインスタンス) ページでは [Status] (ステータス) は [Pending] (保
留中) となっています。Amazon では数分かかることがあります SageMaker 機械学習コンピューティ
ングインスタンス (この場合ノートブックインスタンス) を起動し、ML ストレージボリュームをア
タッチします。ノートブックインスタンスには、事前設定された Jupyter ノートブックサーバと一連
の Anaconda ライブラリがあります。詳細については、次を参照してください。
CreateNotebookInstance。

5.

[Permissions and encryption] (アクセス許可と暗号化) セクションで、[the IAM role ARN number]
(IAM ロールの ARN 番号) をコピーし、メモ帳ファイルに貼り付けて、一時的に保存します。こ
の IAM ロールの ARN 番号は、後でノートブックインスタンスでローカルトレーニング推定器を
構成するために使用します。[the IAM role ARN number (IAM ロールの ARN 番号)] は、次のよう
になります。'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-20190429T110788'

6.

ノートブックインスタンスのステータスがに変わったらInService、選択してくださいオープン
JupyterLab。

ステップ 2: Dockerfile および Python トレーニングスクリプトを作成してアップ
ロードする
1.

後 JupyterLab を開き、ホームディレクトリに新しいフォルダを作成します JupyterLab。左上隅
で、[New Folder] (新しいフォルダ) アイコンをクリックし、フォルダ名 docker_test_folder を入
力します。

2.

docker_test_folder ディレクトリに Dockerfile という名前のテキストファイルを作成しま
す。
a.

左上隅の [New Launcher] (新しいランチャー) アイコン (+) を選択します。

b.

右ペインの[Other] (その他) セクションで、[Text File] (テキストファイル) を選択します。

c.

次の Dockerfile サンプルコードをテキストファイルに貼り付けます。
# SageMaker PyTorch image
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FROM 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:1.5.1-cpu-py36ubuntu16.04
ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"
# this environment variable is used by the SageMaker PyTorch container to determine
our user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code
# /opt/ml and all subdirectories are utilized by SageMaker, use the /code
subdirectory to store your user code.
COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py
# Defines cifar10.py as script entrypoint
ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py

Dockerfile のスクリプトは以下のタスクを実行します。
• FROM 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorchtraining:1.5.1-cpu-py36-ubuntu16.04— のダウンロード SageMaker PyTorch ベース
イメージ。これを任意のものに置き換えることができます SageMaker コンテナを構築するた
めに取り込むベースイメージ。
• ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code - /opt/ml/code をトレーニングス
クリプトディレクトリに設定します。
• COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py— コンテナ内の想定される場所にスクリ
プトをコピーします SageMaker。スクリプトは、このフォルダにある必要があります。
• ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py - cifar10.py トレーニングスクリプトをエントリ
ポイントスクリプトに設定します。
d.

3.

左側のディレクトリナビゲーションペインでは、テキストファイル名は自動的に untitled.txt
に設定されます。ファイルの名前を変更するには、ファイルを右クリックし、[Rename] (名前の
変更) で、ファイル名を .txt 拡張子のない Dockerfile に変更し、Ctrl+s または Command
+s を押してファイルを保存します。

トレーニングスクリプト cifar10.py を docker_test_folder に作成またはアップロードしま
す。この演習では次のサンプルスクリプトを使用できます。
import ast
import argparse
import logging
import os
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

torch
torch.distributed as dist
torch.nn as nn
torch.nn.parallel
torch.optim
torch.utils.data
torch.utils.data.distributed
torchvision
torchvision.models
torchvision.transforms as transforms
torch.nn.functional as F

logger=logging.getLogger(__name__)
logger.setLevel(logging.DEBUG)
classes=('plane', 'car', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship',
'truck')
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# https://github.com/pytorch/tutorials/blob/master/beginner_source/blitz/
cifar10_tutorial.py#L118
class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.conv1=nn.Conv2d(3, 6, 5)
self.pool=nn.MaxPool2d(2, 2)
self.conv2=nn.Conv2d(6, 16, 5)
self.fc1=nn.Linear(16 * 5 * 5, 120)
self.fc2=nn.Linear(120, 84)
self.fc3=nn.Linear(84, 10)
def forward(self, x):
x=self.pool(F.relu(self.conv1(x)))
x=self.pool(F.relu(self.conv2(x)))
x=x.view(-1, 16 * 5 * 5)
x=F.relu(self.fc1(x))
x=F.relu(self.fc2(x))
x=self.fc3(x)
return x
def _train(args):
is_distributed=len(args.hosts) > 1 and args.dist_backend is not None
logger.debug("Distributed training - {}".format(is_distributed))
if is_distributed:
# Initialize the distributed environment.
world_size=len(args.hosts)
os.environ['WORLD_SIZE']=str(world_size)
host_rank=args.hosts.index(args.current_host)
dist.init_process_group(backend=args.dist_backend, rank=host_rank,
world_size=world_size)
logger.info(
'Initialized the distributed environment: \'{}\' backend on {} nodes.
'.format(
args.dist_backend,
dist.get_world_size()) + 'Current host rank is {}. Using cuda: {}.
Number of gpus: {}'.format(
dist.get_rank(), torch.cuda.is_available(), args.num_gpus))
device='cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
logger.info("Device Type: {}".format(device))
logger.info("Loading Cifar10 dataset")
transform=transforms.Compose(
[transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])
trainset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=args.data_dir, train=True,
download=False, transform=transform)
train_loader=torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=args.batch_size,
shuffle=True, num_workers=args.workers)
testset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=args.data_dir, train=False,
download=False, transform=transform)
test_loader=torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=args.batch_size,
shuffle=False, num_workers=args.workers)
logger.info("Model loaded")
model=Net()
if torch.cuda.device_count() > 1:
logger.info("Gpu count: {}".format(torch.cuda.device_count()))
model=nn.DataParallel(model)
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model=model.to(device)
criterion=nn.CrossEntropyLoss().to(device)
optimizer=torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=args.lr, momentum=args.momentum)
for epoch in range(0, args.epochs):
running_loss=0.0
for i, data in enumerate(train_loader):
# get the inputs
inputs, labels=data
inputs, labels=inputs.to(device), labels.to(device)
# zero the parameter gradients
optimizer.zero_grad()
# forward + backward + optimize
outputs=model(inputs)
loss=criterion(outputs, labels)
loss.backward()
optimizer.step()
# print statistics
running_loss += loss.item()
if i % 2000 == 1999: # print every 2000 mini-batches
print('[%d, %5d] loss: %.3f' %
(epoch + 1, i + 1, running_loss / 2000))
running_loss=0.0
print('Finished Training')
return _save_model(model, args.model_dir)
def _save_model(model, model_dir):
logger.info("Saving the model.")
path=os.path.join(model_dir, 'model.pth')
# recommended way from http://pytorch.org/docs/master/notes/serialization.html
torch.save(model.cpu().state_dict(), path)
def model_fn(model_dir):
logger.info('model_fn')
device="cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model=Net()
if torch.cuda.device_count() > 1:
logger.info("Gpu count: {}".format(torch.cuda.device_count()))
model=nn.DataParallel(model)
with open(os.path.join(model_dir, 'model.pth'), 'rb') as f:
model.load_state_dict(torch.load(f))
return model.to(device)
if __name__ == '__main__':
parser=argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--workers', type=int, default=2, metavar='W',
help='number of data loading workers (default: 2)')
parser.add_argument('--epochs', type=int, default=2, metavar='E',
help='number of total epochs to run (default: 2)')
parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=4, metavar='BS',
help='batch size (default: 4)')
parser.add_argument('--lr', type=float, default=0.001, metavar='LR',
help='initial learning rate (default: 0.001)')
parser.add_argument('--momentum', type=float, default=0.9, metavar='M',
help='momentum (default: 0.9)')
parser.add_argument('--dist-backend', type=str, default='gloo', help='distributed
backend (default: gloo)')
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# The parameters below retrieve their default values from SageMaker environment
variables, which are
# instantiated by the SageMaker containers framework.
# https://github.com/aws/sagemaker-containers#how-a-script-is-executed-inside-thecontainer
parser.add_argument('--hosts', type=str,
default=ast.literal_eval(os.environ['SM_HOSTS']))
parser.add_argument('--current-host', type=str,
default=os.environ['SM_CURRENT_HOST'])
parser.add_argument('--model-dir', type=str, default=os.environ['SM_MODEL_DIR'])
parser.add_argument('--data-dir', type=str,
default=os.environ['SM_CHANNEL_TRAINING'])
parser.add_argument('--num-gpus', type=int, default=os.environ['SM_NUM_GPUS'])
_train(parser.parse_args())

ステップ 3: コンテナを構築する
1.

の中に JupyterLab ホームディレクトリで、Jupyter ノートブックを開きます。新しいノートブックを
開くには、[New Launch] (新しい起動) アイコンを選択し、次に [Notebook] (ノートブック) セクショ
ンで [conda_pytorch_p36] を選択します。

2.

最初のノートブックセルで次のコマンドを実行して、docker_test_folder ディレクトリに変更し
ます。
% cd ~/SageMaker/docker_test_folder

これにより、次のように現在のディレクトリが返されます。
! pwd

output: /home/ec2-user/SageMaker/docker_test_folder
3.

Docker にログインして、ベースコンテナにアクセスします。
! aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS -password-stdin 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

4.

Docker コンテナを構築するには、次の Docker ビルドコマンド (最後のスペースとピリオドも含めま
す) を実行します。
! docker build -t pytorch-extended-container-test .

Docker のビルドコマンドは、作成した Docker ディレクトリ (この場合は docker_test_folder) か
ら実行する必要があります。

Note
Docker が Dockerfile を見つけられないという次のエラーメッセージが表示された場合
は、Dockerfile の名前が正しいこと、およびそのディレクトリに保存されていることを確認
してください。
unable to prepare context: unable to evaluate symlinks in Dockerfile path:
lstat /home/ec2-user/SageMaker/docker/Dockerfile: no such file or directory

docker は、現在のディレクトリ内で拡張子を付けずに、Dockerfile と名付けられたファ
イルを検索します。別の名前を指定した場合は、-f フラグを付けて手動でファイル名を渡す
2922

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
構築済みコンテナを拡張する

ことができます。例えば、Dockerfile に Dockerfile-text.txt という名前を付けた場合、
次のコマンドを実行します。
! docker build -t tf-custom-container-test -f Dockerfile-text.txt .

ステップ 4: コンテナをテストする
1.

ノートブックインスタンスでローカルにコンテナをテストするには、Jupyter ノートブックを開き
ます。[New Launcher] (新しいランチャー) を選択し、conda_pytorch_p36 フレームワークで
[Notebook] (ノートブック) を選択します。残りのコードスニペットは Jupyter ノートブックインスタ
ンスから実行する必要があります。

2.

CIFAR-10 データセットをダウンロードします。
import torch
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
def _get_transform():
return transforms.Compose(
[transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])
def get_train_data_loader(data_dir='/tmp/pytorch/cifar-10-data'):
transform=_get_transform()
trainset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=data_dir, train=True,
download=True, transform=transform)
return torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=4,
shuffle=True, num_workers=2)
def get_test_data_loader(data_dir='/tmp/pytorch/cifar-10-data'):
transform=_get_transform()
testset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=data_dir, train=False,
download=True, transform=transform)
return torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=4,
shuffle=False, num_workers=2)
trainloader=get_train_data_loader('/tmp/pytorch-example/cifar-10-data')
testloader=get_test_data_loader('/tmp/pytorch-example/cifar-10-data')

3.

role を Jupyter ノートブックの作成に使用したロールに設定します。これはの設定に使用されます
SageMaker 推定器。
from sagemaker import get_execution_role
role=get_execution_role()

4.

次のサンプルスクリプトをノートブックのコードセルに貼り付けて、 SageMaker 拡張コンテナを使
用して見積もります。
from sagemaker.estimator import Estimator
hyperparameters={'epochs': 1}
estimator=Estimator(
image_uri='pytorch-extended-container-test',
role=role,
instance_count=1,
instance_type='local',
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hyperparameters=hyperparameters

)

estimator.fit('file:///tmp/pytorch-example/cifar-10-data')

5.

コードセルを実行します。このテストでは、トレーニングの環境設定、環境変数に使用された値、
データのソース、およびトレーニング中に得られた損失と正確性が出力されます。

ステップ 5: Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にコンテナをプッ
シュする
1.

このローカルモードテストが正常に実行されたら、Docker コンテナを Amazon ECR にプッシュし、
それを使用してトレーニングジョブを実行できます。
ノートブックセルで次のコマンドラインを実行します。
%%sh
# Specify an algorithm name
algorithm_name=pytorch-extended-container-test
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
defined)
region=$(aws configure get region)
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"
# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi
# Log into Docker
aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --passwordstdin ${fullname}
# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.
docker build -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}
docker push ${fullname}

2.

コンテナをプッシュしたら、Amazon ECR イメージのどこからでも Amazon ECR イメージを呼び出
すことができます SageMaker 環境。その次のノートブックセルで、以下のコード例を実行します。
このトレーニングコンテナを一緒に使いたいなら SageMaker Studio の可視化機能を使用するに
は、Studio ノートブックセルで次のコードを実行して、トレーニングコンテナの Amazon ECR イ
メージを呼び出すこともできます。
import boto3
client=boto3.client('sts')
account=client.get_caller_identity()['Account']
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my_session=boto3.session.Session()
region=my_session.region_name
algorithm_name="pytorch-extended-container-test"
ecr_image='{}.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/{}:latest'.format(account, region,
algorithm_name)
ecr_image
# This should return something like
# 12-digits-of-your-account.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tf-2.2-test:latest

3.

を使用するecr_image前のステップで取得して SageMaker 推定器オブジェクト。次のコードサンプ
ルは、 SageMaker PyTorch推定器。
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator=Estimator(
image_uri=ecr_image,
role=get_execution_role(),
base_job_name='pytorch-extended-container-test',
instance_count=1,
instance_type='ml.p2.xlarge'
)
# start training
estimator.fit()
# deploy the trained model
predictor=estimator.deploy(1, instance_type)

ステップ 6: リソースをクリーンアップする
入門サンプルを終了したときにリソースをクリーンアップするには
1.

を開きますSageMaker コンソール、ノートブックインスタンスを選択RunScriptNotebookInstance、
選択してくださいアクション、そして選択してくださいを停止。インスタンスが停止するまで、数分
かかる場合があります。

2.

インスタンスの [Status] (ステータス) が[Stopped] (停止) に変化したら、[Actions] (アクショ
ン)、[Delete] (削除) の順に選択し、ダイアログボックスで [Delete] (削除) を選択します。インスタン
スが削除されるまで、数分かかる場合があります。ノートブックインスタンスが削除されると、テー
ブルには表示されなくなります。

3.

Amazon S3 コンソールを開き、モデルのアーティファクトとトレーニングデータセットを保存するた
めに作成したバケットを削除します。

4.

IAM コンソールを開き、IAM ロールを削除します。アクセス許可ポリシーを作成した場合は、それも
削除することができます。

Note
Docker コンテナは、実行後に自動的にシャットダウンします。削除する必要はありません。
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独自の Docker コンテナを連携するように適応させ
る SageMaker
既存の Docker イメージを、連携するように適応させることができます。 SageMaker。既存の外部 Docker
イメージを SageMaker 構築済みでは現在サポートされていない機能または安全要件を満たすコンテナが
ある場合 SageMakerイメージ。独自のコンテナを取り込み、それを使用するように適応させることができ
る 2 つのツールキットがあります。 SageMaker:
• SageMaker トレーニングツールキット
• SageMaker 推論ツールキット
次のトピックでは、を使用して既存のイメージを適応させる方法を示します。 SageMaker トレーニング
および推論ツールキット:
トピック
• 個々のフレームワークライブラリ (p. 2926)
• の使用 SageMaker トレーニングおよび推論ツールキット (p. 2927)
• 独自のトレーニングコンテナを適応させる (p. 2928)
• 独自の推論コンテナを適応させる (p. 2939)

個々のフレームワークライブラリ
に加えて SageMaker トレーニングツールキットと SageMaker 推論ツールキット SageMaker に特化し
たツールキットも提供しています TensorFlow、MXNet PyTorch、そしてチェイナー。次の表に、 GitHub
各フレームワークのソースコードとそれぞれに対応するツールキットを含むリポジトリ。リンクされて
いる手順は、 SageMaker で Python SDK を使用してトレーニングアルゴリズムとホストモデルを実行
するためのものです。これらの個々のライブラリの機能は、 SageMakerトレーニングツールキットと
SageMaker 推論ツールキット
Framework

Toolkit ソースコード

TensorFlow

SageMaker TensorFlow トレーニング
SageMaker TensorFlow 提供

MXNet

SageMaker MXNet トレーニング
SageMaker MXNet 推論

PyTorch

SageMaker PyTorch トレーニング
SageMaker PyTorch 推論

Chainer

SageMaker チェイナー SageMaker コンテナ
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の使用 SageMaker トレーニングおよび推論ツール
キット
-SageMaker トレーニングそしてSageMaker 推論ツールキットは、スクリプトの実行、アルゴリズム
のトレーニング、モデルのデプロイにご使用のコンテナを適合させるために必要な機能を実装します
SageMaker。ライブラリをインストールすると、ユーザーに対して次の内容が定義されます。
• コードやその他のリソースを保存する場所。
• コンテナーの起動時に実行するコードを含むエントリポイントです。Dockerfile は、と互換性のあるコ
ンテナが期待する場所に実行する必要があるコードをコピーする必要があります SageMaker。
• このライブラリは、トレーニングと推論のためのデプロイを管理するために、コンテナで必要となるそ
の他の情報。

SageMaker ツールキットコンテナの構造
メトリック SageMaker モデルをトレーニングし、コンテナに次のファイルフォルダ構造を作成します/
opt/mldirectory。
/opt/ml
### input
#
### config
#
#
### hyperparameters.json
#
#
### resourceConfig.json
#
### data
#
### <channel_name>
#
### <input data>
### model
#
### code
#
### output
#
### failure

モデルを実行する場合トレーニングジョブ、 SageMaker コンテナは/opt/ml/input/directory には、ア
ルゴリズム用のハイパーパラメータと、トレーニングの配信に使用されるネットワークレイアウトを設定
する JSON ファイルが含まれています。-/opt/ml/input/ディレクトリには、どのチャンネルが通るか
を指定するファイルも含まれています SageMaker Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存さ
れたデータにアクセスします。- SageMaker コンテナライブラリは、コンテナが実行するスクリプトを/
opt/ml/code/directory。スクリプトは、アルゴリズムによって生成されたモデルを /opt/ml/model/
ディレクトリに書き込む必要があります。詳細については、「独自のトレーニングアルゴリズムを使用す
る (p. 2943)」を参照してください。
時ホストの訓練を受けたモデル SageMaker 推論を行うには、モデルを HTTP エンドポイントにデプロイ
します。このモデルでは、推論リクエストに応じてリアルタイムの予測を実行します。コンテナには、こ
れらのリクエストを処理するためにサービススタックが含まれている必要があります。
ホスティングコンテナまたはバッチ変換コンテナでは、モデルファイルはトレーニング中に書き込まれた
フォルダと同じフォルダに配置されます。
/opt/ml/model
#
### <model files>

詳細については、「独自の推論コードの使用 (p. 2950)」を参照してください。
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単一コンテナと複数のコンテナの比較
トレーニングアルゴリズムと推論コードに別々の Docker イメージを提供することも、これらに単一の
Docker イメージを使用することもできます。で使用する Docker イメージを作成する場合 SageMakerで
は、以下の点を考慮してください。
• 2 つの Docker イメージを提供すると、共通ライブラリが重複することがあるため、ストレージ要件とコ
ストが増加することがあります。
• 一般的に、小さいコンテナの方がトレーニングとホスティングをより迅速に開始できます。モデルト
レーニングが高速になり、ホスティングサービスはより迅速に自動スケーリングすることでトラフィッ
クの増加に対応できます。
• トレーニングコンテナより大幅に小さい推論コンテナを記述できます。これは、トレーニングに GPU
を使用するときに特に一般的ですが、推論コードは CPU 用に最適化されています。
• SageMaker Docker コンテナが特権アクセスなしで実行されることを必要とします。
• ビルドした Docker コンテナとによって提供される Docker コンテナの両方 SageMaker にメッセージを
送信できますStdoutそしてStderrファイル。 SageMaker Amazon にこれらのメッセージを送信しま
す CloudWatch あなたのログインAWSアカウント。
作成方法の詳細については SageMaker コンテナとその内部でのスクリプトの実行方法について
は、SageMakerトレーニングツールキットそしてSageMaker 推論ツールキットのリポジトリー GitHub。
これらは、によって提供される重要な環境変数と環境変数のリストも提供します。 SageMakerコンテナ。

独自のトレーニングコンテナを適応させる
独自のトレーニングモデルを実行するには、アマゾン SageMaker トレーニングツールキットアマゾンを
通じて SageMaker ノートブックインスタンス

ステップ 1: の作成 SageMaker ノートブックインスタンス
1.

アマゾンを開く SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左側のナビゲーションペインで、[Notebook] (ノートブック)、[Notebook instances] (ノートブックイ
ンスタンス)、[Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) の順に選択します。

3.

[ノートブックインスタンスの作成] ページで、次の情報を入力します。
a.

[ノートブックインスタンス名] に「RunScriptNotebookInstance」と入力します。

b.

[ノートブックインスタンスタイプ] で、[ml.t2.medium] を選択します。

c.

[Permissions and encryption] (アクセス許可と暗号化) セクションで、以下の操作を行います。
i.

[IAM role] (IAM ロール) は、[Create a new role] (新しいロールの作成) を選択します。

ii.

[Create an IAM role] (IAM ロールの作成) ページで、[Specific S3 buckets] (特定の S3 バ
ケット) を選択し、sagemaker-run-script という名前の Amazon S3 バケットを指定し
て、[Create role] (ロールの作成) を選択します。
SageMaker という名前の IAM ロールを作成しますAmazonSageMakerExecutionRole-YYYYMMDDTHHmmSS。例: AmazonSageMakerExecutionRole-20190429T110788。実行ロールの命名規則では、ロールが作成された日
時を T で区切って使用することに注意してください。

4.

d.

[Root Access] (ルートアクセス) で、[Enable] (有効) を選択します。

e.

[Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。

[Notebook instances] (ノートブックインスタンス) ページでは [Status] (ステータス) は [Pending] (保
留中) となっています。Amazon の場合数分かかることがあります SageMaker 機械学習コンピュー
ティングインスタンス (この場合ノートブックインスタンス) を起動し、ML ストレージボリュームを
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アタッチします。ノートブックインスタンスには、事前設定された Jupyter ノートブックサーバと一
連の Anaconda ライブラリがあります。詳細については、次を参照してください。
CreateNotebookInstance。
5.

[Permissions and encryption] (アクセス許可と暗号化) セクションで、[the IAM role ARN number]
(IAM ロールの ARN 番号) をコピーし、メモ帳ファイルに貼り付けて、一時的に保存します。こ
の IAM ロールの ARN 番号は、後でノートブックインスタンスでローカルトレーニング推定器を
構成するために使用します。[the IAM role ARN number (IAM ロールの ARN 番号)] は、次のよう
になります。'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-20190429T110788'

6.

ノートブックインスタンスのステータスがに変わったらInService、選択してくださいオープン
JupyterLab。

ステップ 2: Dockerfile および Python トレーニングスクリプトを
作成してアップロードする
1.

後 JupyterLab が開き、ホームディレクトリに新しいフォルダを作成します JupyterLab。左上隅
で、[New Folder] (新しいフォルダ) アイコンをクリックし、フォルダ名 docker_test_folder を入
力します。

2.

docker_test_folder ディレクトリに Dockerfile という名前のテキストファイルを作成しま
す。
a.

左上隅の [New Launcher] (新しいランチャー) アイコン (+) を選択します。

b.

右ペインの[Other] (その他) セクションで、[Text File] (テキストファイル) を選択します。

c.

次の Dockerfile サンプルコードをテキストファイルに貼り付けます。
FROM tensorflow/tensorflow:2.2.0rc2-gpu-py3-jupyter
# Install sagemaker-training toolkit that contains the common functionality
necessary to create a container compatible with SageMaker and the Python SDK.
RUN pip3 install sagemaker-training
# Copies the training code inside the container
COPY train.py /opt/ml/code/train.py
# Defines train.py as script entrypoint
ENV SAGEMAKER_PROGRAM train.py

Dockerfile のスクリプトは以下のタスクを実行します。
• FROM tensorflow/tensorflow:2.2.0rc2-gpu-py3-jupyter— のダウンロード
TensorFlow Docker ベースイメージ。これを、AWS 構築済みコンテナベースイメージだけでな
く、コンテナを構築するために取り込む任意の Docker ベースイメージに置き換えることがで
きます。
• RUN pip install sagemaker-training— をインストールしますSageMakerトレーニン
グツールキットと互換性のあるコンテナを作成するために必要な共通機能が含まれています
SageMaker。
• COPY train.py /opt/ml/code/train.py-コンテナ内の所定の場所にスクリプトをコピー
します。 SageMaker。スクリプトは、このフォルダにある必要があります。
• ENV SAGEMAKER_PROGRAM train.py - トレーニングスクリプト train.py をコンテナの
/opt/ml/code フォルダにコピーされたエンドポイントスクリプトとして処理します。これ
は、独自のコンテナを構築する場合に指定する必要がある唯一の環境変数です。
d.

左側のディレクトリナビゲーションペインでは、テキストファイル名は自動的に untitled.txt
に設定されます。ファイルの名前を変更するには、ファイルを右クリックし、[Rename] (名前の
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変更) で、ファイル名を .txt 拡張子のない Dockerfile に変更し、Ctrl+s または Command
+s を押してファイルを保存します。
3.

トレーニングスクリプト train.py を docker_test_folder に作成またはアップロードします。
この演習では次のサンプルスクリプトを使用できます。
import tensorflow as tf
mnist = tf.keras.datasets.mnist
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
model = tf.keras.models.Sequential([
tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
tf.keras.layers.Dropout(0.2),
tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])
model.compile(optimizer='adam',
loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
model.fit(x_train, y_train, epochs=1)
model.evaluate(x_test, y_test)

ステップ 3: コンテナを構築する
1.

の中に JupyterLab ホームディレクトリで、Jupyter ノートブックを開きます。新しいノートブックを
開くには、[New Launch] (新しい起動) アイコンを選択し、次に [Notebook] (ノートブック) セクショ
ンで [conda_tensorflow2_p36] を選択します。

2.

最初のノートブックセルで次のコマンドを実行して、docker_test_folder ディレクトリに変更し
ます。
% cd ~/SageMaker/docker_test_folder

これにより、次のように現在のディレクトリが返されます。
! pwd

output: /home/ec2-user/SageMaker/docker_test_folder
3.

Docker コンテナを構築するには、次の Docker ビルドコマンド (最後のスペースとピリオドも含めま
す) を実行します。
! docker build -t tf-custom-container-test .

Docker のビルドコマンドは、作成した Docker ディレクトリ (この場合は docker_test_folder) か
ら実行する必要があります。

Note
Docker が Dockerfile を見つけられないという次のエラーメッセージが表示された場合
は、Dockerfile の名前が正しいこと、およびそのディレクトリに保存されていることを確認
してください。
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unable to prepare context: unable to evaluate symlinks in Dockerfile path:
lstat /home/ec2-user/SageMaker/docker/Dockerfile: no such file or directory

docker は、現在のディレクトリ内で拡張子を付けずに、Dockerfile と名付けられたファ
イルを検索します。別の名前を指定した場合は、-f フラグを付けて手動でファイル名を渡す
ことができます。例えば、Dockerfile に Dockerfile-text.txt という名前を付けた場合、
次のコマンドを実行します
! docker build -t tf-custom-container-test -f Dockerfile-text.txt .

ステップ 4: コンテナをテストする
1.

ノートブックインスタンスでローカルにコンテナをテストするには、Jupyter ノートブックを開き
ます。[New Launcher] (新しいランチャー) を選択し、conda_tensorflow_p36 フレームワークで
[Notebook] (ノートブック) を選択します。

2.

次のサンプルスクリプトをノートブックのコードセルに貼り付けて SageMaker見積り.
SageMaker Python SDK v1
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(image_name='tf-custom-container-test',
role='arn:aws:iam::111122223333:role/role-name',
instance_count=1,
instance_type='local')
estimator.fit()

SageMaker Python SDK v2
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(image_uri='tf-custom-container-test',
role='arn:aws:iam::111122223333:role/role-name',
instance_count=1,
instance_type='local')
estimator.fit()

3.

'Put_Your_ARN_Here' 値を、ノートブックインスタンスの構成時にメモ帳ファ
イルにコピーした IAM ロール ARN 番号に置き換えます。ARN は次のようになりま
す。'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-20190429T110788'

4.

コードセルを実行します。このテストでは、トレーニングの環境設定、環境変数に使用された値、
データのソース、およびトレーニング中に得られた損失と正確性が出力されます。

ステップ 5: コンテナを Amazon ECR Elastic Container Registry
(Amazon ECR) にプッシュする
1.

このローカルモードテストが正常に実行されたら、Docker コンテナを Amazon ECR にプッシュし、
それを使用してトレーニングジョブを実行できます。
ノートブックセルで次のコマンドラインを実行します。
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%%sh
# Specify an algorithm name
algorithm_name=tf-custom-container-test
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"
# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi
# Get the login command from ECR and execute it directly
aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --passwordstdin ${fullname}
# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.
docker build -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}
docker push ${fullname}

Note
この bash シェルスクリプトは、次のエラーメッセージに似た許可の問題が発生する可能性
があります。
"denied: User: [ARN] is not authorized to perform: ecr:InitiateLayerUpload on
resource:
arn:aws:ecr:us-east-1:[id]:repository/tf-custom-container-test"

このエラーが発生した場合は、AmazonEC2ContainerRegistryFullAccessポリシーを
IAM ロールに適用します。IAM コンソールに移動し、左側のナビゲーションペイン
で、[Roles] (ロール) を選択し、Notebook インスタンスに使用した IAM ロールを検索し
ます。[]許可タブを選択し、ポリシーのアタッチボタンをクリックして検索してくださ
いAmazonEC2ContainerRegistryFullAccess方針。ポリシーのチェックボックスをオンにし
て、[Attach policy] (ポリシーを添付) を選択して終了します。
2.

コンテナをプッシュしたら、Amazon ECR イメージのどこからでも呼び出すことができます
SageMaker 環境. その次のノートブックセルで、以下のコード例を実行します。
このトレーニングコンテナを一緒に使いたいなら SageMaker Studio の可視化機能を使用するに
は、Studio ノートブックセルで次のコードを実行して、トレーニングコンテナの Amazon ECR イ
メージを呼び出すこともできます。
import boto3
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account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'tf-custom-container-test'
tag = ':latest'
region = boto3.session.Session().region_name
uri_suffix = 'amazonaws.com'
if region in ['cn-north-1', 'cn-northwest-1']:
uri_suffix = 'amazonaws.com.cn'
byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format(account_id, region, uri_suffix,
ecr_repository + tag)
byoc_image_uri
# This should return something like
# 111122223333.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-byoc-test:latest

3.

を使用するecr_image前の手順で取得し、 SageMaker推定器オブジェクト。次のコードサンプル
は、 SageMaker 見積り器とbyoc_image_uriAmazon EC2 インスタンスでトレーニングジョブを開
始します。
SageMaker Python SDK v1
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(image_uri=byoc_image_uri,
role=get_execution_role(),
base_job_name='tf-custom-container-test-job',
instance_count=1,
instance_type='ml.p2.xlarge')
# start training
estimator.fit()
# deploy the trained model
predictor = estimator.deploy(1, instance_type)

SageMaker Python SDK v2
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(image_uri=byoc_image_uri,
role=get_execution_role(),
base_job_name='tf-custom-container-test-job',
instance_count=1,
instance_type='ml.p2.xlarge')
# start training
estimator.fit()
# deploy the trained model
predictor = estimator.deploy(1, instance_type)

カスタムコンテナをローカルでテストし、Amazon ECR イメージにプッシュする方法を示す完全な例につ
いては、独自の構築を行う TensorFlow コンテナノートブックサンプルの探索
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Tip
システム使用率の問題 (CPU ボトルネックや GPU の低使用率など) を監視し、トレーニングの
問題 (オーバーフィット、オーバートレーニング、テンソルの爆発、勾配消失など) を特定するた
めのトレーニングジョブをプロファイリングおよびデバッグするには、Amazon を使用します。
SageMaker デバッガー。詳細については、「
Amazon SageMaker デバッガーは、Amazon SageMaker に持ち込むすべ
ての深層学習モデルで使用できます。AWS CLI、SageMaker Estimator
API、デバッガー API を使うと、任意の Docker ベースイメージを使って、
モデルをトレーニングするためのコンテナを構築およびカスタマイズできま
す。カスタマイズされたコンテナと共にデバッガーを使うには、トレーニン
グスクリプトに最小限の変更を加えてデバッガーフックコールバックを実装
し、トレーニングジョブからテンソルを取得する必要があります。
デバッガーと一体のカスタマイズされたコンテナを構築するには、次のリ
ソースが必要です。
• Amazon SageMaker Python SDK
• SMDebug オープンソースクライアントライブラリ
• 任意の Docker ベースイメージ
• デバッガーフックが登録されたトレーニングスクリプト - デバッガーフッ
クをトレーニングスクリプトに登録する方法の詳細については、「デバッ
ガーフックをトレーニングスクリプトに登録する (p. 2278)」を参照してく
ださい。
カスタムトレーニングコンテナと共にデバッガーを使用するエンドツーエン
ドの例については、次のサンプルノートブックを参照してください。
• カスタムトレーニングコンテナを構築し、デバッガーでトレーニングジョ
ブをデバッグする

Tip
このカスタムコンテナとデバッガーのガイドは、カスタムトレーニ
ングコンテナを構築し、Amazon ECR にプッシュする方法を具体的
に説明する「独自のトレーニングコンテナを適応させる (p. 2928)」
ガイドの拡張版です。

カスタムトレーニングコンテナ構築の準備をする
Docker コンテナを構築するには、ファイルの基本構造は次のようになりま
す。
### debugger_custom_container_test_notebook.ipynb

# a

notebook to run python snippet codes
### debugger_custom_container_test_folder

# this is a

docker folder
###

your-training-script.py

# your

training script with Debugger hook
###

Dockerfile
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デバッガーフックをトレーニングスクリプトに登
録する
モデルトレーニングをデバッグするには、トレーニングスクリプトにデバッ
ガーフックを追加する必要があります。

Note
このステップは、モデルトレーニングをデバッグするためのモデル
パラメータ (出力テンソル) を収集するために必要です。モニタリン
グとプロファイリングのみを行う場合は、このフック登録ステップ
を省略でき、推定器を構築するときに debugger_hook_config パ
ラメータを除外できます。
次のサンプルコードは、Keras ResNet50 モデルを使用したトレーニングス
クリプトの構造と、デバッグのための Keras コールバックとしてデバッガー
フックを渡す方法を示しています。完全なトレーニングスクリプトについて
は、「SageMaker デバッガーフックを使用した TensorFlow トレーニングス
クリプト」を参照してください。
# An example of training script (your-training-script.py)
import tensorflow.compat.v2 as tf
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
import smdebug.tensorflow as smd

def train(batch_size, epoch, model, hook):

...
model.fit(X_train, Y_train,
batch_size=batch_size,
epochs=epoch,
validation_data=(X_valid, Y_valid),
shuffle=True,

# smdebug modification: Pass the Debugger hook in
the main() as a Keras callback
callbacks=[hook])

def main():
parser=argparse.ArgumentParser(description="Train
resnet50
2935
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サポートされているフレームワークおよびアルゴリズムのデバッガーフック
登録の詳細については、SMDebug クライアントライブラリの次のリンクを
参照してください。
• SMDebug TensorFlow フック
• SMDebug PyTorch フック
• SMDebug MXNet フック
• SMDebug XGBoost フック
次のサンプルノートブックのトレーニングスクリプトには、デバッガーフッ
クをトレーニングスクリプトに追加し、詳細な出力テンソルを収集する方法
についてのより多くの例が含まれています。
• TensorFlow 2.1 フレームワークを使用したスクリプトモードのデバッガー
Deep Learning Containers での Debugger の使用とスクリプトモードでの
Debugger の使用の違いを確認するには、このノートブックを開き、Deep
Learning Containers TensorFlow v2.1 での前の Debugger のノートブック
例を並べて配置してください。
スクリプトモードでは、フック設定部分は、推定器を設定するスクリ
プトから削除されます。代わりに、 デバッガーフック機能は、トレー
ニングスクリプトであるスクリプトモードの TensorFlow Keras ResNet
トレーニングスクリプトにマージされます。トレーニングスクリプト
により、TensorFlow ResNet50 アルゴリズムと通信するために必要
な TensorFlow Keras 環境に smdebug ライブラリがインポートされま
す。また、train 関数内に callbacks=[hook] 引数を追加し (49 行
目)、SageMaker Python SDK で提供されている手動フック設定 (89 行目)
を追加することで、smdebug フック機能も手動で実装します。
このスクリプトモードの例では、TF 2.1 の例のスクリプト変更なしと直
接比較するために TF 2.1 フレームワークでトレーニングジョブを実行し
ます。スクリプトモードでデバッガーをセットアップする利点は、AWS
Deep Learning Containers でカバーされないフレームワークのバージョン
を柔軟に選択できることです。
• PyTorch コンテナでスクリプトモードの Amazon SageMaker デバッガー
を使用する
このノートブックは、PyTorch v1.3.1 フレームワークでスクリプトモード
のデバッガーを有効にします。PyTorch v1.3.1 は SageMaker コンテナの
サポート対象であり、この例では、トレーニングスクリプトを変更する方
法の詳細を示しています。
SageMaker PyTorch 推定器は、デフォルトで既にスクリプトモードになっ
ています。ノートブックでは、script_mode をアクティブ化する行が推
定器の設定に含まれていません。
このノートブックでは、元の PyTorch トレーニングスクリプトをデバッ
ガーを有効にした変更バージョンに変える詳細なステップを示していま
す。さらに、この例では、デバッガーの組み込みルールを使って、勾配消
失などのトレーニングの問題を検出する方法と、保存されたテンソルの呼
び出しと分析を行うデバッガーのトライアル機能を示しています。
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Dockerfile を作成して設定する
SageMaker JupyterLab を開き、新しいフォルダ (この例では
debugger_custom_container_test_folder) を作成して、トレー
ニングスクリプトと Dockerfile を保存します。次のコード例は、必
須の Docker ビルドコマンドを含む Dockerfile です。次のコードを
Dockerfile テキストファイルに貼り付け、保存します。トレーニングスク
リプトを同じフォルダにアップロードします。
# Specify a docker base image
FROM tensorflow/tensorflow:2.2.0rc2-gpu-py3
RUN /usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
RUN pip install --upgrade protobuf

# Install required packages to enable the SageMaker Python SDK and
the smdebug library
RUN pip install sagemaker-training
RUN pip install smdebug
CMD ["bin/bash"]

構築済みの AWS Deep Learning Containers イメージを使用する場合は、
「使用可能な AWS Deep Learning Containers イメージ」を参照してくださ
い。

カスタムトレーニングコンテナを構築して
Amazon ECR にプッシュする
テストノートブック
debugger_custom_container_test_notebook.ipynb を
作成し、ノートブックセルで次のコードを実行します。これ
は、debugger_byoc_test_docker ディレクトリにアクセスし、指定さ
れた algorithm_name を使って Docker をビルドし、Docker コンテナを
Amazon ECR にプッシュします。
import boto3

account_id =
boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2'
tag = ':latest'
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Tip
AWS Deep Learning Containers の基本イメージのいずれかを使う
場合は、次のコードを実行して Amazon ECR にログインし、Deep
Learning Containers イメージリポジトリにアクセスします。
! aws ecr get-login-password --region {region}
| docker login --username AWS --password-stdin
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

カスタムトレーニングコンテナを使ってトレーニ
ングジョブを実行してデバッグする
Docker コンテナを構築して Amazon ECR にプッシュしたら、トレーニング
スクリプトとデバッガー固有パラメータを使って SageMaker 推定器を設定
します。estimator.fit() を実行すると、デバッガーは出力テンソルを収
集してモニタリングし、トレーニングの問題を検出します。保存したテンソ
ルを使用すると、smdebug の主要機能とツールを使ってトレーニングジョ
ブをさらに分析できます。Amazon CloudWatch Events と AWS Lambda を
使ってデバッガールールモニタリングプロセスのワークフローを設定する
と、デバッガールールがトレーニング問題を検出するたびごとのトレーニン
グジョブの停止プロセスを自動化できます。
import sagemaker

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.debugger import Rule, DebuggerHookConfig,
CollectionConfig, rule_configs

profiler_config=ProfilerConfig(...)
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule()),
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=Estimator(
image_uri=byoc_image_uri,
entry_point="./debugger_custom_container_test_folder/yourtraining-script.py"
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ステップ 6: リソースをクリーンアップする
入門サンプルを終了したときにリソースをクリーンアップするには
1.
2.

3.
4.

を開きます。SageMaker コンソール、ノートブックインスタンスを選
択RunScriptNotebookInstance、選択してくださいアクション、そして選択してくださいを停止。イン
スタンスが停止するまで、数分かかる場合があります。
インスタンスの [Status] (ステータス) が[Stopped] (停止) に変化したら、[Actions] (アクショ
ン)、[Delete] (削除) の順に選択し、ダイアログボックスで [Delete] (削除) を選択します。インスタン
スが削除されるまで、数分かかる場合があります。ノートブックインスタンスが削除されると、テー
ブルには表示されなくなります。
Amazon S3 コンソールを開き、モデルのアーティファクトとトレーニングデータセットを保存するた
めに作成したバケットを削除します。
IAM コンソールを開き、IAM ロールを削除します。アクセス許可ポリシーを作成した場合は、それも
削除することができます。

Note
Docker コンテナは、実行後に自動的にシャットダウンします。削除する必要はありません。

独自の推論コンテナを適応させる
アマゾンのどれもなければ SageMaker 構築済み推論コンテナで状況に十分で、独自の Docker コンテ
ナを使用する必要がある場合は、SageMaker 推論ツールキットコンテナを適合させて動作させるには
SageMaker ホスティング。コンテナを適合させて動作させるには SageMaker ホスティングするには、1
つ以上の Python スクリプトファイルと、推論ツールキットをインポートする Dockerfile で推論コードを
作成します。
推論コードには、推論ハンドラ、ハンドラサービス、エントリポイントが含まれます。この例では、3 つ
の別々の Python ファイルとして格納されています。これら 3 つの Python ファイルはすべて Dockerfile と
同じディレクトリにある必要があります。
Jupyter ノートブックの例として、以下を使用してコンテナを拡張する完全な例を示します。 SageMaker
推論ツールキット、参照アマゾン SageMaker 独自のアルゴリズムコンテナを使用するマルチモデルエン
ドポイント。

ステップ 1: 推論ハンドラを作成する
- SageMaker 推論ツールキットは、マルチモデルサーバー (MMS) 上に構築されます。MMS は、モデルを
ロードし、入力データを事前処理し、モデルから予測を引き出し、モデルハンドラの出力データを処理す
るための関数を実装している Python スクリプトを想定しています。

model_fn 関数
にはデフォルトの実装がありますmodel_fn関数、名前default_model_fn、 SageMaker PyTorch お
よび MXNet 推論ツールキット。デフォルトの実装では、torchscript を使用して保存されたモデルを .pt
または .pth の形式でロードします。モデルのロードにカスタムメソッドが必要な場合、またはモデル
のロード時に追加の手順を実行する場合は、model_fn 関数を実装する必要があります。次の簡単な例
は、a の実装方法を示しています。model_fna をロードする関数 PyTorch モデル:
def model_fn(self, model_dir):
import torch
logger.info('model_fn')
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
with open(os.path.join(model_dir, 'model.pth'), 'rb') as f:
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model = torch.jit.load(f)
return model.to(device)

input_fn 関数
input_fn 関数は、入力データをモデルに渡すことができるようにデシリアライズする役割を担います。
入力データとコンテンツタイプをパラメータとして受け取り、デシリアライズされたデータを返します。SageMaker推論ツールキットは、次のコンテンツタイプをデシリアライズする実装方法をデフォルトで備
えています。
• JSON
• CSV
• Numpy 配列
• NPZ
モデルで別のコンテンツタイプが必要な場合、または入力データをモデルに送信する前に前処理する場合
は、input_fn 関数を実装する必要があります。次の例は、input_fn 関数の簡単な実装方法を示してい
ます。
from sagemaker_inference import content_types, decoder
def input_fn(self, input_data, content_type):
"""A default input_fn that can handle JSON, CSV and NPZ formats.
Args:
input_data: the request payload serialized in the content_type format
content_type: the request content_type
Returns: input_data deserialized into torch.FloatTensor or torch.cuda.FloatTensor
depending if cuda is available.
"""
return decoder.decode(input_data, content_type)

predict_fn 関数
predict_fn 関数は、モデルから予測を取得する役割を担います。これは、モデルと input_fn から
返されたデータをパラメータとして取得し、予測を返します。predict_fn にはデフォルトの実装はあ
りません。これはご自身で実装する必要があります。の簡単な実装を次に示します。predict_fn関数
PyTorch モデル。
def predict_fn(self, data, model):
"""A default predict_fn for PyTorch. Calls a model on data deserialized in
input_fn.
Runs prediction on GPU if cuda is available.
Args:
data: input data (torch.Tensor) for prediction deserialized by input_fn
model: PyTorch model loaded in memory by model_fn
Returns: a prediction
"""
return model(data)

output_fn 関数
output_fn 関数は、predict_fn 関数が予測として返すデータをシリアライズする役割を担います SageMaker 推論ツールキットはデフォルトを実装しますoutput_fnNumpy 配列、CSV をデフォルトで実
装しています。モデルが他のコンテンツタイプを出力する場合、またはデータをユーザーに送信する前に
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データの他の後処理を実行する場合は、独自の output_fn 関数を実装する必要があります。以下に簡単
な例を次に示します。output_fn関数 PyTorch モデル。
from sagemaker_inference import encoder
def output_fn(self, prediction, accept):
"""A default output_fn for PyTorch. Serializes predictions from predict_fn to JSON,
CSV or NPY format.
Args:
prediction: a prediction result from predict_fn
accept: type which the output data needs to be serialized
Returns: output data serialized
"""
return encoder.encode(prediction, accept)

ステップ 2: ハンドラサービスを実装する
ハンドラサービスは、モデルサーバーによって実行されます。ハンドラサービスは initialize およ
び handle のメソッドを実装しています。initialize メソッドはモデルサーバーの起動時に呼び出さ
れ、handle メソッドは、モデルサーバーへのすべての受信推論リクエストに対して呼び出されます。詳
細については、マルチモデルサーバーのドキュメントの「カスタムサービス」を参照してください。のハ
ンドラサービスの例を次に示します。 PyTorch モデルサーバー。
from sagemaker_inference.default_handler_service import DefaultHandlerService
from sagemaker_inference.transformer import Transformer
from sagemaker_pytorch_serving_container.default_inference_handler import
DefaultPytorchInferenceHandler
class HandlerService(DefaultHandlerService):
"""Handler service that is executed by the model server.
Determines specific default inference handlers to use based on model being used.
This class extends ``DefaultHandlerService``, which define the following:
- The ``handle`` method is invoked for all incoming inference requests to the model
server.
- The ``initialize`` method is invoked at model server start up.
Based on: https://github.com/awslabs/mxnet-model-server/blob/master/docs/
custom_service.md
"""
def __init__(self):
transformer =
Transformer(default_inference_handler=DefaultPytorchInferenceHandler())
super(HandlerService, self).__init__(transformer=transformer)

ステップ 3: エントリポイントを実装する
エントリポイントは、ハンドラサービスを呼び出してモデルサーバーを起動します。Dockerfile 内のエン
トリポイントの場所を指定します。エントリポイントの例を次に示します。
from sagemaker_inference import model_server
model_server.start_model_server(handler_service=HANDLER_SERVICE)

ステップ 4: Dockerfile の記述
Dockerfile では、ステップ 2 からモデルハンドラをコピーし、前のステップの Python ファイルを
Dockerfile のエントリポイントとして指定します。次に、Dockerfile に追加してモデルハンドラをコ

2941

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
独自の推論コンテナを適応させる

ピーしエントリポイントを指定できる行の例を示します。推論コンテナの Dockerfile の完全な例について
は、「Dockerfile」を参照してください。
# Copy the default custom service file to handle incoming data and inference requests
COPY model_handler.py /home/model-server/model_handler.py
# Define an entrypoint script for the docker image
ENTRYPOINT ["python", "/usr/local/bin/entrypoint.py"]

ステップ 5: コンテナを構築して登録する
これで、コンテナを構築して Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に登録できます。サンプ
ルノートブックの次のシェルスクリプトは、コンテナを構築し、 AWS アカウントの Amazon ECR リポジ
トリにアップロードします。

Note
SageMaker ホスティングは、Amazon ECR 以外のリポジトリに格納されている推論コンテナ
の使用をサポートしています。詳細については、「リアルタイム推論コンテナにプライベート
Docker レジストリを使用する (p. 2953)」を参照してください。
次のシェルスクリプトは、コンテナを構築して登録する方法を示しています。
%%sh
# The name of our algorithm
algorithm_name=demo-sagemaker-multimodel
cd container
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"
# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
# Get the login command from ECR and execute it directly
aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --password-stdin
${fullname}
# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.
docker build -q -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}
docker push ${fullname}

これで、このコンテナを使用してエンドポイントをデプロイできるようになりました。 SageMaker。エン
ドポイントをデプロイする方法の例については、エンドポイントをデプロイする方法の例 SageMaker「」
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を参照してください。アマゾン SageMaker 独自のアルゴリズムコンテナを使用するマルチモデルエンド
ポイント。

独自のアルゴリズムとモデルでコンテナを作成する
既存のものがない場合 SageMaker コンテナはニーズを満たしていますが、独自の既存のコンテナがな
い場合は、新しい Docker コンテナを作成する必要があります。以下のセクションでは、で使用するた
めにトレーニングおよび推論アルゴリズムを使用して Docker コンテナを作成する方法を説明します。
SageMaker。
トピック
• 独自のトレーニングアルゴリズムを使用する (p. 2943)
• 独自の推論コードの使用 (p. 2950)

独自のトレーニングアルゴリズムを使用する
このセクションでは、Amazon の方法について説明します。 SageMaker カスタムトレーニングアルゴリ
ズムを実行する Docker コンテナとやり取りします。この情報を使用してトレーニングコードを記述し、
トレーニングアルゴリズムの Docker イメージを作成します。
トピック
• Amazonはどのように SageMaker トレーニングイメージを実行します (p. 2943)
• Amazonはどのように SageMaker トレーニング情報を提供します (p. 2944)
• EFA でトレーニングを実行する (p. 2947)
• Amazonはどのように SageMaker シグナルアルゴリズムの成功と失敗 (p. 2949)
• Amazonはどのように SageMaker プロセストレーニングの出力 (p. 2950)

Amazonはどのように SageMaker トレーニングイメージを実行
します
Docker コンテナを実行可能ファイルとして実行するように設定するには、Dockerfile で ENTRYPOINT 命
令を使用します。次の点に注意してください。
• モデルトレーニングについては、Amazon SageMaker 次のようにコンテナを実行します。
docker run image train

SageMaker 任意のデフォルトを無効にしますCMDコンテナ内のステートメント (以下を指定し
て)trainイメージ名の後の引数。train 引数は、Dockerfile の CMD を使用して指定した引数も上書き
します。
• Dockerfileで、ENTRYPOINT 命令の exec 形式を使用します。
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2", ...]

例:
ENTRYPOINT ["python", "k-means-algorithm.py"]
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exec 命令の ENTRYPOINT フォームは、/bin/sh の子としてではなく、直接実行ファイルを開始しま
す。これにより、 SageMaker API から SIGTERM や SIGKILL などのシグナルを受け取ることができま
す。次の点に注意してください。

• -CreateTrainingJobAPI には指示する停止条件があります SageMaker 一定時間後にモデルトレー
ニングを停止します。

• -StopTrainingJobAPI は、以下と同等の発行を行います。docker stop、2 分のタイムアウトコ
マンドで指定されたコンテナを適切に停止します。
docker stop -t120

コマンドは、SIGTERM シグナルを送信することで実行中のコンテナの停止を試みます。2 分間のタイ
ムアウト後、API は SIGKILL を送信しコンテナを強制的に停止します。コンテナが SIGTERM を正常
に処理し、その受信時から 120 秒以内に終了する場合、SIGKILL は送信されません。

Note
後で中間モデルのアーティファクトにアクセスしたい場合 SageMaker トレーニングを停止し、
アーティファクトの保存を処理するコードを追加しますSIGTERMハンドラー。
• モデルのトレーニングに GPU デバイスを使用する予定がある場合は、コンテナが nvidia-docker
と互換であることを確認します。コンテナに含める必要があるのは CUDA ツールキットのみで
す。NVIDIA ドライバーをイメージにバンドルしないでください。nvidia-docker の詳細について
は、NVIDIA/nvidia-docker を参照してください。
• は使用できませんtiniのエントリポイントとしてのイニシャライザー SageMakerコンテナは混乱する
からtrainそしてserve引数。
• /opt/mlすべてのサブディレクトリは SageMaker トレーニング。アルゴリズムの Docker イメージを構
築する場合は、アルゴリズムに必要なデータをそれらのイメージの下に配置しないでください。配置す
ると、データがトレーニング時に表示されなくなる可能性があります。

Amazonはどのように SageMaker トレーニング情報を提供しま
す
このセクションでは、その方法について説明します。 SageMaker トレーニングデータ、ハイパーパラ
メータ、その他の設定情報などのトレーニング情報を Docker コンテナで利用できるようにします。
あなたが送るときCreateTrainingJobリクエスト: SageMaker モデルトレーニングを開始するには、ト
レーニングアルゴリズムが格納されている Docker イメージの Elastic Container Registry (Amazon ECR)
パスを指定します。トレーニングデータが保存される Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の
場所とアルゴリズム固有のパラメータも指定します。 SageMaker この情報を Docker コンテナが利用
できるようにするため、トレーニングアルゴリズムで使用できます。このセクションでは、この情報を
Docker コンテナで利用できるようにする方法を説明します。トレーニングジョブの作成方法については、
「CreateTrainingJob」を参照してください。その方法の詳細については SageMakerコンテナは情報を
整理します。の使用 SageMaker トレーニングおよび推論ツールキット (p. 2927)。
トピック
• ハイパーパラメータ (p. 2945)
• 環境可変 (p. 2945)
• 入力データ設定 (p. 2945)
• トレーニングデータ (p. 2945)
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• 分散型トレーニング設定 (p. 2947)

ハイパーパラメータ
SageMaker a のハイパーパラメータを作りますCreateTrainingJobリクエストは、の Docker コンテナ
で使用できます。/opt/ml/input/config/hyperparameters.jsonファイル。

環境可変
次の環境変数がコンテナ内で設定されます。
• TRAINING_JOB_NAME - CreateTrainingJob リクエストの TrainingJobName パラメータで指定し
ます。
• TRAINING_JOB_ARN - CreateTrainingJob レスポンスの TrainingJobArn として返されるトレー
ニングジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。
• CreateTrainingJob リクエストの Environment パラメータで指定されるすべての環境変数。

入力データ設定
データチャネル情報はInputDataConfiga のパラメータCreateTrainingJobリクエス
ト。 SageMaker この情報を次の場所で利用できるようにします/opt/ml/input/config/
inputdataconfig.jsonDocker コンテナ内のファイル。
たとえば、3 つのデータチャネル (train、evaluation、validation) をリクエストで指定するとしま
す。 SageMaker は以下の JSON を提供します。

{

}

"train" : {"ContentType": "trainingContentType",
"TrainingInputMode": "File",
"S3DistributionType": "FullyReplicated",
"RecordWrapperType": "None"},
"evaluation" : {"ContentType": "evalContentType",
"TrainingInputMode": "File",
"S3DistributionType": "FullyReplicated",
"RecordWrapperType": "None"},
"validation" : {"TrainingInputMode": "File",
"S3DistributionType": "FullyReplicated",
"RecordWrapperType": "None"}

Note
SageMaker 示されているように、各データチャネルに関連する情報 (チャネル名やコンテン
ツタイプなど) のみをコンテナに提供します。S3DistributionType次のように設定されま
すFullyReplicatedEFS または F を指定した場合SxLustre 入力データソースとして。

トレーニングデータ
-TrainingInputModeのパラメータAlgorithmSpecificationのCreateTrainingJobrequest は、ト
レーニングデータセットがどのように利用可能になるかを指定します。次の入力モードを使用できます。
• File モード
• TrainingInputModeパラメータが書き込まれましたinputdataconfig.json: 「ファイル」
• Docker コンテナ内のデータチャネルディレクトリ: /opt/ml/input/data/channel_name
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• サポートされているデータソース: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)、Amazon FSx for Lustre
チャネルごとにディレクトリが作成されます。たとえば、training、validation、testing という
名前の 3 つのチャネルがある場合、 SageMaker は Docker コンテナに 3 つのディレクトリを作成しま
す。
• /opt/ml/input/data/training
• /opt/ml/input/data/validation
• /opt/ml/input/data/testing

Note
Amazon EFS や Amazon FSx などのファイルシステムのデータソースを使用するチャネルで
は、File モードを使用する必要があります。ファイルシステムを指定した場合、チャネルで
指定されたディレクトリパスは、/opt/ml/input/data/channel_name にマウントされま
す。
• FastFile モード
• TrainingInputModeパラメータが書き込まれましたinputdataconfig.json: 「FastFile「
• Docker コンテナ内のデータチャネルディレクトリ: /opt/ml/input/data/channel_name
• サポートされているデータソース: Amazon S3
チャネルディレクトリは読み取り専用としてマウントされます。
File モードをサポートするアルゴリズムは、コードを変更せずにシームレスに FastFile モードで動
作できます。

Note
FastFile モードを使用するチャネルは、「S3Prefix」の S3DataType を使用する必要があり
ます。
FastFile モードは、スラッシュ (/) を Amazon S3 オブジェクトをフォルダにグループ化
するための区切り文字として使用するフォルダビューを示します。S3Uri のプレフィックス
は、部分的なフォルダ名に対応させることはできません。例えば、Amazon S3 データセット
に s3://my-bucket/train-01/data.csv がある場合、s3://my-bucket/train または
s3://my-bucket/train-01 のどちらも S3Uri のプレフィックスとしては許可されません。
フォルダに対応するチャネルを定義するには、末尾にスラッシュを使用することをお勧めしま
す。例えば、train-01 フォルダには s3://my-bucket/train-01/ チャネルです。末尾の
スラッシュがないと、別のフォルダ s3://my-bucket/train-011/ またはファイル s3://
my-bucket/train-01.txt/ が存在する場合、チャネルがあいまいになります。
• Pipe モード
• TrainingInputModeパラメータが書き込まれましたinputdataconfig.json: 「パイプ」
• Docker コンテナ内のデータチャネルディレクトリ: /opt/ml/input/
data/channel_name_epoch_number
• サポートされているデータソース: Amazon S3
チャネルごとに別のパイプから読む必要があります。例えば、training、validation、testing と
いう名前の 3 つのチャネルがある場合は、次のパイプから読み取る必要があります。
• /opt/ml/input/data/training_0, /opt/ml/input/data/training_1, ...
• /opt/ml/input/data/validation_0, /opt/ml/input/data/validation_1, ...
• /opt/ml/input/data/testing_0, /opt/ml/input/data/testing_1, ...
パイプを順番に読み取ります。たとえば、training というチャネルがある場合は、パイプを次の順序
で読み取ります。
1. オープン/opt/ml/input/data/training_0読み取りモードで読み込んで end-of-file (EOF) または
最初のエポックで終了した場合は、パイプファイルを早期に閉じます。
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2. 最初のパイプファイルを閉じた後に、/opt/ml/input/data/training_1 を探し、2 番目のエ
ポックを実行します。同様に続けます。
指定されたエポックのファイルがまだ存在しない場合は、パイプが作成されるまでコードを再試行する
必要があります。チャネルタイプ間にシーケンスの制限はありません。例えば、training チャネルの
複数のエポックを読み取ることができ、準備ができたら validation チャネルの読み取りを開始するだ
けです。または、アルゴリズムで必要な場合はそれらを同時に読み取ることができます。
自分のコンテナを持ち込むときのパイプモードの使い方を示す Jupyter ノートブックの例について
は、独自のパイプモードアルゴリズムを Amazon に導入しましょう SageMaker。

分散型トレーニング設定
複数のコンテナを使用して分散型トレーニングを行っている場合は、 SageMaker すべてのコンテナに関
する情報を/opt/ml/input/config/resourceconfig.jsonファイル。
コンテナ間通信を有効にするために、この JSON ファイルにはすべてのコンテナに関する情報が含まれま
す。 SageMaker このファイルを両方で利用できるようにしますFileそしてPipeモードアルゴリズム。
ファイルは以下の情報を提供します。
• current_host - コンテナネットワーク上の現在のコンテナの名前。例: algo-1。ホスト値はいつでも
変更できます。この変数に特定の値を指定したコードは記述しないでください。
• hosts - 辞書順にソートされた、コンテナネットワーク上のすべてのコンテナの名前のリスト。たとえ
ば、3 ノードクラスターの場合は ["algo-1", "algo-2", "algo-3"] です。コンテナでは、これら
の名前を使用して、コンテナネットワーク上の他のコンテナをアドレス指定できます。ホスト値はいつ
でも変更できます。これらの変数に特定の値を指定したコードは記述しないでください。
• network_interface_name - コンテナに対して公開されているネットワークインターフェイスの名
前。たとえば、Message Passing Interface (MPI) を実行しているコンテナは、この情報を使用してネッ
トワークインターフェイス名を設定できます。
• この情報は正確ではない可能性があるため、/etc/hostname または /etc/hosts では使用しないで
ください。
• ホスト名情報は、アルゴリズムコンテナですぐには利用できない場合があります。ノードがクラスター
内で使用可能になった時点で、ホスト名解決操作に再試行ポリシーを追加することをお勧めします。
3 ノードクラスターのノード 1 のファイル例を次に示します。
{

}

"current_host": "algo-1",
"hosts": ["algo-1","algo-2","algo-3"],
"network_interface_name":"eth1"

EFA でトレーニングを実行する
SageMaker との統合を提供しますEFAハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) と機械学習アプリ
ケーションを高速化するデバイス。この統合により、分散トレーニングジョブを実行する場合に EFA デバ
イスを活用できます。に取り込む既存の Docker コンテナに EFA 統合を追加できます SageMaker。次の情
報では、分散トレーニングジョブに EFA デバイスを使用するように独自のコンテナを設定する方法につい
て説明します。

前提条件
コンテナは以下を満たす必要がありますSageMaker トレーニングコンテナ仕様。
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EFA および必要なパッケージをインストールする
コンテナは、EFA ソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。これにより、コン
テナが EFA デバイスを認識し、Libfabric と Open MPI の互換性のあるバージョンが提供されます。
MPI や NCCL などのツールは、EFA 対応のトレーニングジョブの一部として使用するには、コンテナ内
にインストールおよび管理する必要があります。次の例は、EFA 対応コンテナの Dockerfile を変更して
EFA、MPI、OFI、NCCL、NCCL-TEST をインストールする方法を示しています。

Note
を使用する場合 PyTorch コンテナに EFA を取り込むと、コンテナの NCCL バージョンは NCCL
バージョンと一致する必要があります PyTorch をインストールします。検証するには PyTorch
NCCL バージョンでは、次のコマンドを使用します。
torch.cuda.nccl.version()
ARG
ENV
ENV
ENV

OPEN_MPI_PATH=/opt/amazon/openmpi/
NCCL_VERSION=2.7.8
EFA_VERSION=1.11.2
BRANCH_OFI=1.1.1

#################################################
## EFA and MPI SETUP
RUN cd $HOME \
&& curl -O https://s3-us-west-2.amazonaws.com/aws-efa-installer/aws-efa-installer${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& cd aws-efa-installer \
&& ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \
ENV PATH="$OPEN_MPI_PATH/bin:$PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH="$OPEN_MPI_PATH/lib/:$LD_LIBRARY_PATH"
#################################################
## NCCL, OFI, NCCL-TEST SETUP
RUN cd $HOME \
&& git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \
&& cd nccl \
&& make -j64 src.build BUILDDIR=/usr/local
RUN apt-get update && apt-get install -y autoconf
RUN cd $HOME \
&& git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \
&& cd aws-ofi-nccl \
&& ./autogen.sh \
&& ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \
--with-mpi=/opt/amazon/openmpi \
--with-cuda=/usr/local/cuda \
--with-nccl=/usr/local --prefix=/usr/local \
&& make && make install
RUN cd $HOME \
&& git clone https://github.com/NVIDIA/nccl-tests \
&& cd nccl-tests \
&& make MPI=1 MPI_HOME=/opt/amazon/openmpi CUDA_HOME=/usr/local/cuda NCCL_HOME=/usr/local

コンテナを作成する場合の考慮事項
EFA デバイスは、コンテナからアクセス可能なデバイスのリストで /dev/infiniband/uverbs0 として
コンテナにマウントされます。P4d インスタンスでは、コンテナは 4 つの EFA デバイスにアクセスでき
ます。EFA デバイスは、次のようにコンテナからアクセス可能なデバイスのリストに表示されます。
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• /dev/infiniband/uverbs0
• /dev/infiniband/uverbs1
• /dev/infiniband/uverbs2
• /dev/infiniband/uverbs3
各コンテナインスタンスに提供される resourceconfig.json ファイルからホスト名、ピアホスト名、
およびネットワークインターフェイス (MPI 用) に関する情報を取得するには、「分散型トレーニング設
定」を参照してください。コンテナは、デフォルトの Elastic Network Interface (ENI) を介してピア間の通
常の TCP トラフィックを処理し、EFA デバイスを経由する OFI (カーネルバイパス) トラフィックを処理
します。

EFA デバイスが認識されることを確認する
EFA デバイスが認識されていることを確認するには、コンテナ内から次のコマンドを実行します。
/opt/amazon/efa/bin/fi_info -p efa

出力は以下のようになります。
provider: efa
fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8
domain: efa_0-rdm
version: 2.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa
fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8
domain: efa_0-dgrm
version: 2.0
type: FI_EP_DGRAM
protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa;ofi_rxd
fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8
domain: efa_0-dgrm
version: 1.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_RXD

EFA でトレーニングジョブを実行する
EFA 対応コンテナを作成したら、EFA でトレーニングジョブを実行できます SageMaker他のDockerイ
メージと同じ方法で推定します。コンテナを登録し、トレーニングに使用する方法の詳細については、
「独自のトレーニングコンテナを適応させる」を参照してください。

Amazonはどのように SageMaker シグナルアルゴリズムの成功
と失敗
トレーニングアルゴリズムは、プロセスの終了コードを使用して、成功したか失敗したかを示します。
成功したトレーニング実行は終了コード 0 で終了する必要があり、成功しなかったトレーニング実行は
0 以外の終了コードで終了する必要があります。これらは、DescribeTrainingJob によって返される
TrainingJobStatus で Completed および Failed に変換されます。この終了コード規則は標準であ
り、すべての言語で簡単に実装できます。例えば Python では、sys.exit(1) を使用して失敗終了を通知
でき、単純にメインルーチンの最後まで実行すると Python はコード 0 で終了します。
失敗の場合、アルゴリズムは失敗の説明を失敗ファイルに書き込むことができます。詳細については、次
のセクションを参照してください。
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Amazonはどのように SageMaker プロセストレーニングの出力
アルゴリズムはコンテナ内で実行されるため、トレーニングジョブとモデルのステータスおよび出力アー
ティファクトを含む出力が生成されます。アルゴリズムは、コンテナの /output ディレクトリにある次
のファイルにこの情報を書き込む必要があります。アマゾン SageMaker このディレクトリに含まれる情
報を次のように処理します。
• /opt/ml/model-アルゴリズムは、すべての最終モデルアーティファクトをこのディレクトリに書き込
む必要があります。 SageMaker このデータをで指定した S3 の場所に圧縮された tar 形式の単一オブ
ジェクトとしてコピーします。CreateTrainingJobリクエスト。単一トレーニングジョブの複数のコ
ンテナがこのディレクトリに書き込む場合、これらのコンテナに no の書き込みがないことを確認する
必要があります。file/directory名前がぶつかる。 SageMakerは tar ファイルに結果を集約し、S3
にアップロードします。 SageMaker は TAR ファイルに結果を集約し、トレーニングジョブの終了時に
S3 にアップロードします。
• /opt/ml/output— アルゴリズムは、最終モデル以外に保存したいアーティファクトをこのディレク
トリに書き込む必要があります。 SageMaker このデータをで指定した S3 の場所に圧縮された tar 形式
の単一オブジェクトとしてコピーします。CreateTrainingJobリクエスト。単一トレーニングジョブ
の複数のコンテナがこのディレクトリに書き込む場合、これらのコンテナに no の書き込みがないこと
を確認する必要があります。file/directory名前がぶつかる。 SageMaker は TAR ファイルに結果
を集約し、トレーニングジョブの終了時に S3 にアップロードします。
• /opt/ml/output/failure-トレーニングに失敗した場合、すべてのアルゴリズムの出力 (ログ
記録など) の完了後に、アルゴリズムは失敗の説明をこのファイルに書き込む必要があります。
でDescribeTrainingJobレスポンス、 SageMaker このファイルの最初の 1024 文字を次のように返
します。FailureReason。

独自の推論コードの使用
アマゾンを使える SageMaker Docker コンテナを操作し、以下のいずれかの方法で独自の推論コードを実
行します。
• 永続エンドポイントで独自の推論コードを使用して一度に 1 つの予測を取得するには、 SageMaker ホ
スティングサービス。
• 独自の推論コードを使用してデータセット全体の予測を取得するには、 SageMaker バッチ変換を使用
します。
トピック
• ホスティングサービスでの独自の推論コードの使用 (p. 2950)
• バッチ変換での独自の推論コードの使用 (p. 2956)

ホスティングサービスでの独自の推論コードの使用
このセクションでは、Amazon の仕組みについて説明します。 SageMaker ホスティングサービス用の独
自の推論コードを実行する Docker コンテナとやり取りします。この情報を使用して、推論コードを書き
込み、Docker イメージを作成します。
トピック
• ハウジング SageMaker 推論イメージを実行します (p. 2951)
• ハウジング SageMaker モデルアーティファクトをロードします (p. 2952)
• コンテナがリクエストを提供する方法 (p. 2952)
• コンテナが推論リクエストに応答する方法 (p. 2952)
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• コンテナがヘルスチェック (Ping) リクエストに応答する方法 (p. 2952)
• リアルタイム推論コンテナにプライベート Docker レジストリを使用する (p. 2953)

ハウジング SageMaker 推論イメージを実行します
コンテナを実行可能ファイルとして実行するように設定するには、Dockerfile で ENTRYPOINT 命令を使用
します。次の点に注意してください。
• モデル推論については、 SageMaker コンテナを次のように実行します。
docker run image serve

SageMaker デフォルトを上書きするCMDコンテナ内のステートメント (以下を指定して)serveイメージ
名の後の引数。serve 引数は、Dockerfile の CMD コマンドで指定した引数よりも優先されます。
• exec 命令の ENTRYPOINT フォームを使用することをお勧めします。
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]

例:
ENTRYPOINT ["python", "k_means_inference.py"]

exec 命令の ENTRYPOINT フォームは、/bin/sh の子としてではなく、直接実行ファイルを開始しま
す。これにより、次のような信号を受信できますSIGTERMそしてSIGKILLからの SageMaker API オペ
レーション。これは必須です。

たとえば、を使用する場合にCreateEndpointエンドポイントを作成するための API SageMakerリク
エストで指定するエンドポイント設定で必要な ML コンピューティングインスタンスの数をプロビジョ
ニングします。 SageMaker Docker コンテナをそれらのインスタンスで実行します。

エンドポイントをバッキングするインスタンスの数を減らすと
(UpdateEndpointWeightsAndCapacitiesAPI)、 SageMaker 終了するインスタンスの Docker コン
テナを停止するコマンドを実行します。コマンドは、SIGTERM シグナルを送信し、30 秒後に SIGKILL
シグナルを送信します。

エンドポイントを更新する場合 (UpdateEndpointAPI)、 SageMaker 別の一連の ML コンピューティン
グインスタンスを起動して、推論コードを含む Docker コンテナを実行します。次に、前の Docker コン
テナを停止するコマンドを実行します。Docker コンテナを停止するために、コマンドは、SIGTERM シ
グナルを送信し、30 秒後に SIGKILL シグナルを送信します。
• SageMaker で指定したコンテナ定義を使用しますCreateModelコンテナの環境変数と DNS ホスト名
を次のように設定するように要求します。
• を使用して環境変数を設定します。ContainerDefinition.Environment string-to-stringマップ。
• ContainerDefinition.ContainerHostname を使用して DNS ホスト名を設定します。
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• モデル推論に GPU デバイスを使用 (CreateEndpointConfig リクエストで GPU ベースの ML コン
ピューティングインスタンスを指定) する予定の場合は、コンテナが nvidia-docker 互換であること
を確認してください。NVIDIA ドライバーをイメージにバンドルしないでください。nvidia-docker
の詳細については、NVIDIA/nvidia-docker を参照してください。

• は使用できませんtiniのエントリポイントとしてのイニシャライザー SageMakerコンテナは混乱する
からtrainそしてserve引数。

ハウジング SageMaker モデルアーティファクトをロードします
あなたの中にCreateModel要求、コンテナ定義にはModelDataUrlパラメータは、モデルアーティファ
クトを保存する S3 の場所を指定します。 SageMaker この情報を使用してモデルアーティファクトをどこ
からコピーするかを決定します。これは、推論コードで使用するために、アーティファクトを /opt/ml/
model ディレクトリにコピーします。
ModelDataUrl は tar.gz ファイルを指す必要があります。それ以外の場合は、 SageMaker ファイルをダ
ウンロードできません。
でモデルをトレーニングした場合 SageMakerでは、モデルアーティファクトは Amazon S3 の単一の圧縮
tar ファイルとして保存されます。モデルを屋外でトレーニングした場合 SageMakerでは、この単一の圧
縮 tar ファイルを作成して S3 の場所に保存する必要があります。 SageMaker コンテナが起動する前に、
この tar ファイルを /opt/ml/model ディレクトリに解凍します。

コンテナがリクエストを提供する方法
コンテナにはポート 8080 の /invocations と /ping に応答するウェブサーバーを実装する必要があり
ます。

コンテナが推論リクエストに応答する方法
推論を取得するため、クライアントアプリケーションは POST リクエストを SageMaker エンドポイント
に送信します。詳細については、『』を参照してください。InvokeEndpointAPI。 SageMaker リクエ
ストをコンテナに渡し、推論結果をコンテナからクライアントに返します。次の点に注意してください。
• SageMaker すべてストリップしますPOSTでサポートされているものを除くヘッ
ダーInvokeEndpoint。 SageMaker 追加のヘッダーを追加する場合があります。推論コンテナはこれ
らの追加ヘッダーを安全に無視できる必要があります。
• 推論リクエストを受信するには、コンテナにポート 8080 でリッスンするウェブサーバーが必要であ
り、POST エンドポイントへの /invocations リクエストを受け入れる必要があります。
• 顧客のモデルコンテナは、250 ミリ秒以内にソケット接続リクエストを受け入れる必要があります。
• 顧客のモデルコンテナは、60 秒以内にリクエストに応答する必要があります。モデル自体は、/
invocations に応答するまで 60 秒の最大処理時間をかけることができます。モデルの処理時間が 50
～ 60 秒かかる場合は、SDK ソケットタイムアウトを 70 秒に設定する必要があります。

コンテナがヘルスチェック (Ping) リクエストに応答する方法
CreateEndpoint および UpdateEndpoint API コールは、 SageMaker で新しい推論コンテナを開始し
ます。コンテナの起動直後、 SageMaker への定期的な GET リクエストの送信を開始します/pingエンド
ポイント。
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コンテナの最も単純な要件は、HTTP 200 のステータスコードと空の本文で応答することです。これによ
り、 SageMaker コンテナが推論リクエストを受け入れる準備ができていること/invocationsエンドポ
イント。
コンテナが起動後 4 分間に 200s で一貫して応答し、ヘルスチェックを通過しない場
合、CreateEndPoint は失敗し、エンドポイントは失敗状態になります。また、UpdateEndpoint でリ
クエストされた更新は完了しません。
コンテナが静的な 200 を返す最小限のバーがありますが、コンテナ開発者はこの機能を使用してより深い
チェックを実行できます。/ping 試行のリクエストのタイムアウトは 2 秒です。

リアルタイム推論コンテナにプライベート Docker レジストリを使用する
アマゾン SageMaker ホスティングでは、Amazon ECR に保存されているイメージを使用して、デフォル
トでリアルタイム推論のためのコンテナを構築できます。オプションで、プライベート Docker レジスト
リ内のイメージからリアルタイム推論用のコンテナを構築できます。プライベートレジストリは、アカウ
ント内の Amazon VPC からアクセスできることが必要です。プライベート Docker レジストリに格納さ
れているイメージに基づいて作成するモデルは、プライベート Docker レジストリがアクセスできる同じ
VPC に接続するように設定する必要があります。モデルの VPC への接続の詳細については、「Amazon
VPC 内のリソースへのアクセス権を SageMaker ホストエンドポイントに付与する (p. 3419)」を参照して
ください。
Docker レジストリは、既知の公開認証機関 (CA) からの TLS 証明書で保護されている必要があります。

Note
プライベート Docker レジストリは、モデルの VPC 設定で指定したセキュリティグループからの
インバウンドトラフィックを許可する必要があります。 SageMaker ホスティングはレジストリか
らモデルイメージを取り出すことができます。
SageMaker モデル画像を取得できます DockerHub VPC 内にオープンインターネットへのパスが
ある場合。
トピック
• Amazon Elastic コンテナレジストリ以外のプライベート Docker レジストリにイメージを保存す
る (p. 2953)
• リアルタイム推論にプライベート Docker レジストリのイメージを使用する (p. 2954)
• 許可 SageMaker プライベート Docker レジストリに認証するには (p. 2955)
• Lambda 関数を作成する (p. 2955)
• 実行ロールに Lambda へのアクセス許可を付与する (p. 2956)
• Lambda のインターフェイス VPC エンドポイントを作成する (p. 2956)

Amazon Elastic コンテナレジストリ以外のプライベート Docker レジストリにイメージを保存す
る
プライベート Docker レジストリを使用してイメージを保存するには SageMaker リアルタイム推論によ
り、Amazon VPC からアクセスできるプライベートレジストリを作成します。Docker レジストリの作
成の詳細については、Docker ドキュメントの「レジストリサーバーをデプロイする」を参照してくださ
い。Docker レジストリは、以下を満たす必要があります。
• レジストリは Docker Registry HTTP API V2 レジストリであることが必要です。
• Docker レジストリは、モデルの作成時に指定する VpcConfig パラメータで指定する同じ VPC からア
クセスできる必要があります。
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リアルタイム推論にプライベート Docker レジストリのイメージを使用する
モデルを作成してデプロイすると SageMaker ホスティングの場合、プライベート Docker レジストリの
イメージを使用して推論コンテナを構築するように指定できます。create_model 関数の呼び出しに渡す
PrimaryContainer パラメータの ImageConfig オブジェクトでこれを指定します。

プライベート Docker レジストリに保存されているイメージを推論コンテナに使用するには
1.

イメージ設定オブジェクトを作成し、RepositoryAccessMode フィールドに Vpc の値を指定しま
す。
image_config = {
}

2.

'RepositoryAccessMode': 'Vpc'

プライベートの Docker レジストリに認証が必要な場合は、RepositoryAuthConfig
オブジェクトを、イメージ設定オブジェクトに追加します。向け
のRepositoryCredentialsProviderArnフィールドのRepositoryAuthConfigオブジェク
ト、Amazon リソースネーム (ARN) を指定するAWS Lambda許可する認証情報を提供する関数
SageMakerプライベートの Docker レジストリへの認証を行います。認証を提供するために Lambda
関数を作成する方法については、「許可 SageMaker プライベート Docker レジストリに認証するに
は (p. 2955)」を参照してください。
image_config = {

'RepositoryAccessMode': 'Vpc',
'RepositoryAuthConfig': {
'RepositoryCredentialsProviderArn':
'arn:aws:lambda:Region:Acct:function:FunctionName'
}
}

3.

前のステップで作成したイメージ設定オブジェクトを使用し、create_model に渡すプライマリコン
テナオブジェクトを作成します。
ダイジェストフォームでイメージを提供します。を使用して画像を提供する場合:latestタグ、と
いうリスクがあります SageMaker 意図したよりも新しいバージョンのイメージをプルします。ダイ
ジェストフォームを使用すると、 SageMaker目的のイメージバージョンをプルします。
primary_container = {
'ContainerHostname': 'ModelContainer',
'Image': 'myteam.myorg.com/docker-local/my-inference-image:<IMAGE-TAG>',
'ImageConfig': image_config
}

4.

create_model に渡すモデル名と実行ロールを指定します。
model_name = 'vpc-model'
execution_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole'

5.

1 つ以上のセキュリティグループとサブネットをモデルの VPC 設定に指定します。プライベート
Docker レジストリは、指定したセキュリティグループからのインバウンドトラフィックを許可する必
要があります。指定するサブネットは、プライベート Docker レジストリと同じ VPC 内にある必要が
あります。
vpc_config = {
'SecurityGroupIds': ['sg-0123456789abcdef0'],
'Subnets': ['subnet-0123456789abcdef0','subnet-0123456789abcdef1']
}
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6.

Boto3 をゲット SageMaker クライアント。
import boto3
sm = boto3.client('sagemaker')

7.

PrimaryContainer および VpcConfig パラメータに前の手順で指定した値を使用して
create_model を呼び出し、モデルを作成します。
try:

resp = sm.create_model(
ModelName=model_name,
PrimaryContainer=primary_container,
ExecutionRoleArn=execution_role_arn,
VpcConfig=vpc_config,
)
except Exception as e:
print(f'error calling CreateModel operation: {e}')
else:
print(resp)

8.

最後に、前のステップで作成したモデルを使用し、create_endpoint_config および create_endpoint を
呼び出してホスティングエンドポイントを作成します。
endpoint_config_name = 'my-endpoint-config'
sm.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
ProductionVariants=[
{
'VariantName': 'MyVariant',
'ModelName': model_name,
'InitialInstanceCount': 1,
'InstanceType': 'ml.t2.medium'
},
],
)
endpoint_name = 'my-endpoint'
sm.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)
sm.describe_endpoint(EndpointName=endpoint_name)

許可 SageMaker プライベート Docker レジストリに認証するには
認証が必要なプライベート Docker レジストリから推論イメージをプルするには、認証情報を提供する
AWS Lambda 関数を作成し、create_model を呼び出すときに Lambda 関数の Amazon リソースネーム
(ARN) を提供します。メトリック SageMaker 走るcreate_modelは、指定した Lambda 関数を呼び出し
て Docker レジストリに認証するための認証情報を取得します。

Lambda 関数を作成する
次の形式のレスポンスを返す AWS Lambda 関数を作成します。
def handler(event, context):
response = {
"Credentials": {"Username": "username", "Password": "password"}
}
return response
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プライベート Docker レジストリの認証の設定方法に応じて、Lambda 関数が返す認証情報は、次のいず
れかを意味する可能性があります。
• 基本認証を使用するようにプライベート Docker レジストリを設定した場合、これはレジストリに対し
て認証するユーザーネームおよびパスワードです。
• ベアラトークン認証を使用するようにプライベート Docker レジストリを設定すると、ユーザーネーム
およびパスワードが認証サーバーに送信され、ベアラトークンが返され、これをプライベートの Docker
レジストリへの認証に使用できます。

実行ロールに Lambda へのアクセス許可を付与する
create_model の呼び出しに使用する実行ロールには、AWS Lambda 関数を呼び出すためのアクセス許
可が必要です。実行ロールのアクセス許可ポリシーに以下を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:*myLambdaFunction*"
]

WHERmyLambdaFunctionは Lambda 関数の名前です。ロールのアクセス許可ポリシーの編集の詳細につ
いては、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「ロールのアクセス許可ポリシーの変更
(コンソール)」を参照してください。

Note
実行ロールはAmazonSageMakerFullAccessアタッチされているマネージドポリシーには、任
意の Lambda 関数を呼び出せるアクセス許可があります。SageMaker名前で。

Lambda のインターフェイス VPC エンドポイントを作成する
Amazon VPC がインターネット経由でトラフィックを送信せずに AWS Lambda 関数と通信できるように
インターフェイスエンドポイントを作成します。詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの
「Lambda のインターフェイス VPC エンドポイントの設定」を参照してください。
SageMaker ホスティングは VPC 経由で次の宛先にリクエストを送信しま
すlambda.region.amazonaws.com、Lambda 関数を呼び出す。インターフェイスエンドポイント
の作成時にプライベート DNS 名を選択すると、Amazon Route 53 は呼び出しを Lambda インター
フェイスエンドポイントにルーティングします。別の DNS プロバイダーを使用する場合は、必ず
lambda.region.amazonaws.com を Lambda インターフェイスエンドポイントに対応付けてくださ
い。

バッチ変換での独自の推論コードの使用
このセクションでは、Amazon の仕組み SageMaker バッチ変換用の独自の推論コードを実行する Docker
コンテナとやり取りします。この情報を使用して、推論コードを書き込み、Docker イメージを作成しま
す。
トピック
• ハウツ SageMaker 推論イメージを実行する (p. 2957)
• ハウツ SageMaker モデルアーティファクトをロードします (p. 2957)
• コンテナがリクエストを提供する方法 (p. 2958)
• コンテナが推論リクエストに応答する方法 (p. 2959)
• コンテナがヘルスチェック (Ping) リクエストに応答する方法 (p. 2959)
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ハウツ SageMaker 推論イメージを実行する
コンテナを実行可能ファイルとして実行するように設定するには、Dockerfile で ENTRYPOINT 命令を使用
します。次の点に注意してください。
• バッチ変換の場合、 SageMaker コンテナを次のように実行します。
docker run image serve

SageMaker デフォルトを上書きするCMDコンテナ内のステートメント (以下を指定して)serveイメージ
名の後の引数。serve 引数は、Dockerfile の CMD コマンドで指定した引数よりも優先されます。

• exec 命令の ENTRYPOINT フォームを使用することをお勧めします。
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]

例:
ENTRYPOINT ["python", "k_means_inference.py"]

• SageMaker で指定された環境変数を設定しますCreateModelそしてCreateTransformJobコンテナ
に。さらに、以下の環境変数が設定されます。
• コンテナがバッチ変換で実行される場合、SAGEMAKER_BATCH は常に true に設定されます。
• SAGEMAKER_MAX_PAYLOAD_IN_MB は、HTTP 経由でコンテナに送信される最大サイズのペイロード
に設定されます。
• SAGEMAKER_BATCH_STRATEGY は、呼び出しを行うごとにコンテナが単一レコードを送信する場合
は SINGLE_RECORD に設定され、コンテナがペイロードに収まるだけのレコードを取得する場合は
MULTI_RECORD に設定されます。
• SAGEMAKER_MAX_CONCURRENT_TRANSFORMS は、同時に開くことができる /invocations リクエ
ストの最大数に設定されます。

Note
最後の 3 つの環境変数は、ユーザーが実行する API コールから取得されます。ユーザーがそ
れらの値を設定していない場合は、値が渡されません。その場合は、デフォルト値または (/
execution-parameters へのレスポンスで) アルゴリズムによって要求された値のどちらか
が使用されます。
• モデル推論に GPU デバイスを使用 (CreateTransformJob リクエストで GPU ベースの ML コン
ピューティングインスタンスを指定) する予定の場合は、コンテナが nvidia-docker 互換であることを確
認してください。NVIDIA ドライバーをイメージにバンドルしないでください。nvidia-docker の詳細に
ついては、NVIDIA/nvidia-docker を参照してください。

• train 引数と serve 引数で混乱が生じるため、 SageMaker コンテナでは、init イニシャライザをエント
リポイントとして使用することはできません。

ハウツ SageMaker モデルアーティファクトをロードします
でCreateModelリクエスト、コンテナ定義にはModelDataUrlAmazon S3 内の、モデルアーティファク
トを保存する場所を指定するパラメータ。使用するバージョン SageMaker 推論を実行するには、この情
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報を使用してモデルアーティファクトをどこからコピーするかを決定します。また、推論コードで使用す
るために、アーティファクトを Docker コンテナの /opt/ml/model ディレクトリにコピーします。
ModelDataUrl パラメータは tar.gz ファイルを指す必要があります。そうしないと、 SageMaker はファ
イルをダウンロードできません。でモデルをトレーニングする場合 SageMakerは、アーティファクトを
Amazon S3 の単一の圧縮 tar ファイルとして保存します。別のフレームワークでモデルをトレーニングす
る場合は、モデルのアーティファクトを圧縮 tar ファイルとして Amazon S3 に保存する必要があります。
SageMaker この tar ファイルを解凍して、/opt/ml/modelバッチ変換ジョブが開始される前のコンテナ
内のディレクトリ。

コンテナがリクエストを提供する方法
コンテナにはポート 8080 の呼び出しと ping リクエストに応答するウェブサーバーを実装する必要があり
ます。バッチ変換の場合、アルゴリズムを設定して、動的ランタイムを SageMaker。 SageMakerは次の
エンドポイントを使用します。
• ping—コンテナの健全性を定期的にチェックするために使用します。 SageMaker HTTP を待
つ200ping リクエスト成功時のステータスコードと空の本文。呼び出しリクエストが送信される際に推
論を生成するには、ping リクエストを使用して、モデルをメモリにロードする場合があります。
• (オプション) execution-parameters - ランタイム時に、アルゴリズムでジョブに最適な調整パラ
メータが渡されるようにします。コンテナで使用できるメモリと CPU に基づき、アルゴリズムによっ
て、ジョブに適切な MaxConcurrentTransforms、BatchStrategy、および MaxPayloadInMB の
値が選択されます。
呼び出しリクエストを呼び出す前に、 SageMaker 実行パラメータリクエストの
呼び出しを試みます。バッチ変換ジョブを作成する場合は、に値を提供できま
す。MaxConcurrentTransforms,BatchStrategy、およびMaxPayloadInMBパラメータ。
SageMaker は、次の優先順位を使用して、これらのパラメータの値を決定します。
1. CreateTransformJob リクエストを作成するときに指定するパラメータ値。
2. モデルコンテナから返される値 SageMaker 実行パラメータエンドポイントが呼び出されます。
3. デフォルトのパラメータ値 (以下のテーブルを参照)。
パラメータ

デフォルト値

MaxConcurrentTransforms

1

BatchStrategy

MULTI_RECORD

MaxPayloadInMB

6

GET execution-parameters リクエストのレスポンス
は、MaxConcurrentTransforms、BatchStrategy、および MaxPayloadInMB パラメータのキーを持
つ JSON オブジェクトです。有効なレスポンスの例を以下に示します。
{
“MaxConcurrentTransforms”: 8,
“BatchStrategy": "MULTI_RECORD",
"MaxPayloadInMB": 6
}
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コンテナが推論リクエストに応答する方法
推論を得るには、Amazon SageMaker 推論コンテナに POST リクエストを送信します。POST リクエスト
ボディには Amazon S3 からのデータが含まれています。アマゾン SageMaker リクエストをコンテナに渡
し、コンテナから推論結果を返し、レスポンスのデータを Amazon S3 に保存します。
推論リクエストを受信するには、コンテナにポート 8080 でリッスンするウェブサーバーが必要であり、/
invocations エンドポイントへの POST リクエストを受け入れる必要があります。推論リクエストのタ
イムアウトと最大リトライ数は、次のように設定できます。ModelClientConfig。

コンテナがヘルスチェック (Ping) リクエストに応答する方法
コンテナの最も単純な要件は、HTTP 200 のステータスコードと空の本文で応答することです。これは
SageMaker コンテナが推論リクエストを受け入れる準備ができていること/invocationsエンドポイン
ト。
コンテナが静的な 200 を返す最小限のバーがありますが、コンテナ開発者はこの機能を使用してより深い
チェックを実行できます。/ping 試行のリクエストのタイムアウトは 2 秒です。

サンプルノートブック: 独自のアルゴリズムまたは
モデルを使用
次の Jupyter ノートブックは、独自のアルゴリズムまたはトレーニング済みモデルを使用する方法を示
しています。 SageMaker ノートブックインスタンス。へのリンクについて GitHub 用のビルド済みの
Dockerfiles を含むリポジトリ TensorFlow、MXNet、チェイナー、 PyTorch フレームワークと使用方法
AWS SDK for Python (Boto3)独自のトレーニングアルゴリズムを実行するための推定器 SageMaker 学
習者と自分のモデルを SageMaker ホスティング、見るビルド済み SageMaker Docker イメージ (深層学
習) (p. 2912)

設定
1.

の作成 SageMaker ノートブックインスタンス。Jupyter ノートブックインスタンスを作成し、こ
れにアクセスする手順については、「Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを使用す
る (p. 192)」を参照してください。

2.

作成したノートブックインスタンスを開きます。

3.

選択してくださいSageMaker例タブですべてのリストを表示 SageMaker サンプルノートブック

4.

からサンプルノートブックを開きます高度な機能ノートブックインスタンスのセクションまたは
GitHub 提供されたリンクを使用してください。ノートブックを開くには、その [使用] タブを選び、次
に [コピーを作成] を選択します。

Scikit-Learn でトレーニングされたホストモデル
Scikit-learn でトレーニングされたモデルをホストする方法については SageMaker これらをファースト
パーティの k-means および XGBoost コンテナに注入して、次のサンプルノートブックを参照してくださ
い。
• kmeans_bring_your_own_model
• xgboost_bring_your_own_model
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Package TensorFlow およびScikit-learn モデルと Scilearn モデルと SageMaker
で開発したアルゴリズムをパッケージ化する方法を学ぶには TensorFlow とscikit-learnフレームワーク
でトレーニングと展開を SageMaker 環境については、次のノートブックを参照してください。これら
は、Dockerfile を使用して独自の Docker コンテナを構築、登録、デプロイする方法を示しています。
• tensorflow_bring_your_own
• scikit_bring_your_own

でニューラルネットワークのトレーニングとデプロイ
を行う SageMaker
MXNet を使用してニューラルネットワークをローカルに学習させる方法を学ぶには TensorFlow、トレー
ニング済みのモデルからエンドポイントを作成してデプロイします SageMaker、次のノートブックを参照
してください。MXNet モデルは MNIST データセットから手書きの数字を認識するようトレーニングされ
ています。- TensorFlow モデルは虹彩を分類するように訓練されています。
• mxnet_mnist_byom
• tensorflow_iris_byom

パイプモードを使用してトレーニングする
Dockerfile を使用して、train.py scriptパイプモードを使用してアルゴリズムをカスタムトレーニン
グします。次のノートブックを参照してください。パイプモードでは、入力データは、トレーニング中に
アルゴリズムに転送されます。これにより、ファイルモードを使用する場合と比較してトレーニング時間
を減らすことができます。
• pipe_bring_your_own

独自の R モデルを取り込む
R コンテナを使用し、ノートブックにインストールされている R カーネルを使用してモデルをトレーニ
ングおよびホストする方法については、次のノートブックを参照してください。AWS SDK for Python
(Boto3) を活用するため、ノートブック内で Python を使用します。コマンドライン引数を呼び出して、R
で同じ結果を達成できます。
• r_bring_your_own

構築済みのものを拡張する PyTorch コンテナイメージ
構築済みのものを拡張する方法については SageMaker PyTorch コンテナイメージ構築済みの Docker イ
メージではサポートされていない、アルゴリズムやモデルに対する追加の機能要件に対応していない追加
の機能要件がある場合は、次のノートブックを参照してください。
• pytorch_extending_our_containers
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カスタムコンテナでトレーニングジョブのトレーニン
グとデバッグを行う
を使用してトレーニングジョブのトレーニングおよびデバッグを行う方法については SageMaker デ
バッガー、次のノートブックを参照してください。この例で提供されるトレーニングスクリプトでは、
TensorFlow keras ResNet 50モデルとCIFAR10データセット。Docker カスタムコンテナは、このトレー
ニングスクリプトを使用して構築され、Amazon ECR にプッシュされます。トレーニングジョブの実行
中、Debugger はテンソル出力を収集し、デバッグの問題を特定します。smdebug クライアントライブラ
リツールでは、トレーニングジョブとデバッグ情報を呼び出し、トレーニングとデバッガーのルールのス
テータスを確認し、Amazon S3 バケットに保存されたテンソルを取得してトレーニングの問題を分析する
smdebug トライアルオブジェクトを設定できます。
• build_your_own_container_with_debugger

Docker コンテナのトラブルシューティング
以下は、Docker コンテナを使うときに発生する可能性がある一般的な問題です。 SageMaker。各問題の
後に、問題の解決策が説明されています。
• エラー: SageMaker Docker デーモンを失いました。
このエラーを修正するには、次のコマンドを使用して Docker を再起動します。
sudo service docker restart

• エラー: -/tmpDocker コンテナディレクトリで容量不足が発生しました。
Docker コンテナは / および /tmp のパーティションを使用してコードを保存します。ローカルモー
ドで大きなコードモジュールを使用すると、これらのパーティションはすぐにいっぱいになります。SageMakerPython SDK では、この問題を回避するために、ローカルモードのルートディレクトリ用の
カスタム一時ディレクトリを指定できます。
EBS ボリュームストレージでカスタム一時ディレクトリを指定するには、次のパス ~/.sagemaker/
config.yaml にファイルを作成し、次の設定を追加します。container_root として指定するディレ
クトリは既存であることが必要です。- SageMakerPython SDK が作成することはありません。
local:
container_root: /home/ec2-user/SageMaker/temp

この設定では、ローカルモードが使用するのは /temp ディレクトリで、デフォルトの /tmp ディレクト
リではありません。
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SageMaker ワークフロー
Amazon SageMaker Studio と Amazon SageMaker Python SDK を使用すると、Amazon SageMaker のト
レーニングと推論のワークフローを管理できます。用意されているツールを使うと、SageMaker プロセス
を簡素化し、プロセスを既存のプロジェクトに統合できます。
次のワークフローテクノロジーがサポートされています。
• Amazon SageMaker Model Building Pipelines (p. 2962): エンドツーエンドの ML パイプラインを構築お
よび管理するための SageMaker のツール。
• Airflow ワークフロー: Airflow ワークフローを作成および管理するための設定をエクスポートする
SageMaker API。
• Kubernetes のオーケストレーション (p. 3084): Kubernetes クラスターの SageMaker カスタムオペレー
ター、および Kubeflow パイプラインのカスタムコンポーネント。
• AWS Step Functions: SageMaker インフラストラクチャをオーケストレートする、複数ステップの機
械学習ワークフローを Python で作成します。リソースを個別にプロビジョニングする必要はありませ
ん。
SageMaker トレーニングと推論の管理の詳細については、「Amazon SageMaker Python SDK ワークフ
ロー」を参照してください。
トピック
• Amazon SageMaker Model Building Pipelines (p. 2962)
• SageMaker プロジェクトで MLOps を自動化する (p. 3036)
• Amazon SageMaker ML 系統追跡 (p. 3065)
• Kubernetes のオーケストレーション (p. 3084)
• Amazon SageMaker ワークフローに関するよくある質問 (p. 3143)

Amazon SageMaker Model Building Pipelines
Amazon SageMaker Model Building Pipelines は、SageMaker の直接統合を利用した機械学習パイプライ
ンを構築するためのツールです。このような統合があると、ステップの作成と管理の大部分を処理する
ツールを使用して、パイプラインを作成し、オーケストレーション用の SageMaker プロジェクトを設定
できます。SageMaker Pipelines には、その他の AWS ワークフローサービスに対して次のようなメリット
があります。
SageMaker 統合
SageMaker Pipelines は SageMaker と直接統合されるため、他の AWS のサービスとのやり取りが不要に
なります。さらに、SageMaker Pipelines はフルマネージドサービスであり、ユーザーの代わりにリソー
スを作成して管理するため、リソースを管理する必要もなくなります。
SageMaker Python SDK 統合
SageMaker Pipelines は SageMaker Python SDK と統合されるため、慣れ親しんだ高レベルの Python イ
ンターフェイスを使用し、プログラムでパイプラインを作成できます。SageMaker Python SDK ドキュメ
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ントについては、「Pipelines」を参照してください。SageMaker Python SDK のコード例については、
「Amazon SageMaker モデル構築パイプライン」を参照してください。
SageMaker Studio 統合
SageMaker Studio は、エンドツーエンドの SageMaker Pipelines 操作を管理するための環境を提供し
ます。Studio を使用すると、ワークフロー管理全体で AWS コンソールを使用する必要がなくなりま
す。SageMaker Studio から SageMaker Pipelines を管理する方法については、「SageMaker Studio で
SageMaker パイプラインを表示、追跡、実行する (p. 3021)」を参照してください。
データ系統の追跡
SageMaker Pipelines を使用すると、パイプラインの実行中のデータの履歴を追跡できます。Amazon
SageMaker ML の系統追跡では、データの送信元、入力として使用された場所、生成された出力を分
析できます。例えば、個々のデータセットから作成されたモデルを表示したり、個々のモデルの作成
に使用されたデータセットを表示したりできます。詳細については、「Amazon SageMaker ML 系統追
跡 (p. 3065)」を参照してください。
ステップの再利用
SageMaker Pipelines では、ステップを指定してキャッシュしておくことができます。ステップがキャッ
シュされると、ステップにインデックスが付けられ、後で同じステップを再度実行するときに再利用でき
ます。その結果、ステップを再度実行しなくても、同じパイプラインの同じステップで以前に実行された
ステップの出力を再利用できます。ステップのキャッシュの詳細については、「パイプラインのステップ
をキャッシュする (p. 2989)」を参照してください。
トピック
• SageMaker Pipelines の概要 (p. 2963)
• SageMaker パイプラインを作成して管理する (p. 3005)

SageMaker Pipelines の概要
Amazon SageMaker Model Building Pipelines パイプラインは、JSON パイプライン定義で定義される相互
接続された一連のステップです。このパイプライン定義は、Directed Acyclic Graph (DAG) を使用してパイ
プラインをエンコードします。この DAG は、パイプラインの各ステップの要件と関係に関する情報を提
供します。パイプラインの DAG の構造は、ステップ間のデータの依存関係によって決まります。これら
のデータ依存関係は、ステップの出力のプロパティが別のステップに入力として渡される際に作成されま
す。次の図は、パイプライン DAG の例です。
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以下のトピックでは、SageMaker Pipelines の基本的な概念について説明します。これらの概念の実装を
解説したチュートリアルについては、「SageMaker パイプラインを作成して管理する (p. 3005)」を参照
してください。
トピック
• パイプラインの構造と実行 (p. 2965)
• IAM アクセス管理 (p. 2965)
• SageMaker パイプラインのクロスアカウントSupport (p. 2967)
• パイプラインのパラメータ (p. 2969)
• パイプラインのステップ (p. 2970)
• プロパティファイルと JsonGet (p. 2989)
• パイプラインのステップをキャッシュする (p. 2989)
• パイプラインのステップの再試行ポリシー (p. 2991)
• Amazon SageMaker Model Building Pipelines の ClarifyCheck と QualityCheck のステップを使用した
ベースライン計算、ドリフト検出、ライフサイクル (p. 2993)
• Amazon EventBridge との統合 (p. 2998)
• Amazon SageMaker Experiments の統合 (p. 3000)
• ローカルMo (p. 3003)
• Amazon SageMaker Model Building Pipelines をトラブルシューティングする (p. 3004)
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パイプラインの構造と実行
トピック
• パイプラインの構造 (p. 2965)
• 並列処理設定を使用したパイプラインの実行 (p. 2965)

パイプラインの構造
Amazon SageMaker Model Building Pipelines インスタンスは、name、parameters、steps で構成さ
れています。パイプライン名は、(account, region) ペア内で一意である必要があります。ステップ
定義で使用されるすべてのパラメータは、パイプラインで定義する必要があります。リストされているパ
イプラインステップは、相互のデータ依存関係によって実行順序が自動的に決定されます。SageMaker
Pipelines サービスは、データ依存関係 DAG 内のステップ間の関係を解決して、実行を完了する一連のス
テップを作成します。以下は、パイプライン構造の例です。
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline
pipeline_name = f"AbalonePipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[
processing_instance_type,
processing_instance_count,
training_instance_type,
model_approval_status,
input_data,
batch_data,
],
steps=[step_process, step_train, step_eval, step_cond],
)

並列処理設定を使用したパイプラインの実行
デフォルトでは、パイプラインは、並列で実行できるすべてのステップを実行します。この動作は、
パイプラインを作成または更新するとき、およびパイプラインの実行を開始または再試行するときに
ParallelismConfiguration プロパティを使用して制御できます。
並列処理の設定は、実行ごとに適用されます。例えば、2 つの実行を開始して、それぞれが最大 50 ステッ
プを同時に実行できる場合は、合計 100 ステップが同時に実行されます。また、実行の開始時、再試行
時、または更新時に指定した ParallelismConfiguration は、パイプラインで定義した並列処理設定
よりも優先されます。

Example ParallelismConfiguration でパイプラインの実行を作成する
pipeline = Pipeline(
name="myPipeline",
steps=[step_process, step_train]
)
pipeline.create(role, parallelism_config={"MaxParallelExecutionSteps": 50})

IAM アクセス管理
以下のセクションでは、Amazon SageMaker Model Building Pipelines の AWS Identity and Access
Management (IAM) 要件について説明します。これらのアクセス許可の実装例については、「前提条
件 (p. 3007)」を参照してください。

2965

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
パイプラインの概要

トピック
• パイプラインロールのアクセス許可 (p. 2966)
• パイプラインステップのアクセス許可 (p. 2966)
• Pipelines を使用したサービスコントロールポリシー (p. 2966)

パイプラインロールのアクセス許可
パイプラインには、パイプラインの作成時に SageMaker Pipelines に渡される IAM パイプラインの実行
ロールが必要です。パイプラインを作成する SageMaker インスタンスのロールには、ロールを渡すため
のパイプラインの実行ロールの iam:PassRole アクセス許可が必要です。IAM ロールの詳細について
は、「IAM ロール」を参照してください。
パイプラインの実行ロールには、次のアクセス許可が必要です。
• パイプライン内の SageMaker ジョブにロールを渡すための、渡されるロールの iam:PassRole アクセ
ス許可。
• パイプライン内の各ジョブタイプに対する Create と Describe のアクセス許可。
• JsonGet 関数を使用するための Amazon S3 アクセス許可。Amazon S3 リソースへのアクセスは、リ
ソースベースのポリシーとアイデンティティベースのポリシーを使用して制御します。リソースベース
のポリシーが Amazon S3 バケットに適用され、SageMaker Pipelines にバケットへのアクセス権が付与
されます。アイデンティティベースのポリシーは、アカウントから Amazon S3 呼び出しを行う機能を
パイプラインに提供します。リソースベースのポリシーとアイデンティティベースのポリシーの詳細に
ついては、「アイデンティティベースのポリシーとリソースベースのポリシー」を参照してください。
{

}

"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*",
"Effect": "Allow"

パイプラインステップのアクセス許可
SageMaker Pipelines には、SageMaker ジョブを実行するステップが用意されています。パイプライン
ステップでこれらのジョブを実行するには、必要なリソースへのアクセスを提供する IAM ロールがアカ
ウントに必要です。このロールは、パイプラインによって SageMaker サービスプリンシパルに渡されま
す。IAM ロールの詳細については、「IAM ロール」を参照してください。
デフォルトでは、各ステップがパイプラインの実行ロールを取得します。必要に応じて、パイプラインの
任意のステップに別のロールを渡すこともできます。こうすることで、パイプライン定義で指定される 2
つのステップ間に直接的な関係がない限り、各ステップのコードは他のステップで使用されるリソースに
影響を与えないようになります。これらのロールは、ステップのプロセッサや推定器を定義するときに渡
します。定義にロールを含める方法例については、「SageMaker Python SDK ドキュメント」を参照して
ください。

Pipelines を使用したサービスコントロールポリシー
サービスコントロールポリシー (SCP) は、組織のアクセス許可の管理に使用できる組織ポリシーの一
種です。SCP では、組織のすべてのアカウントで使用可能な最大アクセス許可を一元的に制御できま
す。SageMaker Pipelines を組織内で使用すると、AWS コンソールを操作することなく、データサイエン
ティストがパイプラインの実行を管理できるようになります。
Amazon S3 へのアクセスを制限する SCP で VPC を使用する場合、他の Amazon S3 リソースへのアクセ
スをパイプラインに許可するための手順を実行する必要があります。
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VPC 外の Amazon S3 に SageMaker Pipelines が JsonGet 関数を使用してアクセスできるようにするに
は、SageMaker Pipelines を使用するロールが Amazon S3 にアクセスできるように組織の SCP を更新
します。これを行うには、プリンシパルタグと条件キーを使用し、パイプラインの実行ロールを介して
SageMaker Pipelines エグゼキュターが使用するロールの例外を作成します。

VPC 外の Amazon S3 に SageMaker Pipelines がアクセスできるようにするには
1.

「IAM ユーザーとロールのタグ付け」の手順に従って、パイプラインの実行ロールに固有のタグを作
成します。

2.

作成したタグの Aws:PrincipalTag IAM 条件キーを使用して、SCP で例外を付与します。詳細に
ついては、「サービスコントロールポリシーの作成、更新、削除」を参照してください。

SageMaker パイプラインのクロスアカウントSupport
Amazon SageMaker Model Building Pipelines のクロスアカウントサポートを使用すると、AWSパイプラ
インエンティティを複数のアカウントで共有したり、API を直接呼び出して共有パイプラインにアクセス
したりできます。

クロスアカウントパイプライン共有のセットアップ
SageMaker AWSはResource Access Manager (AWSRAM) を使用して、アカウント間でパイプラインエン
ティティを安全に共有できるようにします。

リソース共有を作成する
1.

AWS RAMコンソールから [リソース共有の作成] を選択します。

2.

リソース共有の詳細を指定するときは、SageMaker Pipelines リソースタイプを選択し、共有するパ
イプラインを 1 つ以上選択します。パイプラインを他のアカウントと共有すると、その実行もすべて
暗黙的に共有されます。

3.

アクセス許可をリソース共有に関連付けます。デフォルトの読み取り専用アクセス権限ポリシーま
たは拡張パイプライン実行権限ポリシーのいずれかを選択します。詳細については、「SageMaker
Pipelines リソースのアクセス許可ポリシー (p. 2968)」を参照してください。

Note
拡張パイプライン実行ポリシーを選択した場合、共有アカウントから呼び出されるすべての
開始、停止、再試行コマンドは、AWSパイプラインを共有していたアカウントのリソースを
使用することに注意してください。
4.

AWSアカウント ID を使用して、共有リソースへのアクセスを可能にするアカウントを指定します。

5.

リソース共有の設定を確認し、[リソース共有の作成] を選択します。リソースとプリンシパルの関連
付けが完了するまでに数分かかることがあります。

詳細については、『Resource Access Manager ユーザーガイド』の「AWSAWSリソースの共有」を参照
してください。

リソース共有への招待への返信を受け取る
リソース共有とプリンシパルアソシエーションが設定されると、AWS指定されたアカウントは、リソース
共有に参加するための招待状を受け取ります。共有リソースにアクセスするには、共有アカウントが招待
を受理する必要があります。
AWS RAM のリソース共有招待を受理する方法については、AWS Resource Access Manager ユーザーガ
イドの「共有 AWS リソースを使用する」を参照してください。
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SageMaker Pipelines リソースのアクセス許可ポリシー
リソース共有を作成するときは、サポートされている 2 つの権限ポリシーから 1 つを選択して SageMaker
パイプラインリソースタイプに関連付けます。どちらのポリシーも、選択したパイプラインとそのすべて
の実行へのアクセスを許可します。

読み取り専用のアクセス許可
次のポリシーでは、AWSRAMDefaultPermissionSageMakerPipeline E メール API への読み取り専用
アクセスが許可されています。
"sagemaker:DescribePipeline"
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution"
"sagemaker:DescribePipelineExecution"
"sagemaker:ListPipelineExecutions"
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps"
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
"sagemaker:Search"

パイプライン実行アクセス許可の拡張
AWSRAMPermissionSageMakerPipelineAllowExecutionこのポリシーには、デフォルトポリシーの
すべての読み取り専用権限が含まれており、共有アカウントがパイプラインの実行を開始、停止、再試行
することもできます。

Note
拡張パイプライン実行許可ポリシーを使用するときは、AWSリソースの使用量に注意してくださ
い。このポリシーにより、共有アカウントはパイプラインの実行を開始、停止、および再試行で
きます。共有パイプラインの実行に使用されるすべてのリソースは、所有者アカウントによって
消費されます。
拡張パイプライン実行アクセス許可ポリシーでは、以下のアクションが許可されます。
"sagemaker:DescribePipeline"
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution"
"sagemaker:DescribePipelineExecution"
"sagemaker:ListPipelineExecutions"
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps"
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
"sagemaker:StartPipelineExecution"
"sagemaker:StopPipelineExecution"
"sagemaker:RetryPipelineExecution"
"sagemaker:Search"

直接 API 呼び出しによる共有パイプラインエンティティへのアクセス
クロスアカウントのパイプライン共有を設定すると、パイプライン ARN を使用して以下の SageMaker
API アクションを呼び出すことによって、以下の SageMaker API アクションを呼び出すことによって、

Note
API コマンドは、リソース共有に関連付けられている権限に含まれている場合にのみ呼び出すこ
とができます。AWSRAMPermissionSageMakerPipelineAllowExecutionポリシーを選択し
た場合、開始、停止、再試行コマンドは、AWSパイプラインを共有しているアカウントのリソー
スを使用します。
• DescribePipeline
• 実行用のパイプライン定義を記述してください
• パイプラインの実行について説明してください
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• ListPipelineExecutions
• パイプラインの実行手順を一覧表示
• 実行用のパイプラインパラメータを一覧表示
• StartPipelineExecution
• StopPipelineExecution
• パイプラインの実行を再試行

パイプラインのパラメータ
パラメータを使用すると、パイプライン定義に変数を導入できます。定義したパラメータは、パイプライ
ン定義全体で参照できます。パラメータはデフォルト値を持ちますが、パイプラインの実行の開始時にパ
ラメータ値を指定することによってオーバーライドできます。デフォルト値は、パラメータタイプに一致
するインスタンスでなければなりません。ステップ定義で使用されるすべてのパラメータは、パイプライ
ン定義で定義する必要があります。Amazon SageMaker Model Building Pipelines では、以下のパラメータ
タイプをサポートしています。
• ParameterString — 文字列パラメータを表します。
• ParameterInteger — 整数パラメータを表します。
• ParameterFloat — float パラメータを表します。
• ParameterBoolean — Python ブール型を表します。
パラメータは、次の形式になります。
<parameter> = <parameter_type>(
name="<parameter_name>",
default_value=<default_value>
)

パラメータの実装例は次のとおりです。
from sagemaker.workflow.parameters import (
ParameterInteger,
ParameterString,
ParameterFloat,
ParameterBoolean
)
processing_instance_count = ParameterInteger(
name="ProcessingInstanceCount",
default_value=1
)

パラメータは、次の例に示すようにパイプラインの作成時に渡します。
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[
processing_instance_count
],
steps=[step_process]
)

次の例に示すように、デフォルト値とは異なるパラメータ値をパイプラインの実行に渡すこともできま
す。
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execution = pipeline.start(
parameters=dict(
ProcessingInstanceType="ml.c5.xlarge",
ModelApprovalStatus="Approved"
)
)

パラメータは、 sagemaker.workflow.functions.Join などの SageMaker Python SDK 関数を使用
して操作できます。パラメータの詳細については、「SageMaker パイプラインのパラメータ」を参照して
ください。
SageMaker パイプラインパラメータの既知の制限については、Amazon SageMaker Python SDK の「制限
事項-パラメータ化」を参照してください。

パイプラインのステップ
SageMaker Pipelines は、複数のステップで構成されています。これらのステップでは、プロパティを使
用して、パイプラインが実行するアクションとステップ間の関係を定義します。
トピック
• ステップタイプ (p. 2970)
• ステップのプロパティ (p. 2986)
• ステップの並列処理 (p. 2987)
• ステップ間のデータ依存関係 (p. 2987)
• ステップ間のカスタム依存関係 (p. 2987)
• ステップでカスタムイメージを使用する (p. 2988)

ステップタイプ
次に、各ステップタイプの要件について説明し、ステップの実装例を紹介します。これらは、必要な
リソースと入力を提供しないため、動作可能な実装ではありません。これらのステップの実装に関する
チュートリアルについては、「SageMaker パイプラインを作成して管理する (p. 3005)」を参照してくだ
さい。
Amazon SageMaker Model Building Pipelines では、次のステップタイプをサポートしています。
• Processing (p. 2971)
• トレーニング (p. 2972)
• チューニング (p. 2972)
• Model (p. 2973)
• CreateModel (p. 2975)
• RegisterModel (p. 2975)
• 変換 (p. 2977)
• 条件 (p. 2977)
• Callback (p. 2978)
• Lambda (p. 2979)
• ClarifyCheck (p. 2981)
• QualityCheck (p. 2983)
• EMR (p. 2985)
• 失敗 (p. 2986)
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処理ステップ
処理ステップを使用すると、データ処理のための処理ジョブを作成できます。ジョブの処理の詳細につい
ては、「データを処理して、モデルを評価する」を参照してください。
処理ステップには、プロセッサ、処理コードを定義する Python スクリプト、処理の出力、ジョブ引数が
必要です。以下の例は、ProcessingStep 定義の作成方法を示しています。
from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor
sklearn_processor = SKLearnProcessor(framework_version='1.0-1',
role=<role>,
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1)

from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep
inputs = [
ProcessingInput(source=<input_data>, destination="/opt/ml/processing/input"),
]
outputs = [
ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"),
ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/validation"),
ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
]
step_process = ProcessingStep(
name="AbaloneProcess",
step_args = sklearn_processor.run(inputs=inputs, outputs=outputs,
code="abalone/preprocessing.py")
)

ランタイムパラメータを渡す
次の例は、PySpark プロセッサから ProcessingStep にランタイムパラメータを渡す方法を示していま
す。
from
from
from
from

sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
sagemaker.spark.processing import PySparkProcessor
sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep

pipeline_session = PipelineSession()
pyspark_processor = PySparkProcessor(
framework_version='2.4',
role=<role>,
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,
sagemaker_session=pipeline_session,
)
step_args = pyspark_processor.run(
inputs=[ProcessingInput(source=<input_data>, destination="/opt/ml/processing/input"),],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"),
ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/validation"),
ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
],
code="preprocess.py",
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)

arguments=None,

step_process = ProcessingStep(
name="AbaloneProcess",
step_args=step_args,
)

処理ステップの要件の詳細については、「sagemaker.workflow.steps.ProcessingStep」のドキュメントを
参照してください。詳細な例については、「Amazon SageMaker Pipelines を使用してモデルをトレーニ
ングおよび評価するためのオーケストレーションジョブのサンプル」の「特徴量エンジニアリングの処理
ステップの定義」を参照してください。

トレーニングステップ
トレーニングステップを使用すると、モデルをトレーニングするためのトレーニングジョブを作成できま
す。トレーニングジョブの詳細については、「Amazon SageMaker でモデルをトレーニングする」を参照
してください。
トレーニングステップには、推定器と、トレーニングおよび検証データの入力が必要です。以下の例
は、TrainingStep 定義の作成方法を示しています。トレーニングステップの要件の詳細については、
「sagemaker.workflow.steps.TrainingStep 」のドキュメントを参照してください。
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TrainingStep
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
pipeline_session = PipelineSession()
xgb_estimator = XGBoost(..., sagemaker_session=pipeline_session)
step_args = xgb_estimator.fit(
inputs={
"train": TrainingInput(
s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"train"
].S3Output.S3Uri,
content_type="text/csv"
),
"validation": TrainingInput(
s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"validation"
].S3Output.S3Uri,
content_type="text/csv"
)
}
)
step_train = TrainingStep(
name="TrainAbaloneModel",
step_args=step_args,
)

チューニングステップ
チューニングステップを使用すると、ハイパーパラメータチューニングジョブを作成できます。このジョ
ブは、ハイパーパラメータの最適化 (HPO) とも呼ばれます。ハイパーパラメータチューニングジョブは、
それぞれがモデルバージョンを生成する、複数のトレーニングジョブを実行します。ハイパーパラメータ

2972

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
パイプラインの概要

のチューニングについては、「を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)」を
参照してください。
チューニングジョブは、パイプラインの SageMaker 実験に関連付けられ、トレーニングジョブがトライ
アルとして作成されます。詳細については、「Experiments の統合 (p. 3000)」を参照してください。
チューニングステップには、HyperparameterTuner とトレーニングの入力が必要で
す。HyperparameterTuner の warm_start_config パラメータを指定すると、以前のチューニング
ジョブを再トレーニングできます。ハイパーパラメータのチューニングとウォームスタートの詳細につい
ては、「ウォームスタートのハイパーパラメータ調整ジョブを実行する (p. 2326)」を参照してください。
sagemaker.workflow.steps.TuningStep クラスの get_top_model_s3_uri メソッドを使用すると、パフォー
マンスに優れたモデルバージョンのいずれかからモデルアーティファクトを取得できます。SageMaker
パイプラインでのチューニングステップの使用方法を解説したノートブックについては、「sagemakerpipelines-tuning-step.ipynb」を参照してください。

Important
チューニングステップは、Amazon SageMaker Python SDK v2.48.0 と Amazon SageMaker
Studio v3.8.0 で導入されました。チューニングステップを使用する前には Studio を更新する必要
があります。更新しないと、パイプライン DAG が表示されません。Studio の更新方法について
は、「シャットダウンして更新する SageMaker スタジオ (p. 158)」を参照してください。
以下の例は、TuningStep 定義の作成方法を示しています。
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.tuner import HyperparameterTuner
from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TuningStep
tuner = HyperparameterTuner(..., sagemaker_session=PipelineSession())
step_tuning = TuningStep(
name = "HPTuning",
step_args = tuner.fit(inputs=TrainingInput(s3_data="s3://my-bucket/my-data"))
)

最適なモデルバージョンを取得する
以下の例は、get_top_model_s3_uri メソッドを使用して、チューニングジョブから最適なモデル
バージョンを取得する方法を示しています。最大でパフォーマンス上位 50 件のバージョンが利用で
き、HyperParameterTuningJobObjective に従ってランク付けされています。top_k 引数はバージョンの
インデックスです。top_k=0 がパフォーマンスが最も高いバージョン、top_k=49 がパフォーマンスが最
も低いバージョンになります。
best_model = Model(
image_uri=image_uri,
model_data=step_tuning.get_top_model_s3_uri(
top_k=0,
s3_bucket=sagemaker_session.default_bucket()
),
...
)

チューニングステップの要件の詳細については、「sagemaker.workflow.steps.TuningStep」のドキュメン
トを参照してください。

モデルステップ
aModelStep を使用して SageMaker モデルを作成または登録します。ModelStep ステップの要件の詳細
については、「sagemaker.workflow.steps.CreateModelStep」のドキュメントを参照してください。
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モデルの作成
SageMaker モデルを作成するには、ModelStep ステップを使用します。モデル作成ステップには、モデ
ルアーティファクトと、モデルの作成に使用する必要がある SageMaker インスタンスタイプに関する情
報が必要です。SageMaker モデルの詳細については、「Amazon SageMaker でモデルをトレーニングす
る」を参照してください。
以下の例は、ModelStep 定義の作成方法を示しています。
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.model import Model
from sagemaker.workflow.model_step import ModelStep
step_train = TrainingStep(...)
model = Model(
image_uri=pytorch_estimator.training_image_uri(),
model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
sagemaker_session=PipelineSession(),
role=role,
)
step_model_create = ModelStep(
name="MyModelCreationStep",
step_args=model.create(instance_type="ml.m5.xlarge"),
)

モデルの登録
aModelStep を使用して、sagemaker.model.Modelまたは
asagemaker.pipeline.PipelineModel を Amazon SageMaker モデルレジストリに登録できま
す。PipelineModel は推論パイプラインを表します。これは、推論要求を処理する連続したコンテナで
構成されるモデルです。モデルの登録方法の詳細については、「モデルレジストリを使用したモデルの登
録とデプロイ (p. 2740)」を参照してください。
次の例は、PipelineModel を登録する ModelStep ステップの作成方法を示しています。
import time
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.sklearn import SKLearnModel
from sagemaker.xgboost import XGBoostModel
pipeline_session = PipelineSession()
code_location = 's3://{0}/{1}/code'.format(bucket_name, prefix)
sklearn_model = SKLearnModel(
model_data=processing_step.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs['model'].S3Output.S3Uri,
entry_point='inference.py',
source_dir='sklearn_source_dir/',
code_location=code_location,
framework_version='1.0-1',
role=role,
sagemaker_session=pipeline_session,
py_version='py3'

)

xgboost_model = XGBoostModel(
model_data=training_step.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
entry_point='inference.py',
source_dir='xgboost_source_dir/',
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)

code_location=code_location,
framework_version='0.90-2',
py_version='py3',
sagemaker_session=pipeline_session,
role=role

from sagemaker.workflow.model_step import ModelStep
from sagemaker import PipelineModel
pipeline_model = PipelineModel(
models=[sklearn_model, xgboost_model],
role=role,sagemaker_session=pipeline_session,
)
register_model_step_args = pipeline_model.register(
content_types=["application/json"],
response_types=["application/json"],
inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
model_package_group_name='sipgroup',
)
step_model_registration = ModelStep(
name="AbaloneRegisterModel",
step_args=register_model_step_args,
)

CreateModel ステップ
Important
SageMaker Python SDK の v2.90.0 の時点で、モデルステップ (p. 2973)を使用してモデルを作成
することをお勧めします。 CreateModelStepSageMaker Python SDK の以前のバージョンでも
引き続き動作しますが、現在は積極的にサポートされていません。
SageMaker モデルを作成するには、CreateModel ステップを使用します。SageMaker モデルの詳細に
ついては、「Amazon SageMaker でモデルをトレーニングする」を参照してください。
モデル作成ステップには、モデルアーティファクトと、モデルの作成に使用する必要がある
SageMaker インスタンスタイプに関する情報が必要です。以下の例は、CreateModel ス
テップの定義の作成方法を示しています。CreateModel ステップの要件の詳細については、
「sagemaker.workflow.steps.CreateModelStep」のドキュメントを参照してください。
from sagemaker.workflow.steps import CreateModelStep
step_create_model = CreateModelStep(
name="AbaloneCreateModel",
model=best_model,
inputs=inputs
)

RegisterModel ステップ
Important
SageMaker Python SDK の v2.90.0 の時点で、モデルステップ (p. 2973)を使用してモデルを登録
することをお勧めします。 RegisterModelSageMaker Python SDK の以前のバージョンでも引
き続き動作しますが、現在は積極的にサポートされていません。
RegisterModel ステップは、sagemaker.model.Model または sagemaker.pipeline.PipelineModel を
Amazon SageMaker モデルレジストリに登録するために使用します。PipelineModel は推論パイプライ
ンを表します。これは、推論要求を処理する連続したコンテナで構成されるモデルです。
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モデルの登録方法の詳細については、「モデルレジストリを使用したモデルの登録とデプロ
イ (p. 2740)」を参照してください。RegisterModel ステップの要件の詳細については、
「sagemaker.workflow.step_collections.RegisterModel」のドキュメントを参照してください。
次の例は、PipelineModel を登録する RegisterModel ステップの作成方法を示しています。
import time
from sagemaker.sklearn import SKLearnModel
from sagemaker.xgboost import XGBoostModel
code_location = 's3://{0}/{1}/code'.format(bucket_name, prefix)

sklearn_model =
SKLearnModel(model_data=processing_step.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs['model'].S3Output.S3
entry_point='inference.py',
source_dir='sklearn_source_dir/',
code_location=code_location,
framework_version='1.0-1',
role=role,
sagemaker_session=sagemaker_session,
py_version='py3')
xgboost_model =
XGBoostModel(model_data=training_step.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
entry_point='inference.py',
source_dir='xgboost_source_dir/',
code_location=code_location,
framework_version='0.90-2',
py_version='py3',
sagemaker_session=sagemaker_session,
role=role)
from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel
from sagemaker import PipelineModel
pipeline_model =
PipelineModel(models=[sklearn_model,xgboost_model],role=role,sagemaker_session=sagemaker_session)
step_register = RegisterModel(
name="AbaloneRegisterModel",
model=pipeline_model,
content_types=["application/json"],
response_types=["application/json"],
inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
model_package_group_name='sipgroup',
)

model が指定されていない場合、モデル登録ステップには、以下の例に示すような推定器が必要です。
from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel
step_register = RegisterModel(
name="AbaloneRegisterModel",
estimator=xgb_train,
model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
content_types=["text/csv"],
response_types=["text/csv"],
inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
model_package_group_name=model_package_group_name,
approval_status=model_approval_status,
model_metrics=model_metrics
)
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変換ステップ
変換ステップは、バッチ変換でデータセット全体に対して推論を実行するために使用します。バッチ変換
の詳細については、「推論パイプラインでバッチ変換を実行する (p. 2578)」を参照してください。
変換ステップには、変換器と、バッチ変換を実行する対象のデータが必要です。次の例は、Transform
ステップの定義の作成方法を示しています。Transform ステップの要件の詳細については、
「sagemaker.workflow.steps.TransformStep」のドキュメントを参照してください。
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.transformer import Transformer
from sagemaker.inputs import TransformInput
from sagemaker.workflow.steps import TransformStep
transformer = Transformer(..., sagemaker_session=PipelineSession())
step_transform = TransformStep(
name="AbaloneTransform",
step_args=transformer.transform(data="s3://my-bucket/my-data"),
)

条件ステップ
条件ステップを使用すると、ステップのプロパティの条件を評価し、パイプラインで次に実行するアク
ションを評価できます。
条件ステップには、条件のリスト、条件が true と評価された場合に実行するステップのリスト、条件が
false と評価された場合に実行するステップのリストが必要です。以下の例は、ConditionStep 定義の
作成方法を示しています。
機能制限
• SageMaker Pipelines は、ネストされた条件ステップの使用をサポートしていません。条件ステップを
別の条件ステップの入力として渡すことはできません。
• 条件ステップの両方のブランチで同じステップを使用することはできません。両方のブランチに同じス
テップ機能が必要な場合は、ステップを複製して別の名前を付けます。

from sagemaker.workflow.conditions import ConditionLessThanOrEqualTo
from sagemaker.workflow.condition_step import (
ConditionStep,
JsonGet
)
cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo(
left=JsonGet(
step_name=step_eval.name,
property_file=evaluation_report,
json_path="regression_metrics.mse.value"
),
right=6.0
)
step_cond = ConditionStep(
name="AbaloneMSECond",
conditions=[cond_lte],
if_steps=[step_register, step_create_model, step_transform],
else_steps=[]
)
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ConditionStep ステップの要件の詳細については、
「sagemaker.workflow.condition_step.ConditionStep」のドキュメントを参照してください。サポートされ
ている条件の詳細については、SageMaker Python SDK ドキュメントの「Amazon SageMaker モデル構築
パイプライン-条件」を参照してください。

Callback ステップ
Callback ステップは、Amazon SageMaker Model Building Pipelines から直接提供されない追加のプロセ
スや AWS のサービスをワークフローに組み込むために使用します。Callback ステップを実行すると、
次の手順が実行されます。
• SageMaker Pipelines が、ユーザーが指定した Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー
にメッセージを送信します。メッセージには、SageMaker Pipelines によって生成されたトークンと、
ユーザーが用意した入力パラメータのリストが含まれます。メッセージを送信したら、SageMaker
Pipelines はユーザーからの応答を待ちます。
• ユーザーは Amazon SQS キューからメッセージを取得し、カスタムプロセスを開始します。
• プロセスが終了すると、ユーザーは次のいずれかの API を呼び出し、SageMaker Pipelines によって生
成された以下のトークンを送信します。
• SendPipelineExecutionStepSuccess - 出力パラメータのリストと共に送信
• SendPipelineExecutionStepFailure - 失敗の理由と共に送信
• API 呼び出しにより、SageMaker Pipelines はパイプラインプロセスを続行するか、プロセスを失敗させ
ます。
Callback ステップの要件の詳細については、「sagemaker.workflow.callback_step.CallbackStep」のド
キュメントを参照してください。詳細なソリューションについては、「SageMaker Pipelines を拡張し
て、コールバックステップを使用してカスタムステップを含める」を参照してください。

Important
Callback ステップは、Amazon SageMaker Python SDK v2.45.0 と Amazon SageMaker Studio
v3.6.2 で導入されました。Callback ステップを使用する前に Studio を更新する必要があり
ます。更新しないと、パイプライン DAG が表示されません。Studio の更新方法については、
「シャットダウンして更新する SageMaker スタジオ (p. 158)」を参照してください。
以下の例は、前の手順の実装方法を示しています。
from sagemaker.workflow.callback_step import CallbackStep
step_callback = CallbackStep(
name="MyCallbackStep",
sqs_queue_url="https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/012345678901/MyCallbackQueue",
inputs={...},
outputs=[...]
)
callback_handler_code = '
import boto3
import json
def handler(event, context):
sagemaker_client=boto3.client("sagemaker")
for record in event["Records"]:
payload=json.loads(record["body"])
token=payload["token"]
# Custom processing
# Call SageMaker to complete the step
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sagemaker_client.send_pipeline_execution_step_success(
CallbackToken=token,
OutputParameters={...}
)

'

Note
CallbackStepの出力パラメータはネストしないでください。たとえば、入れ子になった辞書
を出力パラメータとして使用すると、辞書は単一の文字列として扱われます (例: {"output1":
"{\"nested_output1\":\"my-output\"}"})。 ネストされた値を指定した場合、特定の出
力パラメータを参照しようとすると、再試行できないクライアントエラーが発生します。
動作を停止する
Callback ステップの実行中は、パイプラインプロセスが停止しません。
Callback ステップの実行中にパイプラインプロセスで StopPipelineExecution を呼び出す
と、SageMaker Pipelines から指定した SQS キューに対して、追加の Amazon SQS メッセージが送信さ
れます。SQS メッセージの本文には、Stopping に設定された [Status] (ステータス) フィールドが含まれ
ます。SQS メッセージの本文の例は次のとおりです。
{

"token": "26vcYbeWsZ",
"pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:012345678901:pipeline/callbackpipeline/execution/7pinimwddh3a",
"arguments": {
"number": 5,
"stringArg": "some-arg",
"inputData": "s3://sagemaker-us-west-2-012345678901/abalone/abalone-dataset.csv"
},
"status": "Stopping"
}

メッセージの受信時に SendPipelineExecutionStepSuccess または
SendPipelineExecutionStepFailure を呼び出して必要なアクション (リソースのクリーンアップな
ど) を実行するためのロジックを、Amazon SQS メッセージコンシューマーに追加してください。
これらの呼び出しのいずれかを受信した場合にのみ、SageMaker Pipelines はパイプラインプロセスを停
止します。

Lambda ステップ
Lambda ステップを使用すると、AWS Lambda 関数を実行できます。既存の Lambda 関数を実行できる
ほか、SageMaker で新しい Lambda 関数を作成して実行することもできます。SageMaker パイプライン
での Lambda ステップの使用方法を解説したノートブックについては、「sagemaker-pipelines-lambdastep.ipynb」を参照してください。

Important
Lambda ステップは、Amazon SageMaker Python SDK v2.51.0 と Amazon SageMaker Studio
v3.9.1 で導入されました。Lambda ステップを使用する前には Studio を更新する必要があり
ます。更新しないと、パイプライン DAG が表示されません。Studio の更新方法については、
「シャットダウンして更新する SageMaker スタジオ (p. 158)」を参照してください。
SageMaker には、Lambda 関数を作成、更新、呼び出し、削除するための
sagemaker.lambda_helper.Lambda クラスが用意されています。Lambda は以下の署名を持ちます。
Lambda(
function_arn,

# Only required argument to invoke an existing Lambda function
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# The following arguments are required to create a Lambda function:
function_name,
execution_role_arn,
zipped_code_dir,
# Specify either zipped_code_dir and s3_bucket, OR script
s3_bucket,
# S3 bucket where zipped_code_dir is uploaded
script,
# Path of Lambda function script
handler,
# Lambda handler specified as "lambda_script.lambda_handler"
timeout,
# Maximum time the Lambda function can run before the lambda step
fails
...

)

sagemaker.workflow.lambda_step.LambdaStep クラスには Lambda タイプの引数 lambda_func がありま
す。既存の Lambda 関数は、関数の Amazon リソースネーム (ARN) を function_arn に指定するだけで
呼び出すことができます。function_arn の値を指定しない場合は、handler と以下のいずれかを指定
する必要があります。
• zipped_code_dir - 圧縮された Lambda 関数のパス
s3_bucket - zipped_code_dir がアップロードされる Amazon S3 バケット
• script - Lambda 関数スクリプトファイルのパス
以下の例は、既存の Lambda 関数を呼び出す Lambda ステップ定義の作成方法を示しています。
from sagemaker.workflow.lambda_step import LambdaStep
from sagemaker.lambda_helper import Lambda
step_lambda = LambdaStep(
name="ProcessingLambda",
lambda_func=Lambda(
function_arn="arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:split-dataset-lambda"
),
inputs={
s3_bucket = s3_bucket,
data_file = data_file
},
outputs=[
"train_file", "test_file"
]
)

以下の例は、Lambda 関数スクリプトを使用して Lambda 関数を作成して呼び出す Lambda ステップ定義
の作成方法を示しています。
from sagemaker.workflow.lambda_step import LambdaStep
from sagemaker.lambda_helper import Lambda
step_lambda = LambdaStep(
name="ProcessingLambda",
lambda_func=Lambda(
function_name="split-dataset-lambda",
execution_role_arn=execution_role_arn,
script="lambda_script.py",
handler="lambda_script.lambda_handler",
...
),
inputs={
s3_bucket = s3_bucket,
data_file = data_file
},
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)

outputs=[
"train_file", "test_file"
]

入力と出力
Lambda 関数に入力または出力がある場合、これらも Lambda ステップで定義する必要があります。

Note
入力パラメータと出力パラメータはネストしないでください。たとえば、入れ子になった辞書
を出力パラメータとして使用すると、辞書は単一の文字列として扱われます (例: {"output1":
"{\"nested_output1\":\"my-output\"}"})。 ネストされた値を指定し、後で参照しよう
とすると、再試行できないクライアントエラーが発生します。
Lambda ステップを定義する場合、inputs はキーと値のペアの辞書でなければなりません。inputs 辞
書の各値は、プリミティブ型 (文字列、整数、または浮動小数点) であることが必要です。ネストされたオ
ブジェクトはサポートされません。定義しない場合、inputs 値はデフォルトで None になります。
outputs 値は、キーのリストでなければなりません。これらのキーは、Lambda 関数の出力に定義されて
いる辞書を参照します。inputs と同様に、これらのキーはプリミティブ型でなければならず、ネストさ
れたオブジェクトはサポートされません。
タイムアウトと停止動作
Lambda クラスには、Lambda 関数の実行が可能な最大時間を指定する timeout 引数があります。デフォ
ルト値は 120 秒で、最大値は 10 分です。Lambda 関数の実行中にタイムアウトに達すると、Lambda ス
テップは失敗しますが、Lambda 関数は引き続き実行されます。
Lambda ステップによって呼び出された Lambda 関数を停止できないため、Lambda ステップの実行中は
パイプラインプロセスを停止できません。Lambda 関数の実行中にプロセスの停止を試みると、パイプラ
インは Lambda 関数が終了するか、タイムアウトに達するまで待機し、いずれかが発生すると停止しま
す。Lambda 関数が終了した場合、パイプラインプロセスのステータスは Stopped になります。タイム
アウトに達した場合、パイプラインプロセスのステータスは Failed になります。

ClarifyCheck ステップ
ClarifyCheck ステップを使用すると、バイアス分析とモデルの説明可能性に関するベースラインド
リフトチェックを前のベースラインに対して実行できます。その後、ベースラインを生成してメソッ
ドに登録し、model.register()そのメソッドの出力をusingに渡すことができますstep_args。モ
デルステップ (p. 2973)これらのドリフトチェック用のベースラインは、Amazon SageMaker Model
Monitor によってモデルエンドポイントで使用できるため、ベースラインを別途提案する必要がなくなり
ます。ClarifyCheck ステップでは、ドリフトチェック用のベースラインをモデルレジストリからプルす
ることもできます。ClarifyCheck ステップでは、特定のベースラインに対する制約の提案や制約の検証
など、さまざまなモデルモニタリング機能を提供する Amazon SageMaker Clarify の構築済みコンテナを
利用します。詳細については、「SageMaker Clarify コンテナの使用を開始する」を参照してください。

ClarifyCheck ステップを設定する
パイプラインで使用するたびに以下のチェックタイプの 1 つのみを実行するように ClarifyCheck ス
テップを設定できます。
• データバイアスのチェック
• モデルバイアスのチェック
• モデルの説明可能性のチェック
実行するには、clarify_check_config パラメータに次のいずれかのチェックタイプ値を指定します。
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• DataBiasCheckConfig
• ModelBiasCheckConfig
• ModelExplainabilityCheckConfig
ClarifyCheck ステップでは、SageMaker Clarify の構築済みコンテナを実行し、チェックと処
理ジョブのための専用の設定を必要とする処理ジョブが起動します。ClarifyCheckConfig と
CheckJobConfig はこれらの設定のヘルパー関数であり、モデルバイアス、データバイアス、モデルの
説明可能性をチェックするための SageMaker Clarify 処理ジョブのコンピューティングに合わせて調整さ
れます。詳細については、「実行 SageMaker バイアス分析と説明可能性のための、処理ジョブを明確に
する (p. 2454)」を参照してください。

ドリフトチェックのステップ動作を制御する
ClarifyCheck ステップには、その動作を制御するために、以下の 2 つのブールフラグが必要です。
• skip_check: このパラメータでは、前のベースラインに対するドリフトチェックをスキップするかどう
かを指定します。False に設定されている場合、設定されたチェックタイプの前のベースラインが使用
可能である必要があります。
• register_new_baseline: このパラメータでは、新しく計算されたベースラインにステッププロ
パティ BaselineUsedForDriftCheckConstraints を通じてアクセスできるかどうかを指定しま
す。False に設定されている場合、設定されたチェックタイプの前のベースラインも使用可能である必
要があります。このベースラインには BaselineUsedForDriftCheckConstraints プロパティを通
じてアクセスできます。
詳細については、「Amazon SageMaker Model Building Pipelines の ClarifyCheck と QualityCheck のス
テップを使用したベースライン計算、ドリフト検出、ライフサイクル (p. 2993)」を参照してください。

ベースラインを操作する
オプションで model_package_group_name を指定すると、既存のベースラインを検索で
き、ClarifyCheck ステップでは、モデルパッケージグループ内の最新の承認済みモデルパッ
ケージの DriftCheckBaselines がプルされます。supplied_baseline_constraints パ
ラメータを通じて前のベースラインを指定することもできます。model_package_group_name
と supplied_baseline_constraints の両方を指定すると、ClarifyCheck ステップでは
supplied_baseline_constraints パラメータで指定されたベースラインが使用されます。
ClarifyCheck ステップを使用する際の要件の詳細については、Amazon SageMaker SageMaker SDK
for Python の「sagemaker.workflow.steps.ClarifyCheckStep」を参照してください。SageMaker Pipelines
での ClarifyCheck ステップの使用方法を解説した Amazon SageMaker Studio ノートブックについて
は、「sagemaker-pipeline-model-monitor-clarify-steps.ipynb」を参照してください。

Example データバイアスチェック用の ClarifyCheck ステップを作成する
from sagemaker.workflow.check_job_config import CheckJobConfig
from sagemaker.workflow.clarify_check_step import DataBiasCheckConfig, ClarifyCheckStep
from sagemaker.workflow.execution_variables import ExecutionVariables
check_job_config = CheckJobConfig(
role=role,
instance_count=1,
instance_type="ml.c5.xlarge",
volume_size_in_gb=120,
sagemaker_session=sagemaker_session,
)
data_bias_data_config = DataConfig(
s3_data_input_path=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train"].S3Output.S3Uri,
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s3_output_path=Join(on='/', values=['s3:/', your_bucket, base_job_prefix,
ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 'databiascheckstep']),
label=0,
dataset_type="text/csv",
s3_analysis_config_output_path=data_bias_analysis_cfg_output_path,

)

data_bias_config = BiasConfig(
label_values_or_threshold=[15.0], facet_name=[8], facet_values_or_threshold=[[0.5]]
)
data_bias_check_config = DataBiasCheckConfig(
data_config=data_bias_data_config,
data_bias_config=data_bias_config,
)h
data_bias_check_step = ClarifyCheckStep(
name="DataBiasCheckStep",
clarify_check_config=data_bias_check_config,
check_job_config=check_job_config,
skip_check=False,
register_new_baseline=False
supplied_baseline_constraints="s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/baseline/
analysis.json",
model_package_group_name="MyModelPackageGroup"
)

QualityCheck ステップ
QualityCheck ステップを使用すると、パイプラインのデータの品質とモデルの品質についてのベース
ラインの提案とベースラインドリフトチェックを前のベースラインに対して実行できます。その後、ベー
スラインを生成してメソッドに登録し、model.register()そのメソッドの出力をusingに渡すことが
できますstep_args。モデルステップ (p. 2973)Model Monitor では、これらのドリフトチェック用の
ベースラインをモデルエンドポイントで使用できるため、ベースラインを別途提案する必要がなくなりま
す。QualityCheck ステップでは、ドリフトチェック用のベースラインをモデルレジストリからプルする
こともできます。QualityCheck ステップでは、Amazon SageMaker Model Monitor の事前構築済みコン
テナを利用します。このコンテナには、特定のベースラインに対する制約の提案、統計の生成、制約の検
証など、さまざまなモデルモニタリング機能が含まれています。詳細については、「アマゾン SageMaker
Model Monitor ビルド済みコンテナ (p. 2654)」を参照してください。

QualityCheck ステップを設定する
パイプラインで使用するたびに以下のチェックタイプの 1 つのみを実行するように QualityCheck ス
テップを設定できます。
• データの品質チェック
• モデルの品質チェック
実行するには、quality_check_config パラメータに次のいずれかのチェックタイプ値を指定します。
• DataQualityCheckConfig
• ModelQualityCheckConfig
QualityCheck ステップでは、Model Monitor の構築済みコンテナを実行し、チェックと処理ジョブのた
めの専用の設定を必要とする処理ジョブが起動します。QualityCheckConfig と CheckJobConfig は
これらの設定のヘルパー関数であり、Model Monitor におけるモデルの品質またはデータの品質をモニタ
リングするためのベースラインの作成方法に合わせて調整されます。Model Monitor のベースラインの提
案については、「ベースラインの作成 (p. 2619)」と「モデル品質のベースラインを作成する (p. 2624)」を
参照してください。
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ドリフトチェックのステップ動作を制御する
QualityCheck ステップには、その動作を制御するために、以下の 2 つのブールフラグが必要です。
• skip_check: このパラメータでは、前のベースラインに対するドリフトチェックをスキップするかどう
かを指定します。False に設定されている場合、設定されたチェックタイプの前のベースラインが使用
可能である必要があります。
• register_new_baseline: このパラメータでは、新しく計算されたベースラインにステッププロパ
ティ BaselineUsedForDriftCheckConstraints と BaselineUsedForDriftCheckStatistics
を通じてアクセスできるかどうかを指定します。False に設定されている場合、設定
されたチェックタイプの前のベースラインも使用可能である必要があります。これらに
は、BaselineUsedForDriftCheckConstraints と BaselineUsedForDriftCheckStatistics
のプロパティを通じてアクセスできます。
詳細については、「Amazon SageMaker Model Building Pipelines の ClarifyCheck と QualityCheck のス
テップを使用したベースライン計算、ドリフト検出、ライフサイクル (p. 2993)」を参照してください。

ベースラインを操作する
前のベースラインは、supplied_baseline_statistics と supplied_baseline_constraints
のパラメータを通じて直接指定できます。単に model_package_group_name
を指定すると、QualityCheck ステップでモデルパッケージグループ内の
最新の承認済みモデルパッケージの DriftCheckBaselines がプルされま
す。model_package_group_name、supplied_baseline_constraints、supplied_baseline_statistics
を指定すると、QualityCheck ステップでは、実行する QualityCheck ステップのチェックタイプの
supplied_baseline_constraints と supplied_baseline_statistics で指定したベースライン
が使用されます。
QualityCheck ステップを使用する際の要件の詳細については、Amazon SageMaker SageMaker SDK
for Python の「sagemaker.workflow.steps.QualityCheckStep」を参照してください。SageMaker Pipelines
での QualityCheck ステップの使用方法を解説した Amazon SageMaker Studio ノートブックについて
は、「sagemaker-pipeline-model-monitor-clarify-steps.ipynb」を参照してください。

Example データ品質チェックのための QualityCheck ステップを作成する
from sagemaker.workflow.check_job_config import CheckJobConfig
from sagemaker.workflow.quality_check_step import DataQualityCheckConfig, QualityCheckStep
from sagemaker.workflow.execution_variables import ExecutionVariables
check_job_config = CheckJobConfig(
role=role,
instance_count=1,
instance_type="ml.c5.xlarge",
volume_size_in_gb=120,
sagemaker_session=sagemaker_session,
)
data_quality_check_config = DataQualityCheckConfig(
baseline_dataset=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train"].S3Output.S3Uri,
dataset_format=DatasetFormat.csv(header=False, output_columns_position="START"),
output_s3_uri=Join(on='/', values=['s3:/', your_bucket, base_job_prefix,
ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 'dataqualitycheckstep'])

)

data_quality_check_step = QualityCheckStep(
name="DataQualityCheckStep",
skip_check=False,
register_new_baseline=False,
quality_check_config=data_quality_check_config,
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check_job_config=check_job_config,
supplied_baseline_statistics="s3://sagemaker-us-west-2-555555555555/baseline/
statistics.json",
supplied_baseline_constraints="s3://sagemaker-us-west-2-555555555555/baseline/
constraints.json",
model_package_group_name="MyModelPackageGroup"
)

Amazon EMR ステップ
Amazon SageMaker Model Building Pipelines の Amazon EMR ステップを使用して、実行中の Amazon
EMR クラスターに対する EMR ステップを処理できます。詳細については、「Amazon EMR の開始方
法」を参照してください。
Amazon EMR ステップでは、Amazon EMR クラスターで使用する JAR の Amazon S3 の場所、渡す引
数、Amazon EMR クラスター ID が EMRStepConfig に必要です。

Note
• Amazon EMR ステップでは、パイプラインに渡すロールに追加のアクセス許可が必要です。
パイプラインロールに AWS マネージドポリシー AmazonSageMakerPipelinesIntegrations を
アタッチするか、ロールにそのポリシーのアクセス許可が含まれていることを確認してくださ
い。
• Amazon EMR on EKS はサポートされていません。
• EMR ステップは、STARTING、BOOTSTRAPPING、RUNNING、WAITING のいずれかの状態に
あるクラスターでのみ実行できます。
• EMR クラスターでは、PENDING で最大 256 の EMR ステップを使用できます。この制限を
超えて EMR ステップが送信されると、パイプラインの実行は失敗します。パイプラインのス
テップの再試行ポリシー (p. 2991) の使用を検討できます。

Example EMR クラスターで新しいジョブを起動する Amazon EMR ステップ定義を作成します。
from sagemaker.workflow.emr_step import EMRStep, EMRStepConfig
emr_config = EMRStepConfig(
jar="s3://path/to/jar/MyJar.jar", # required, S3 path to jar
args=["--verbose", "--force"], # optional list of arguments to pass to the jar
main_class="com.my.Main1", # optional main class, this can be omitted if jar above has
a manifest
properties=[ # optional list of Java properties that are set when the step runs
{
"key": "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum",
"value": "2"
},
{
"key": "mapreduce.map.sort.spill.percent",
"value": "0.90"
},
{
"key": "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum",
"value": "5"
}
]
)
step_emr = EMRStep (
name="EMRSampleStep", # required
cluster_id="j-1YONHTCP3YZKC", # required
step_config=emr_config, # required
display_name="My EMR Step",
description="Pipeline step to execute EMR job"
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失敗ステップ
FailStep を使用して、必要な条件または状態が達成されなかったときに Amazon SageMaker Model
Building Pipelines の実行を停止し、そのパイプラインの実行を失敗としてマークします。FailStep を使
用すると、カスタムエラーメッセージを入力し、パイプライン実行失敗の原因を示すこともできます。

Note
FailStep および他のパイプラインステップを同時に実行すると、すべての同時ステップが完了
するまでパイプラインは終了しません。

FailStep の使用に関する制限
• FailStep は他のステップの DependsOn リストに追加できません。詳細については、「ステップ間の
カスタム依存関係 (p. 2987)」を参照してください。
• 他のステップは FailStep を参照できません。それは、常にパイプラインの実行の最後のステップで
す。
• FailStep で終わるパイプライン実行を再試行することはできません。
FailStep ErrorMessage は、静的テキスト文字列の形式で作成できます。または、パイプラインパラ
メータの Join オペレーションや他のステッププロパティを使用して、より具体的なエラーメッセージを作
成することもできます。

Example
次のコードスニペット例では、FailStep でパイプラインパラメータと Join オペレーションで設定した
ErrorMessage を使用しています。
from sagemaker.workflow.fail_step import FailStep
from sagemaker.workflow.functions import Join
from sagemaker.workflow.parameters import ParameterInteger
mse_threshold_param = ParameterInteger(name="MseThreshold", default_value=5)
step_fail = FailStep(
name="AbaloneMSEFail",
error_message=Join(
on=" ", values=["Execution failed due to MSE >", mse_threshold_param]
),
)

ステップのプロパティ
properties 属性は、パイプラインのステップ間にデータの依存関係を追加するために使用されます。こ
れらのデータ依存関係は、パイプライン定義から DAG を構築するために SageMaker Pipelines によって
使用されます。これらのプロパティはプレースホルダー値として参照でき、実行時に解決されます。
SageMaker Pipelines ステップの properties 属性は、対応する SageMaker ジョブタイプの Describe
呼び出しで返されるオブジェクトに一致します。ジョブタイプごとに、Describe 呼び出しは次のレスポ
ンスオブジェクトを返します。
• ProcessingStep - DescribeProcessingJob
• TrainingStep - DescribeTrainingJob
• TransformStep - DescribeTransformJob
データ依存関係の作成時に各ステップタイプで参照可能なプロパティを確認するには、Amazon
SageMaker Python SDK の「データ依存関係-プロパティリファレンス」を参照してください。
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ステップの並列処理
ステップは、他のステップに依存していない場合、パイプライン実行時に直ちに実行されます。ただし、
同時に実行するパイプラインステップが多すぎると、使用可能なリソースがすぐに使い果たされる可能性
があります。ParallelismConfiguration を使用して、パイプラインの同時実行ステップ数を制御し
ます。
次の例では ParallelismConfiguration を使用して同時実行ステップの上限数を 5 に設定していま
す。
pipeline.create(
parallelism_config=ParallelismConfiguration(5),
)

ステップ間のデータ依存関係
DAG の構造を定義するには、ステップ間のデータ関係を指定します。ステップ間にデータ依存関係を作成
するには、パイプラインのあるステップのプロパティを別のステップに入力として渡します。入力を受け
取るステップは、入力を提供するステップの実行が終了するまで開始されません。
データ依存関係は、次の形式の JsonPath 表記で表されます。この形式は JSON プロパティファイル
を走査します。つまり、ファイル内にネストされた目的のプロパティに到達するのに必要な数だけ
<property> インスタンスを追加できます。JsonPath 表記の詳細については、「JsonPath リポジトリ」
を参照してください。
<step_name>.properties.<property>.<property>

処理ステップの ProcessingOutputConfig プロパティを使用して Amazon S3 バケットを指定する方法
を以下に示します。
step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train_data"].S3Output.S3Uri

データ依存関係を作成するには、以下のようにバケットをトレーニングステップに渡します。
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
sklearn_train = SKLearn(..., sagemaker_session=PipelineSession())
step_train = TrainingStep(
name="CensusTrain",
step_args=sklearn_train.fit(inputs=TrainingInput(
s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"train_data"].S3Output.S3Uri
))
)

データ依存関係の作成時に各ステップタイプで参照可能なプロパティを確認するには、Amazon
SageMaker Python SDK の「データ依存関係-プロパティリファレンス」を参照してください。

ステップ間のカスタム依存関係
データ依存関係を指定すると、SageMaker Pipelines によってステップ間のデータが接続されます。ま
た、SageMaker Pipelines を直接使用せずに、あるステップから前のステップのデータにアクセスするこ
ともできます。この場合、別のステップの実行が終了するまでステップを開始しないように SageMaker
Pipelines に指示するカスタム依存関係を作成できます。カスタム依存関係を作成するには、ステップ
のDependsOn 属性を指定します。
以下の例では、ステップ A とステップ B の両方が実行を終了してから開始されるステップ C を定義しま
す。
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{

}

'Steps': [
{'Name':'A', ...},
{'Name':'B', ...},
{'Name':'C', 'DependsOn': ['A', 'B']}
]

依存関係でサイクリック依存性が作成されると、SageMaker Pipelines で検証例外がスローされます。
以下の例では、処理ステップの実行が終了した後に開始されるトレーニングステップを作成します。
processing_step = ProcessingStep(...)
training_step = TrainingStep(...)
training_step.add_depends_on([processing_step])

以下の例では、2 つの異なる処理ステップの実行が終了するまで開始されないトレーニングステップを作
成します。
processing_step_1 = ProcessingStep(...)
processing_step_2 = ProcessingStep(...)
training_step = TrainingStep(...)
training_step.add_depends_on([processing_step_1, processing_step_2])

以下は、カスタム依存関係を作成する別の方法です。
training_step.add_depends_on([processing_step_1])
training_step.add_depends_on([processing_step_2])

以下の例では、ある処理ステップから入力を受け取り、別の処理ステップの実行が終了するまで待機する
トレーニングステップを作成します。
processing_step_1 = ProcessingStep(...)
processing_step_2 = ProcessingStep(...)
training_step = TrainingStep(
...,
inputs=TrainingInput(
s3_data=processing_step_1.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"train_data"
].S3Output.S3Uri
)
training_step.add_depends_on([processing_step_2])

以下の例では、ステップのカスタム依存関係の文字列リストを取得する方法を示しています。
custom_dependencies = training_step.depends_on

ステップでカスタムイメージを使用する
パイプラインでステップを作成する際には、SageMaker の深層学習コンテナイメージを使用できます。
パイプラインのステップでは独自のコンテナを使用することもできます。Amazon SageMaker Studio 内で
イメージを作成することはできないため、Amazon SageMaker Model Building Pipelines で使用する前に、
別の方法を使ってイメージを作成する必要があります。
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パイプラインのステップの作成時に独自のコンテナを使用する場合は、推定器定義にイメージ URI を追加
します。SageMaker で独自のコンテナを使用する方法については、「SageMaker で Docker コンテナを使
用する」を参照してください。

プロパティファイルと JsonGet
プロパティファイルを使用すると、処理ステップの出力の情報を保存できます。これは、処理ステップ
の結果を分析して、条件ステップの実行方法を決定するために特に便利です。JsonGet 関数はプロパ
ティファイルを処理し、JsonPath 表記を使用してプロパティ JSON ファイルをクエリできるようにしま
す。JsonPath 表記の詳細については、「JsonPath リポジトリ」を参照してください。
後で使用できるようにプロパティファイルを保存するには、最初に PropertyFile インスタンスを以下
の形式で作成する必要があります。pathパラメータは、プロパティファイルが保存される JSON ファイ
ルの名前です。output_nameoutput_nameProcessingOutputいずれも処理ステップで定義したもの
と一致する必要があります。これにより、ステップの ProcessingOutput をプロパティファイルでキャ
プチャできるようになります。
from sagemaker.workflow.properties import PropertyFile
<property_file_instance> = PropertyFile(
name="<property_file_name>",
output_name="<processingoutput_output_name>",
path="<path_to_json_file>"
)

ProcessingStep インスタンスを作成する際には、Amazon SageMaker Model Building Pipelines サービ
スでインデックスを作成する必要のあるすべてのパラメータファイルのリストに property_files パラ
メータを追加します。これにより、プロパティファイルが保存され、後で使用できるようになります。
property_files=[<property_file_instance>]

条件ステップでプロパティファイルを使用するには、次の例に示すように、条件ステップに渡す条件に
property_file を追加し、json_path パラメータを使用して JSON ファイルで目的のプロパティをク
エリします。
cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo(
left=JsonGet(
step_name=step_eval.name,
property_file=<property_file_instance>,
json_path="mse"
),
right=6.0
)

より詳細な例については、Amazon SageMaker Python SDK のプロパティファイルを参照してください。

パイプラインのステップをキャッシュする
ステップ署名キャッシュを使用すると、SageMaker Pipelines はステップを実行する前に、同じ引数で呼
び出したステップの前の実行を見つけようとします。SageMaker Pipelines は、呼び出しの署名が同一で
あることをチェックします。Pipelines は、引数が指すデータまたはコードが変更されているかどうかは
チェックしません。Pipelines は、以前の実行を見つけると、キャッシュヒットを作成します。Pipelines
は、ステップを再計算するのではなく、実行時にキャッシュヒットから値を伝達します。
ステップのキャッシュは、成功した実行のみを考慮するため、失敗した実行を再利用することはありませ
ん。タイムアウト期間内に成功した実行が複数ある場合は、Pipelines は最後に成功した実行の結果を使用
します。タイムアウト期間内に成功した実行に一致するものがない場合、Pipelines はステップを再利用し
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ません。エグゼキュターが進行中の前のステップ実行においてキャッシュヒットを検出した場合、両方の
ステップが継続して実行され、実行が成功したときは、キャッシュが更新されます。
ステップのキャッシュをオプトインする必要があります。オプトインしない場合は、デフォルトでオフに
なります。ステップのキャッシュを有効にするときは、タイムアウトも定義する必要があります。このタ
イムアウトは、前の実行が再利用の対象となる期間を定義します。
ステップのキャッシュでは個々のパイプラインのみが対象となるため、別のパイプラインのステップを再
利用することはできません。一致するステップ署名が他のパイプラインにあっても、そのステップは再利
用されません。
ステップのキャッシュは、次のステップタイプに使用できます。
• Processing (p. 2971)
• トレーニング (p. 2972)
• チューニング (p. 2972)
• 変換 (p. 2977)
• ClarifyCheck (p. 2981)
• QualityCheck (p. 2983)
• EMR (p. 2985)

ステップのキャッシュを有効にする
ステップのキャッシュを有効にするには、ステップ定義に CacheConfig プロパティを追加する必要があ
ります。
CacheConfig プロパティは、パイプライン定義ファイルで次の形式を使用します。
{

}

"CacheConfig": {
"Enabled": false,
"ExpireAfter": "<time>"
}

Enabled フィールドは true または false になります。ExpireAfter は、タイムアウト期間を定義する文
字列です。ISO 8601 の期間文字列はすべて、有効な ExpireAfter 値となります。ExpireAfter 期間に
は、年、月、週、日、時、分の値を含めることができます。各値は、数字と期間の単位を示す文字で構成
されます。例えば、以下のようになります。
• "30d" = 30 日
• "5y" = 5 年
• "T16m" = 16 分
• "30dT5h" = 30 日と 5 時間。
以下の例は、Amazon SageMaker Python SDK を使用して、トレーニングステップのキャッシュを有効に
する方法を示しています。
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.workflow.steps import CacheConfig
cache_config = CacheConfig(enable_caching=True, expire_after="PT1H")
estimator = Estimator(..., sagemaker_session=PipelineSession())
step_train = TrainingStep(
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name="TrainAbaloneModel",
step_args=estimator.fit(inputs=inputs),
cache_config=cache_config

パイプラインのステップの再試行ポリシー
再試行ポリシーを使用すると、エラーが発生した後に SageMaker Pipelines のステップを自動的に再試行
できます。パイプラインステップでは例外が発生する場合がありますが、例外はさまざまな理由で発生し
ます。場合によっては、再試行によってこれらの問題を解決できることがあります。パイプラインステッ
プの再試行ポリシーを使用すると、特定のパイプラインステップを再試行するかどうかを選択できます。
再試行ポリシーは、次のパイプラインステップのみをサポートします。
• 処理ステップ (p. 2971)
• トレーニングステップ (p. 2972)
• チューニングステップ (p. 2972)

Note
SageMaker ハイパーパラメータチューニングジョブは内部で再試行を実行済みであるため、再
試行ポリシーが設定されていても、SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR 例外タイプは再試行
されません。実際に再試行が必要な場合は、SageMaker API を使用して独自の再試行戦略をプ
ログラムできます。
• CreateModel ステップ (p. 2975)
• RegisterModel ステップ (p. 2975)
• 変換ステップ (p. 2977)

再試行ポリシーでサポートされる例外タイプ
パイプラインステップの再試行ポリシーは、次の例外タイプをサポートします。
• Step.SERVICE_FAULT: これらの例外は、ダウンストリームのサービスを呼び出したときに内部サー
バーエラーまたは一時的なエラーがあると発生します。SageMaker Pipelines では、このタイプのエ
ラーの場合は自動的に再試行されます。再試行ポリシーを使用すると、この例外タイプのデフォルトの
再試行オペレーションをオーバーライドできます。
• Step.THROTTLING: ダウンストリームのサービスの呼び出し中には、スロットリング例外が発生するこ
とがあります。SageMaker Pipelines では、このタイプのエラーの場合は自動的に再試行されます。再
試行ポリシーを使用すると、この例外タイプのデフォルトの再試行オペレーションをオーバーライドで
きます。
• SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR: これらの例外は、SageMaker ジョブが InternalServerError
を返したときに発生します。この場合、新しいジョブを始めると、一時的な問題が解決することがあり
ます。
• SageMaker.CAPACITY_ERROR: SageMaker ジョブで Amazon EC2 InsufficientCapacityErrors
が発生すると、SageMaker ジョブが失敗することがあります。新しい SageMaker ジョブを開始して再
試行すると、この問題を回避できます。
• SageMaker.RESOURCE_LIMIT: SageMaker ジョブを実行するときに、リソース制限クォータを超える
ことがあります。しばらく待ってから SageMaker ジョブの実行を再試行し、リソースが解放されたか
どうかを確認できます。

再試行ポリシーの JSON スキーマ
パイプラインの再試行ポリシーには、以下の JSON スキーマがあります。
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"RetryPolicy": {
"ExceptionType": [String]
"IntervalSeconds": Integer
"BackoffRate": Double
"MaxAttempts": Integer
"ExpireAfterMin": Integer
}

• ExceptionType: このフィールドには、以下の例外タイプが文字列配列形式で必要です。
• Step.SERVICE_FAULT
• Step.THROTTLING
• SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR
• SageMaker.CAPACITY_ERROR
• SageMaker.RESOURCE_LIMIT
• IntervalSeconds (オプション): 最初の再試行までの秒数 (デフォルトは 1)。IntervalSeconds の最
大値は 43,200 秒 (12 時間) です。
• BackoffRate (オプション): 各試行間で再試行間隔が増加する乗数 (デフォルトは 2.0)。
• MaxAttempts (オプション): 再試行の最大回数を表す正の整数 (デフォルトは 5)。MaxAttempts で指
定された回数を超えてエラーが再発する場合、再試行が停止され通常のエラー処理が再開されます。0
の値は、エラーが再試行されないことを指定します。MaxAttempts の最大値は 20 です。
• ExpireAfterMin (オプション): 再試行の最大タイムスパンを表す正の整数。ステップの実行から数え
て ExpireAfterMin 分後にエラーが再発した場合は、再試行が停止され、通常のエラー処理が再開さ
れます。0 の値は、エラーが再試行されないことを指定します。ExpireAfterMin の最大値は 14,400
分 (10 日) です。

Note
MaxAttempts または ExpireAfterMin のいずれか 1 つを指定できますが、両方を指定する
ことはできません。両方とも指定されていない場合は、MaxAttempts がデフォルトになりま
す。1 つのポリシーに両方のプロパティがあると、再試行ポリシーによって検証エラーが生成
されます。

再試行ポリシーを設定する
以下は、再試行ポリシーを使用したトレーニングステップの例です。
{

}

"Steps": [
{
"Name": "MyTrainingStep",
"Type": "Training",
"RetryPolicies": [
{
"ExceptionType": [
"SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR",
"SageMaker.CAPACITY_ERROR"
],
"IntervalSeconds": 1,
"BackoffRate": 2,
"MaxAttempts": 5
}
]
}
]
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以下は、再試行ポリシーを使用して SDK for Python (Boto3) に TrainingStep を構築する方法の例で
す。
from sagemaker.workflow.retry import (
StepRetryPolicy,
StepExceptionTypeEnum,
SageMakerJobExceptionTypeEnum,
SageMakerJobStepRetryPolicy
)
step_train = TrainingStep(
name="MyTrainingStep",
xxx,
retry_policies=[
// override the default
StepRetryPolicy(
exception_types=[
StepExceptionTypeEnum.SERVICE_FAULT,
StepExceptionTypeEnum.THROTTLING
],
expire_after_mins=5,
interval_seconds=10,
backoff_rate=2.0
),
// retry when resource limit quota gets exceeded
SageMakerJobStepRetryPolicy(
exception_types=[SageMakerJobExceptionTypeEnum.RESOURCE_LIMIT],
expire_after_mins=120,
interval_seconds=60,
backoff_rate=2.0
),
// retry when job failed due to transient error or EC2 ICE.
SageMakerJobStepRetryPolicy(
failure_reason_types=[
SageMakerJobExceptionTypeEnum.INTERNAL_ERROR,
SageMakerJobExceptionTypeEnum.CAPACITY_ERROR,
]
max_attempts=10,
interval_seconds=30,
backoff_rate=2.0
)
]
)

特定のステップタイプの再試行動作の設定の詳細については、Amazon SageMaker Python SDK ドキュメ
ントの「Amazon SageMaker モデル構築パイプライン-再試行ポリシー」を参照してください。

Amazon SageMaker Model Building Pipelines の ClarifyCheck と
QualityCheck のステップを使用したベースライン計算、ドリフ
ト検出、ライフサイクル
次のトピックでは、ClarifyCheck (p. 2981) ステップと QualityCheck (p. 2983) ステップを使用した
ときに、Amazon SageMaker Model Building Pipelines でベースラインとモデルバージョンがどのように進
化するかについて説明します。
ClarifyCheck ステップの場合、ベースラインは、ステッププロパティ内の単一のファイルであり、
サフィックスが constraints になります。QualityCheck ステップの場合、ベースラインは、ス
テッププロパティ内の 2 つのファイルの組み合わせです。一方のサフィックスは statistics、も
う一方のサフィックスは constraints になります。以下のトピックでは、これらのプロパティお
よびプロパティの使用方法を示すプレフィックスについて説明します。これらは、2 つのパイプラ
インステップでベースラインの動作とライフサイクルに影響を与えます。例えば、ClarifyCheck
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ステップは、常に CalculatedBaselineConstraints プロパティで新しいベースラインを
計算して割り当てます。QualityCheck ステップは CalculatedBaselineConstraints と
CalculatedBaselineStatistics プロパティで同じ処理を行います。

ClarifyCheck と QualityCheck のステップのベースライン計算と登録
ClarifyCheck と QualityCheck の両方のステップは、基礎となる処理ジョブ実行によるステップ
入力に基づいて新しいベースラインを計算します。これらの新しく計算されたベースラインには、プレ
フィックス CalculatedBaseline が付いたプロパティを介してアクセスします。これらのプロパティ
は、モデルパッケージの ModelMetrics として モデルステップ (p. 2973) ステップで記録できます。
このモデルパッケージは、5 つの異なるベースラインに登録できます。データバイアス、モデルバイア
ス、ClarifyCheck ステップの実行によるモデルの説明可能性とモデルの品質、QualityCheck ステッ
プ実行によるデータ品質のチェックタイプごとに 1 つずつ登録できます。register_new_baseline パ
ラメータは、ステップの実行後のプレフィックス BaselineUsedForDriftCheck が付いたプロパティの
値セットを指定します。
次の想定されるユースケースの表は、ClarifyCheck ステップと QualityCheck ステップに設定できる
ステップパラメータに基づくさまざまな動作を示しています。
この設定の選択で
想定されるユース
ケース

ステップでドリフ
skip_check /
トチェックを行う
register_new_baseline
か

ステッププ
ステッププ
ロパティ
ロパティ
CalculatedBaseline
BaselineUsedForDriftCheck
の値
の値

新しいモデルバー
False/ False
ジョンを取得する
ためのチェックを
有効にして定期的
な再トレーニング
を行っているが、
モデルレジスト
リで新しいモデル
バージョンに前の
ベースラインを
DriftCheckBaselines
として引き継ぎた
い。

既存のベースライ
ンに対してドリフ
トチェックを実行
する

ステップを実行し
て計算された新し
いベースライン

モデルレジストリ
の最新の承認済
みモデルのベース
ライン、またはス
テップパラメータ
として指定された
ベースライン

新しいモデルバー
False/ True
ジョンを取得する
ためのチェックを
有効にして定期的
な再トレーニング
を行っているが、
新しいモデルバー
ジョンで新しく計
算したベースライ
ンを使用して、モ
デルレジストリの
DriftCheckBaselines
を更新したい。

既存のベースライ
ンに対してドリフ
トチェックを実行
する

ステップを実行し
て計算された新し
いベースライン

ステップを実行
して新たに計算
されたベースラ
イン (プロパティ
CalculatedBaseline
の値)

特定のタイプの
チェックに関して
エンドポイントで
の違反が Amazon
SageMaker Model

ドリフトチェック
なし

実行して計算され
た新しいベースラ
イン

モデルレジストリ
の最新の承認済
みモデルのベース
ライン、またはス
テップパラメータ

True/ False
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この設定の選択で
想定されるユース
ケース

ステップでドリフ
skip_check /
トチェックを行う
register_new_baseline
か

ステッププ
ステッププ
ロパティ
ロパティ
CalculatedBaseline
BaselineUsedForDriftCheck
の値
の値

Monitor で検出さ
れたため、新しい
モデルバージョン
を再トレーニング
するためのパイプ
ラインを開始して
おり、このタイプ
のチェックを前の
ベースラインに対
してはスキップす
るが、前のベース
ラインを新しいモ
デルバージョンの
DriftCheckBaselines
としてモデルレ
ジストリで引き継
ぐことを希望して
いる。
次の場合に発生:

True/ True

• パイプラインの
初期実行を開始
し、最初のモデ
ルバージョンを
構築して、初期
ベースラインを
生成している。
• 特定のタイプ
のチェックに
関してエンド
ポイントでの
違反が Model
Monitor で検出
されたため、新
しいモデルバー
ジョンを再ト
レーニングする
ためのパイプラ
インを開始して
いる。前のベー
スラインに対す
るチェックをス
キップし、モデ
ルレジストリで
新しく計算した
ベースラインで
DriftCheckBaselines
を更新するこ
とを希望してい
る。

として指定された
ベースライン

ドリフトチェック
なし
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モデルをに登録するとモデルステップ (p. 2973)、BaselineUsedForDriftCheckプロパティをと
して登録できますDriftCheckBaselines。そうすると、これらのベースラインファイルを、Model
Monitor でのモデルおよびデータの品質チェックに使用できます。さらに、これらのベースラインを
ClarifyCheckStep および QualityCheck ステップで使用すると、新たにトレーニングされたモデルと、
将来のパイプラインの実行のためにモデルレジストリに登録されている既存のモデルと比較できます。

SageMaker Pipelines における前のベースラインに対するドリフト検出
QualityCheck ステップでは、定期的な再トレーニングのためのパイプラインを開始して新しいモデル
バージョンを取得する場合に、前の承認済みモデルバージョンのベースラインでデータ品質とデータバ
イアスの値が ??? (p. 2622) のときは、トレーニングステップの実行が不要になることがあります。ま
た、ClarifyCheck ステップを実行したときに、モデル品質、モデルバイアス、モデルの説明可能性が、
前の承認済みモデルバージョンの登録ベースラインに違反している場合も、新しくトレーニングされたモ
デルバージョンの登録が不要になることがあります。このようなケースでは、必要なチェックを有効にす
るために、対応するチェックステップの skip_check プロパティを False に設定できます。これによ
り、前のベースラインに対する違反が検出されると、ClarifyCheck ステップと QualityCheck ステッ
プが失敗します。そうすると、パイプラインプロセスが続行されなくなり、ベースラインからドリフトさ
れたモデルは登録されず、ClarifyCheck と QualityCheck のステップは、比較対象となる特定のモデ
ルパッケージグループの最新の承認済みモデルバージョンの DriftCheckBaselines を取得できるよう
になります。また、前のベースラインは、supplied_baseline_constraints から (QualityCheck
ステップの場合は supplied_baseline_statistics に加えて) 直接提供できるようになり、モデル
パッケージグループからプルされたベースラインよりも常に優先されます。

SageMaker Pipelines を使用したベースラインとモデルのバージョンのライフサ
イクルと進化
ClarifyCheck と QualityCheck のステップの register_new_baseline を False に設定すると、
前のベースラインにステッププロパティのプレフィックス BaselineUsedForDriftCheck を使用して
アクセスできるようになります。その後、モデルを登録すると、DriftCheckBaselinesモデルステッ
プ (p. 2973)新しいモデルバージョンでこれらのベースラインを登録できます。モデルレジストリでこの新
しいモデルバージョンを承認すると、このモデルバージョンの DriftCheckBaseline が次のパイプライ
ンプロセスの ClarifyCheck ステップと QualityCheck ステップで使用できるようになります。将来の
モデルバージョンで特定のチェックタイプのベースラインを更新する場合は、register_new_baseline
を True に設定すると、プレフィックス BaselineUsedForDriftCheck の付いたプロパティが新しく計
算されたベースラインになります。こうすることで、将来トレーニングするモデルの優先ベースラインを
保持したり、必要に応じてドリフトチェックのベースラインを更新したりして、モデルトレーニングのイ
テレーション全体のベースラインの進化とライフサイクルを管理できます。
以下の図は、ベースラインの進化とライフサイクルをモデルバージョンを中心にして示しています。
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Amazon EventBridge との統合
Amazon EventBridge を使用すると、Amazon SageMaker Model Building Pipelines の実行をスケジュー
ルできます。Amazon SageMaker Model Building Pipelines は、Amazon EventBridge でターゲットとし
てサポートされています。これにより、イベントバス内の任意のイベントに基づいて、モデル構築パイ
プラインの実行を開始できます。EventBridge を使用すると、パイプラインの実行を自動化して、トレー
ニングジョブやエンドポイントのステータス変更などのイベントに自動的に対応できます。イベントに
は、Amazon S3 バケットへの新しいファイルのアップロード、ドリフトによる Amazon SageMaker エン
ドポイントのステータスの変化、Amazon Simple Notification Service (SNS) のトピックなどがあります。
自動的にトリガーできる SageMaker Pipelines アクションは以下のとおりです。
• StartPipelineExecution
SageMaker ジョブのスケジュール設定の詳細については、「Amazon EventBridge を使用して SageMaker
を自動化する」を参照してください。

Amazon EventBridge を使用してパイプラインをスケジュールする
Amazon CloudWatch Events を使用してパイプラインの実行を開始するには、EventBridge ルー
ルを作成する必要があります。イベントのルールを作成する際は、ルールにマッチするイベントを
EventBridge が受信したときに実行するターゲットアクションを指定します。イベントがルールに一致す
ると、EventBridge は指定されたターゲットにイベントを送信し、ルールに定義されているアクションを
開始します。
以下のチュートリアルでは、EventBridge コンソールまたは AWS CLI を使用し、EventBridge でパイプラ
インの実行をスケジュールする方法を説明します。

前提条件
• SageMaker::StartPipelineExecution アクセス許可で EventBridge が引き受けることができる
ロール。このロールは、EventBridge コンソールからルールを作成すると、自動で作成できます。それ
以外の場合は、このロールを自分で作成する必要があります。SageMaker ロールの作成の詳細について
は、「SageMaker ロール」を参照してください。
• スケジュールする Amazon SageMaker パイプライン。Amazon SageMaker パイプラインを作成する場
合は、「パイプラインを定義する」を参照してください。

EventBridge コンソールを使用して EventBridge ルールを作成する
以下の手順では、EventBridge コンソールを使用して EventBridge ルールを作成する方法を説明します。
1.

EventBridge コンソールに移動します。

2.

左側にある [Rules] (ルール) を選択します。

3.

Create Rule を選択します。

4.

ルールの名前と説明を入力します。

5.

このルールの開始方法を選択します。ルールには、次の選択肢があります。
• Event pattern (イベントパターン): パターンに一致するイベントが発生したときにルールが開始され
ます。特定のタイプのイベントに一致する事前定義済みのパターンを選択するか、カスタムパター
ンを作成できます。事前定義済みパターンを選択した場合は、このパターンを編集してカスタマイ
ズできます。イベントパターンの詳細については、「CloudWatch Events のイベントパターン」を
参照してください。
• Schedule (スケジュール): ルールは指定されたスケジュールに従って定期的に開始されます。指
定した分数、時間数、週数で定期的に開始する固定レートのスケジュールを使用できます。ま
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た、cron 式を使用すれば、「毎月第 1 月曜日の午前 8 時」など、よりきめ細かいスケジュールを作
成できます。カスタムイベントバスまたはパートナーイベントバスでは、スケジュールはサポート
されていません。
6.

目的のイベントバスを選択します。

7.

イベントがイベントパターンと一致した場合またはスケジュールが開始された場合に呼び出すター
ゲットを選択します。1 件のルールあたり最大 5 個のターゲットを追加できます。ターゲットドロッ
プダウンリストで [SageMaker Pipeline] を選択します。

8.

パイプラインのドロップダウンリストから、開始するパイプラインを選択します。

9.

名前と値のペアを使用して、パイプラインの実行に渡すパラメータを追加します。パラメータ値は、
静的な値または動的な値を使用できます。Amazon SageMaker パイプラインのパラメータの詳細につ
いては、「AWS::Events::Rule SagemakerPipelineParameters」を参照してください。
• 静的な値は、パイプラインが開始されるたびにパイプラインの実行に渡されます。例え
ば、{"Name": "Instance_type", "Value": "ml.4xlarge"} がパラメータリストに指
定されている場合、EventBridge がパイプラインを開始するたびに、これがパラメータとして
StartPipelineExecutionRequest に渡されます。
• 動的な値は JSON パスを使用して指定します。EventBridge がイベントのペイロードから値を解析
し、パイプラインの実行に渡します。。例:

10. このルールに使用するロールを選択します。既存のロールを使用するか、新しいロールを作成できま
す。
11. (オプション) タグを追加します。
12. Create を選択して、ルールを確定します。
これでルールが有効になり、パイプラインの実行を開始する準備が整います。

AWS CLI を使用して EventBridge ルールを作成する
以下の手順では、AWS CLI を使用して EventBridge ルールを作成する方法について説明します。
1.

開始するルールを作成します。AWS CLI を使用して EventBridge ルールを作成する場合、ルールの開
始方法には、イベントパターンとスケジュールの 2 つのオプションがあります。
• Event pattern (イベントパターン): パターンに一致するイベントが発生したときにルールが開始され
ます。特定のタイプのイベントに一致する事前定義済みのパターンを選択するか、カスタムパター
ンを作成できます。事前定義済みのパターンを選択した場合は、このパターンを編集してカスタマ
イズできます。 次のコマンドを使用すると、イベントパターンによるルールを作成できます。
aws events put-rule --name <RULE_NAME> ----event-pattern <YOUR_EVENT_PATTERN> -description <RULE_DESCRIPTION> --role-arn <ROLE_TO_EXECUTE_PIPELINE> --tags <TAGS>

• Schedule (スケジュール): ルールは指定したスケジュールに従って定期的に開始されます。指定し
た分数、時間数、週数で定期的に開始する固定レートのスケジュールを使用できます。また、cron
式を使用すれば、「毎月第 1 月曜日の午前 8 時」など、よりきめ細かいスケジュールを作成できま
す。カスタムイベントバスまたはパートナーイベントバスでは、スケジュールはサポートされてい
ません。次のコマンドを使用すると、スケジュールによるルールを作成できます。
aws events put-rule --name <RULE_NAME> --schedule-expression <YOUR_CRON_EXPRESSION>
--description <RULE_DESCRIPTION> --role-arn <ROLE_TO_EXECUTE_PIPELINE> --tags <TAGS>

2.

イベントがイベントパターンと一致した場合またはスケジュールが開始された場合に呼び出すター
ゲットを追加します。1 件のルールあたり最大 5 個のターゲットを追加できます。 ターゲットごと
に、以下を指定する必要があります。
• ARN: パイプラインのリソース ARN。
• ロール ARN: パイプラインを実行するために EventBridge が引き受けるロールの ARN。
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• パラメータ: 渡される Amazon SageMaker パイプラインパラメータ。
3.

以下のコマンドを実行して、Amazon SageMaker パイプラインを put-targe を使用するルールのター
ゲットとして渡します。
aws events put-targets --rule <RULE_NAME> --event-bus-name <EVENT_BUS_NAME>
--targets "[{\"Id\": <ID>, \"Arn\": <RESOURCE_ARN>, \"RoleArn\": <ROLE_ARN>,
\"SageMakerPipelineParameter\": { \"SageMakerParameterList\": [{\"Name\": <NAME>,
\"Value\": <VALUE>}]} }]"]

Amazon SageMaker Experiments の統合
Amazon SageMaker Model Building Pipelines は Amazon SageMaker Experiments と密接に統合され
ています。デフォルトでは、SageMaker Pipelines がパイプラインを作成して実行するときに、次の
SageMaker Experments エンティティがないと、エンティティが作成されます。
• パイプラインの実験
• パイプラインの実行ごとのトライアル
• パイプラインの実行ステップで作成された各 SageMaker ジョブのトライアルに追加されるトライアル
コンポーネント
SageMaker モデルトレーニング実験の複数のトライアルでメトリクスを比較するのと同じように、複数の
パイプラインの実行でモデルトレーニングの精度などのメトリクスを比較できます。
以下のサンプルは、Amazon SageMaker Python SDK のPipeline に関連するパラメータを示しています。
Pipeline(
name="MyPipeline",
parameters=[...],
pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
ExecutionVariables.PIPELINE_NAME,
ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID
),
steps=[...]
)

パイプラインの実験とトライアルを作成しない場合は、pipeline_experiment_config を None に設
定します。

Note
Experiments の統合は Amazon SageMaker Python SDK v2.41.0 で導入されました。
以下の命名規則は、pipeline_experiment_config の ExperimentName と TrialName のパラメー
タで指定した内容に基づいて適用されます。
• ExperimentName を指定しない場合は、パイプライン name が実験名に使用されます。
ExperimentName を指定する合は、それが実験名に使用されます。同じ名前の実験がある場合は、パ
イプラインで作成されたトライアルが既存の実験に追加されます。同じ名前の実験がない場合は、新し
い実験が作成されます。
• TrialName を指定しない場合は、パイプラインの実行 ID がトライアル名に使用されます。
TrialName を指定する合は、それがトライアル名に使用されます。同じ名前のトライアルがある場合
は、パイプラインで作成されたトライアルコンポーネントが既存のトライアルに追加されます。同じ名
前のトライアルがない場合は、新しいトライアルが作成されます。
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Note
エンティティを作成したパイプラインが削除されても、実験エンティティは削除されませ
ん。SageMaker Experments API を使用すると、エンティティを削除できます。詳細について
は、「クリーンアップ SageMaker 実験リソース (p. 2111)」を参照してください。
パイプラインに関連付けられた SageMaker Experiment エンティティを表示する方法については、
「SageMaker Pipelines によって作成された実験エンティティを表示する (p. 3028)」を参照してくださ
い。SageMaker Experiments の詳細については、「Amazon でMachine Learning を管理する SageMaker
実験 (p. 2091)」を参照してください。
以下のセクションでは、ここまでのルールのサンプルと、パイプライン定義ファイルでのルールの
記述方法を紹介します。パイプライン定義ファイルの詳細については、「SageMaker Pipelines の概
要 (p. 2963)」を参照してください。
トピック
• デフォルトの動作 (p. 3001)
• Experiments の統合を無効にする (p. 3001)
• カスタム実験名を指定する (p. 3002)
• カスタムトライアル名を指定する (p. 3002)

デフォルトの動作
パイプラインを作成する
pipeline_experiment_config は省略しています。ExperimentName のデフォルトはパイプライン
name、TrialName のデフォルトは実行 ID です。
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[...],
steps=[step_train]
)

パイプライン定義ファイル
{

}

"Version": "2020-12-01",
"Parameters": [
{
"Name": "InputDataSource"
},
{
"Name": "InstanceCount",
"Type": "Integer",
"DefaultValue": 1
}
],
"PipelineExperimentConfig": {
"ExperimentName": {"Get": "Execution.PipelineName"},
"TrialName": {"Get": "Execution.PipelineExecutionId"}
},
"Steps": [...]

Experiments の統合を無効にする
パイプラインを作成する

3001

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
パイプラインの概要

pipeline_experiment_config は None に設定されています。
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[...],
pipeline_experiment_config=None,
steps=[step_train]
)

パイプライン定義ファイル
前のデフォルトの例と同じですが、PipelineExperimentConfig がありません。

カスタム実験名を指定する
カスタム実験名を使用します。トライアル名は、デフォルトの動作と同様に、実行 ID に設定されます。
パイプラインを作成する
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[...],
pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
"CustomExperimentName",
ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID
),
steps=[step_train]
)

パイプライン定義ファイル
{

}

...,
"PipelineExperimentConfig": {
"ExperimentName": "CustomExperimentName",
"TrialName": {"Get": "Execution.PipelineExecutionId"}
},
"Steps": [...]

カスタムトライアル名を指定する
カスタムトライアル名が使用され、実行 ID が追加されます。実験名は、デフォルトの動作と同様に、パイ
プライン名に設定されます。
パイプラインを作成する
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[...],
pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
ExecutionVariables.PIPELINE_NAME,
Join(on="-", values=["CustomTrialName", ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID])
),
steps=[step_train]
)

パイプライン定義ファイル
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{

}

...,
"PipelineExperimentConfig": {
"ExperimentName": {"Get": "Execution.PipelineName"},
"TrialName": {
"On": "-",
"Values": [
"CustomTrialName",
{"Get": "Execution.PipelineExecutionId"}
]
}
},
"Steps": [...]

ローカルMo
SageMaker Pipelines ローカルモードは、マネージド SageMaker サービスでパイプラインを実行する前
に、トレーニング、処理、推論スクリプト、およびパイプラインパラメーターのランタイム互換性を簡単
にテストする方法です。ローカルモードを使用すると、小さいデータセットを使用して SageMaker パイ
プラインをローカルでテストできます。これにより、マネージドサービスを使用するコストをかけずに、
ユーザースクリプトとパイプライン定義自体のエラーをすばやく簡単にデバッグできます。
パイプラインのローカルモードは、SageMaker ジョブのローカルモードを内部で活用します。これは
SageMaker Python SDK の機能で、Docker コンテナを使用して SageMaker のビルトインイメージまたは
カスタムイメージをローカルで実行できます。パイプラインのローカルモードは、SageMaker ジョブの
ローカルモードの上に構築されています。したがって、これらのジョブを個別に実行した場合と同じ結果
が期待できます。たとえば、ローカルモードでは引き続き Amazon S3 を使用してモデルアーティファク
トと処理出力をアップロードします。ローカルジョブによって生成されたデータをローカルディスクに保
存したい場合は、ローカルモードで説明されている設定を使用できます。
パイプラインローカルModes では、現在以下のステップタイプがサポートされています。
• トレーニングステップ (p. 2972)
• 処理ステップ (p. 2971)
• 変換ステップ (p. 2977)
• モデルステップ (モデル作成引数のみ)
• 条件ステップ (p. 2977)
• 失敗ステップ (p. 2986)
Parallelism Configuration を使用して複数のステップをparallel して実行できるマネージド Pipelines サービ
スとは対照的に、ローカルのパイプラインエグゼキューターはステップを順番に実行します。そのため、
ローカルパイプラインの全体的な実行パフォーマンスは、クラウドで実行されるパイプラインよりも劣る
可能性があります。これは主に、データセットのサイズ、アルゴリズム、およびローカルコンピューター
の能力に依存します。また、ローカルモードで実行されたパイプラインは SageMaker Experiments には記
録されないことにも注意してください。

Note
パイプラインのローカルモードは XGBoost などの SageMaker アルゴリズムと互換性がありませ
ん。これらのアルゴリズムを使用する場合は、スクリプトモードで使用する必要があります。
パイプラインをローカルで実行するには、sagemaker_sessionパイプラインステップとパイプラ
イン自体に関連するフィールドがタイプである必要がありますLocalPipelineSession。次の例
は、SageMaker パイプラインを定義してローカルで実行する方法を示しています。
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from sagemaker.workflow.pipeline_context import LocalPipelineSession
local_pipeline_session = LocalPipelineSession()
pytorch_estimator = PyTorch(
sagemaker_session=local_pipeline_session,
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_type="ml.c5.xlarge",
instance_count=1,
framework_version="1.8.0",
py_version="py36",
entry_point="./entry_point.py",
)
step = TrainingStep(
name="MyTrainingStep",
step_args=pytorch_estimator.fit(
inputs=TrainingInput(s3_data="s3://my-bucket/my-data/train"),
)
)
pipeline = Pipeline(
name="MyPipeline",
steps=[step],
sagemaker_session=local_pipeline_session
)
pipeline.create(
role_arn=sagemaker.get_execution_role(),
description="local pipeline example"
)
// pipeline will execute locally
execution = pipeline.start()
steps = execution.list_steps()
training_job_name = steps['PipelineExecutionSteps'][0]['Metadata']['TrainingJob']['Arn']
step_outputs = pipeline_session.sagemaker_client.describe_training_job(TrainingJobName =
training_job_name)

マネージド SageMaker PipelinesLocalPipelineSession サービスでパイプラインを実行する準備がで
きたら、前のコードスニペットをPipelineSession (次のコードサンプルに示されているように) に置き
換えてコードを再実行することで実行できます。

from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
pipeline_session = PipelineSession()

Amazon SageMaker Model Building Pipelines をトラブルシュー
ティングする
Amazon SageMaker Model Building Pipelines の使用時には、さまざまな理由で問題が発生する可能性があ
ります。このトピックでは、一般的なエラーとその解決方法について説明します。
パイプライン定義の問題
パイプライン定義が正しくフォーマットされていない可能性があります。その結果として実行が失敗し
たり、ジョブが不正確になったりすることがあります。これらのエラーは、パイプラインが作成された
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とき、または実行が発生したときに見つかります。定義が検証されない場合、SageMaker Pipelines は
JSON ファイル内のフォーマットに問題がある文字を特定するエラーメッセージを返します。この問題を
解決するには、SageMaker Python SDK を使用して作成されたステップが正確かどうかを確認します。
パイプライン定義にステップを含めることができるのは 1 回のみです。このため、ステップは、条件ス
テップの一部かつ同じパイプライン内のパイプラインとして同時に存在することはできません。
パイプラインログを確認する
以下のコマンドを使用すると、ステップのステータスを表示できます。
execution.list_steps()

各ステップには、以下の情報が含まれます。
• パイプラインによって起動されるエンティティの ARN (SageMaker ジョブ ARN、モデル ARN、モデル
パッケージ ARN など)。
• 失敗の理由には、ステップの失敗の簡単な説明が含まれます。
• ステップが条件ステップの場合、条件が true または false のどちらに評価されるかが含まれます。
• 実行で前のジョブ実行を再利用する場合は、CacheHit にソースの実行が一覧表示されます。
Amazon SageMaker Studio インターフェイスでエラーメッセージとログを表示することもできま
す。Studio でログを確認する方法については、「パイプラインの実行を表示する (p. 3025)」を参照して
ください。
アクセス許可がない
パイプラインの実行を作成するロールや、パイプラインの実行の各ジョブを作成するステップには、
適切なアクセス許可が必要です。これらのアクセス許可がないと、パイプラインの実行を送信した
り、SageMaker ジョブを期待どおりに実行したりできないことがあります。アクセス許可が適切に設定さ
れていることを確認する方法については、「IAM アクセス管理 (p. 2965)」を参照してください。
ジョブ実行エラー
SageMaker ジョブの機能を定義するスクリプトの問題により、ステップの実行時に問題が発生すること
があります。それぞれのジョブには一連の CloudWatch ログがあります。これらのログを Studio から表
示する方法については、「パイプラインの実行を表示する (p. 3025)」を参照してください。SageMaker
で CloudWatch ログを使用する方法については、「Amazon Logs SageMaker Amazon のイベント
CloudWatch (p. 3445)」を参照してください。
プロパティファイルのエラー
パイプラインでプロパティファイルが正しく実装されないと、問題が発生することがあります。プロ
パティファイルの実装が期待どおりに動作するようにする方法については、「プロパティファイルと
JsonGet (p. 2989)」を参照してください。

SageMaker パイプラインを作成して管理する
Amazon SageMaker Model Building Pipelines を使用すると、SageMaker ジョブを管理およびデプロイす
るエンドツーエンドのワークフローを作成できます。SageMaker Pipelines には SageMaker Python SDK
の統合が付属しているため、Python ベースのインターフェイスを使用してパイプラインの各ステップを構
築できます。
パイプラインがデプロイされると、Amazon SageMaker Studio を使用してパイプラインの Directed
Acyclic Graph (DAG) を表示したり、実行を管理したりできます。SageMaker Studio を使用すると、現
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在および過去のパイプラインに関する情報の取得、実行の比較、実行の DAG の参照、メタデータ情報
の取得などを行うことができます。SageMaker Studio からパイプラインを表示する方法については、
「SageMaker Studio で SageMaker パイプラインを表示、追跡、実行する (p. 3021)」を参照してくださ
い。
トピック
• パイプラインを定義する (p. 3006)
• パイプラインを実行する (p. 3018)
• SageMaker Studio で SageMaker パイプラインを表示、追跡、実行する (p. 3021)

パイプラインを定義する
Amazon SageMaker Model Building Pipelines を使用してワークフローをオーケストレートするに
は、JSON パイプライン定義の形式で Directed Acyclic Graph (DAG) を生成する必要があります。以下の
画像は、このチュートリアルで作成するパイプライン DAG を表しています。

SageMaker Python SDK を使用すると JSON パイプライン定義を生成できます。以下のチュートリアルで
は、回帰問題を解決するパイプラインのパイプライン定義を生成し、その物理的な測定値に基づいてアワ
ビの年齢を判断する方法を説明します。このチュートリアルの実行可能なコンテンツを含む Jupyter ノー
トブックについては、「Amazon SageMaker Model Building Pipelines でジョブをオーケストレートする」
を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 3007)
• パイプラインの作成 (p. 3007)
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前提条件
次のチュートリアルを実行するには、以下の操作を実行する必要があります。
• 「ノートブックインスタンスを作成する」の説明に従って、ノートブックインスタンスを設定します。
これにより、Amazon S3 での読み取りと書き込み、SageMaker でのトレーニング、バッチ変換、処理
ジョブの作成のアクセス許可がロールに与えられます。
• 「ロールのアクセス許可ポリシーの変更 (コンソール)」に示すように、独自のロールを取得および渡す
アクセス許可をノートブックに付与します。次の JSON スニペットを追加して、このポリシーをロール
にアタッチします。<your-role-arn> をノートブックインスタンスの作成に使用する ARN に置き換
えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "<your-role-arn>"
}
]

• 「ロールの信頼ポリシーの変更」の手順に従って、SageMaker サービスプリンシパルを信頼します。
ロールの信頼関係に次のステートメントの断片を追加します。
{

}

"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

環境のセットアップ
次のコードブロックを使用して、新しい SageMaker セッションを作成します。このコードブロックで
は、セッションのロール ARN が返されます。このロール ARN は、前提条件として設定した実行ロール
ARN になります。
import boto3
import sagemaker
import sagemaker.session
region = boto3.Session().region_name
sagemaker_session = sagemaker.session.Session()
role = sagemaker.get_execution_role()
default_bucket = sagemaker_session.default_bucket()
model_package_group_name = f"AbaloneModelPackageGroupName"

パイプラインの作成
SageMaker ノートブックインスタンスから以下の手順を実行して、前処理、トレーニング、評価、条件の
評価、モデル登録のステップを含むパイプラインを作成します。
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ステップ 1: データセットをダウンロードする
このノートブックでは、UCI Machine Learning Abalone Dataset を使用します。データセットには、次の
特徴が含まれています。
• length - アワビの最長の殻の測定値。
• diameter - アワビの長さに垂直な直径。
• height - 殻に身が入った状態のアワビの高さ。
• whole_weight - アワビ全体の重量。
• shucked_weight - アワビから取り出した身の重量。
• viscera_weight - 血を抜いた後のアワビの内臓の重量。
• shell_weight - 身を取り除き乾燥させた後のアワビの殻の重量。
• sex - アワビの性別。「M」、「F」、「I」のいずれか。「I」は子供のアワビを表す。
• rings - アワビの殻の輪の数。
アワビの殻の輪の数によって、年齢の近似値が求められます (公式 age=rings + 1.5 を使用)。ただし、
この数の取得には時間がかかります。コーンから殻を切断し、断面を染色して、顕微鏡で覗きながら輪の
数を数えなければなりません。ただし、他の物理的な測定値は簡単に求められます。このノートブックで
はデータセットを使用し、他の物理的な測定値を用いた不定の輪の数の予測モデルを構築します。

データセットをダウンロードするには
1.

アカウントのデフォルトの Amazon S3 バケットにデータセットをダウンロードします。
!mkdir -p data
local_path = "data/abalone-dataset.csv"
s3 = boto3.resource("s3")
s3.Bucket(f"sagemaker-servicecatalog-seedcode-{region}").download_file(
"dataset/abalone-dataset.csv",
local_path
)
base_uri = f"s3://{default_bucket}/abalone"
input_data_uri = sagemaker.s3.S3Uploader.upload(
local_path=local_path,
desired_s3_uri=base_uri,
)
print(input_data_uri)

2.

モデルを作成したら、バッチ変換用の 2 つ目のデータセットをダウンロードします。
local_path = "data/abalone-dataset-batch"
s3 = boto3.resource("s3")
s3.Bucket(f"sagemaker-servicecatalog-seedcode-{region}").download_file(
"dataset/abalone-dataset-batch",
local_path
)
base_uri = f"s3://{default_bucket}/abalone"
batch_data_uri = sagemaker.s3.S3Uploader.upload(
local_path=local_path,
desired_s3_uri=base_uri,
)
print(batch_data_uri)
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ステップ 2: パイプラインのパラメータを定義する
このコードブロックは、パイプラインの以下のパラメータを定義します。
• processing_instance_count - 処理ジョブのインスタンス数。
• input_data - 入力データの Amazon S3 の場所。
• batch_data - バッチ変換用の入力データの Amazon S3 の場所。
• model_approval_status - CI/CD のトレーニング済みモデルを登録するための承認ステータス。詳細
については、「SageMaker プロジェクトで MLOps を自動化する (p. 3036)」を参照してください。

from sagemaker.workflow.parameters import (
ParameterInteger,
ParameterString,
)
processing_instance_count = ParameterInteger(
name="ProcessingInstanceCount",
default_value=1
)
model_approval_status = ParameterString(
name="ModelApprovalStatus",
default_value="PendingManualApproval"
)
input_data = ParameterString(
name="InputData",
default_value=input_data_uri,
)
batch_data = ParameterString(
name="BatchData",
default_value=batch_data_uri,
)

ステップ 3: 特徴エンジニアリングの処理ステップを定義する
このセクションでは、データセットからトレーニング用のデータを準備するための処理ステップの作成方
法について説明します。

処理ステップを作成するには
1.

処理スクリプト用のディレクトリを作成します。
!mkdir -p abalone

2.

/abalone ディレクトリに次の内容で preprocessing.py というファイルを作成します。この前
処理スクリプトは、入力データに対する実行の処理ステップに渡されます。その後、トレーニングス
テップで、前処理されたトレーニング用の特徴とラベルを使用してモデルがトレーニングされ、評価
ステップで、トレーニング済みモデルと前処理されたテスト用の特徴とラベルを使用してモデルが評
価されます。スクリプトは scikit-learn を使用して次の処理を実行します。
• 不足している sex カテゴリデータと入力し、トレーニング用にエンコードします。
• rings と sex を除くすべての数値フィールドをスケーリングして正規化します。
• データをトレーニング、テスト、検証のデータセットに分割します。

%%writefile abalone/preprocessing.py
import argparse
import os
import requests
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import tempfile
import numpy as np
import pandas as pd
from
from
from
from

sklearn.compose import ColumnTransformer
sklearn.impute import SimpleImputer
sklearn.pipeline import Pipeline
sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder

# Because this is a headerless CSV file, specify the column names here.
feature_columns_names = [
"sex",
"length",
"diameter",
"height",
"whole_weight",
"shucked_weight",
"viscera_weight",
"shell_weight",
]
label_column = "rings"
feature_columns_dtype = {
"sex": str,
"length": np.float64,
"diameter": np.float64,
"height": np.float64,
"whole_weight": np.float64,
"shucked_weight": np.float64,
"viscera_weight": np.float64,
"shell_weight": np.float64
}
label_column_dtype = {"rings": np.float64}
def merge_two_dicts(x, y):
z = x.copy()
z.update(y)
return z
if __name__ == "__main__":
base_dir = "/opt/ml/processing"
df = pd.read_csv(
f"{base_dir}/input/abalone-dataset.csv",
header=None,
names=feature_columns_names + [label_column],
dtype=merge_two_dicts(feature_columns_dtype, label_column_dtype)
)
numeric_features = list(feature_columns_names)
numeric_features.remove("sex")
numeric_transformer = Pipeline(
steps=[
("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),
("scaler", StandardScaler())
]
)
categorical_features = ["sex"]
categorical_transformer = Pipeline(
steps=[
("imputer", SimpleImputer(strategy="constant", fill_value="missing")),
("onehot", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore"))
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)

]

preprocess = ColumnTransformer(
transformers=[
("num", numeric_transformer, numeric_features),
("cat", categorical_transformer, categorical_features)
]
)
y = df.pop("rings")
X_pre = preprocess.fit_transform(df)
y_pre = y.to_numpy().reshape(len(y), 1)
X = np.concatenate((y_pre, X_pre), axis=1)
np.random.shuffle(X)
train, validation, test = np.split(X, [int(.7*len(X)), int(.85*len(X))])
pd.DataFrame(train).to_csv(f"{base_dir}/train/train.csv", header=False,
index=False)
pd.DataFrame(validation).to_csv(f"{base_dir}/validation/validation.csv",
header=False, index=False)
pd.DataFrame(test).to_csv(f"{base_dir}/test/test.csv", header=False, index=False)

3.

SKLearnProcessor のインスタンスを作成して処理ステップに渡します。
from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor
framework_version = "0.23-1"
sklearn_processor = SKLearnProcessor(
framework_version=framework_version,
instance_type="ml.m5.xlarge",
instance_count=processing_instance_count,
base_job_name="sklearn-abalone-process",
role=role,
)

4.

処理ステップを作成します。このステップは、SKLearnProcessor、入出力チャネル、作成した
preprocessing.py スクリプトを受け取ります。これは、SageMaker Python SDK のプロセッサイ
ンスタンスの run メソッドと非常によく似ています。ProcessingStep に渡される input_data パ
ラメータはステップ自体の入力データです。この入力データは、プロセッサインスタンスの実行時に
使用されます。
"train、"validation、"test" で指定されるチャネルは、処理ジョブの出力設定で指定されたも
のになります。このようなステップ Properties は、後続のステップで使用し、実行時にランタイム
値に解決できます。
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep
step_process = ProcessingStep(
name="AbaloneProcess",
processor=sklearn_processor,
inputs=[
ProcessingInput(source=input_data, destination="/opt/ml/processing/input"),
],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"),
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ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/
validation"),
ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
],
code="abalone/preprocessing.py",
)

ステップ 4: トレーニングステップを定義する
このセクションでは、SageMaker XGBoost アルゴリズムを使用し、処理ステップのトレーニングデータ
出力でロジスティック回帰モデルをトレーニングする方法を説明します。

トレーニングステップを定義するには
1.

トレーニングからモデルを保存するモデルパスを指定します。
model_path = f"s3://{default_bucket}/AbaloneTrain"

2.

XGBoost アルゴリズムの推定器と入力データセットを設定します。トレーニングインスタンスタイプ
は、推定器に渡されます。一般的なトレーニングスクリプトでは、入力チャネルからのデータの読み
込み、ハイパーパラメータを使用したトレーニングの設定、モデルのトレーニング、後でホストでき
るようにするための model_dir へのモデルの保存が行われます。SageMaker はトレーニングジョブ
の終了時に、model.tar.gz の形式でモデルを Amazon S3 にアップロードします。
from sagemaker.estimator import Estimator
image_uri = sagemaker.image_uris.retrieve(
framework="xgboost",
region=region,
version="1.0-1",
py_version="py3",
instance_type="ml.m5.xlarge"
)
xgb_train = Estimator(
image_uri=image_uri,
instance_type="ml.m5.xlarge",
instance_count=1,
output_path=model_path,
role=role,
)
xgb_train.set_hyperparameters(
objective="reg:linear",
num_round=50,
max_depth=5,
eta=0.2,
gamma=4,
min_child_weight=6,
subsample=0.7,
silent=0
)

3.

推定器インスタンスと ProcessingStep のプロパティを使用して TrainingStep を作成します。
具体的には、"train" の S3Uri と TrainingStep への "validation" 出力チャネルを渡しま
す。
from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TrainingStep
step_train = TrainingStep(
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name="AbaloneTrain",
estimator=xgb_train,
inputs={
"train": TrainingInput(
s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"train"
].S3Output.S3Uri,
content_type="text/csv"
),
"validation": TrainingInput(
s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"validation"
].S3Output.S3Uri,
content_type="text/csv"
)
},

ステップ 5: モデル評価の処理ステップを定義する
このセクションでは、モデルの精度を評価するための処理ステップの作成方法を説明します。このモデル
評価の結果は、条件ステップで使用する実行パスを決定するために使用されます。

モデル評価の処理ステップを定義するには
1.

/abalone ディレクトリに evaluation.py という名前のファイルを作成します。このスクリプト
は、モデル評価を実行するための処理ステップで使用されます。トレーニング済みのモデルとテスト
データセットを入力として受け取り、分類評価メトリクスを含む JSON ファイルを生成します。
%%writefile abalone/evaluation.py
import json
import pathlib
import pickle
import tarfile
import joblib
import numpy as np
import pandas as pd
import xgboost
from sklearn.metrics import mean_squared_error
if __name__ == "__main__":
model_path = f"/opt/ml/processing/model/model.tar.gz"
with tarfile.open(model_path) as tar:
tar.extractall(path=".")
model = pickle.load(open("xgboost-model", "rb"))
test_path = "/opt/ml/processing/test/test.csv"
df = pd.read_csv(test_path, header=None)
y_test = df.iloc[:, 0].to_numpy()
df.drop(df.columns[0], axis=1, inplace=True)
X_test = xgboost.DMatrix(df.values)
predictions = model.predict(X_test)
mse = mean_squared_error(y_test, predictions)
std = np.std(y_test - predictions)
report_dict = {
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}

"regression_metrics": {
"mse": {
"value": mse,
"standard_deviation": std
},
},

output_dir = "/opt/ml/processing/evaluation"
pathlib.Path(output_dir).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
evaluation_path = f"{output_dir}/evaluation.json"
with open(evaluation_path, "w") as f:
f.write(json.dumps(report_dict))

2.

ProcessingStep の作成に使用される ScriptProcessor のインスタンスを作成します。
from sagemaker.processing import ScriptProcessor
script_eval = ScriptProcessor(
image_uri=image_uri,
command=["python3"],
instance_type="ml.m5.xlarge",
instance_count=1,
base_job_name="script-abalone-eval",
role=role,
)

3.

プロセッサインスタンス、入出力チャネル、evaluation.py スクリプトを使用して
ProcessingStep を作成します。具体的には、step_train トレーニングステップの
S3ModelArtifacts プロパティと、step_process 処理ステップの "test" 出力チャネルの
S3Uri を渡します。これは、SageMaker Python SDK のプロセッサインスタンスの run メソッドと
非常によく似ています。
from sagemaker.workflow.properties import PropertyFile
evaluation_report = PropertyFile(
name="EvaluationReport",
output_name="evaluation",
path="evaluation.json"
)
step_eval = ProcessingStep(
name="AbaloneEval",
processor=script_eval,
inputs=[
ProcessingInput(
source=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
destination="/opt/ml/processing/model"
),
ProcessingInput(
source=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"test"
].S3Output.S3Uri,
destination="/opt/ml/processing/test"
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name="evaluation", source="/opt/ml/processing/
evaluation"),
],
code="abalone/evaluation.py",
property_files=[evaluation_report],
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ステップ 6: バッチ変換用の CreateModelStep を定義する
Important
SageMaker Python SDK の v2.90.0 の時点で、モデルステップ (p. 2973)を使用してモデルを作成
することをお勧めします。 CreateModelStepSageMaker Python SDK の以前のバージョンでも
引き続き動作しますが、現在は積極的にサポートされていません。
このセクションでは、トレーニングステップの出力から SageMaker モデルを作成する方法を説明しま
す。このモデルは、新しいデータセットのバッチ変換に使用されます。このステップは条件ステップに渡
され、条件ステップが true と評価された場合にのみ実行されます。

バッチ変換用の CreateModelStep を定義するには
1.

SageMaker モデルを作成します。step_train トレーニングステップの S3ModelArtifacts プロ
パティを渡します。
from sagemaker.model import Model
model = Model(
image_uri=image_uri,
model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
sagemaker_session=sagemaker_session,
role=role,
)

2.

SageMaker モデルのモデル入力を定義します。
from sagemaker.inputs import CreateModelInput
inputs = CreateModelInput(
instance_type="ml.m5.large",
accelerator_type="ml.eia1.medium",
)

3.

CreateModelInput と定義した SageMaker モデルインスタンスを使用して、CreateModelStep
を作成します。
from sagemaker.workflow.steps import CreateModelStep
step_create_model = CreateModelStep(
name="AbaloneCreateModel",
model=model,
inputs=inputs,
)

ステップ 7: バッチ変換を実行するための TransformStep を定義する
このセクションでは、モデルのトレーニング後にデータセットにバッチ変換を実行する TransformStep
の作成方法について説明します。このステップは条件ステップに渡され、条件ステップが true と評価さ
れた場合にのみ実行されます。
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バッチ変換を実行するための TransformStep を定義するには
1.

該当するコンピューティングインスタンスタイプ、インスタンス数、目的の出力 Amazon S3 バ
ケット URI を使用して、トランスフォーマーインスタンスを作成します。step_create_model
CreateModel ステップの ModelName プロパティを渡します。
from sagemaker.transformer import Transformer
transformer = Transformer(
model_name=step_create_model.properties.ModelName,
instance_type="ml.m5.xlarge",
instance_count=1,
output_path=f"s3://{default_bucket}/AbaloneTransform"
)

2.

定義したトランスフォーマーインスタンスとbatch_data パイプラインパラメータを使用し
て、TransformStep を作成します。
from sagemaker.inputs import TransformInput
from sagemaker.workflow.steps import TransformStep
step_transform = TransformStep(
name="AbaloneTransform",
transformer=transformer,
inputs=TransformInput(data=batch_data)
)

ステップ 8: モデルパッケージを作成するための RegisterModel ステップを定義する
Important
SageMaker Python SDK の v2.90.0 の時点で、モデルステップ (p. 2973)を使用してモデルを登録
することをお勧めします。 RegisterModelSageMaker Python SDK の以前のバージョンでも引
き続き動作しますが、現在は積極的にサポートされていません。
このセクションでは、RegisterModel のインスタンスを構築する方法について説明します。パイプライ
ンで RegisterModel を実行すると、モデルパッケージが作成されます。モデルパッケージは、再利用
可能なモデルアーティファクトを抽象化したものであり、推論に必要なすべての成分がまとめられていま
す。オプションのモデルの重みの場所と共に使用する推論イメージを定義する推論仕様で構成されます。
モデルパッケージグループは、モデルパッケージがまとめられたものです。SageMaker パイプラインで
ModelPackageGroup を使用すると、パイプラインの実行ごとに新しいバージョンとモデルパッケージを
グループに追加できます。モデルのレジストリの詳細については、「モデルレジストリを使用したモデル
の登録とデプロイ (p. 2740)」をご参照ください。
このステップは条件ステップに渡され、条件ステップが true と評価された場合にのみ実行されます。

モデルパッケージを作成するための RegisterModel ステップを定義するには
•

トレーニングステップに使用した推定器インスタンスを使用して RegisterModel ステップ
を作成します。step_train トレーニングステップの S3ModelArtifacts プロパティを渡
し、ModelPackageGroup を作成します。ModelPackageGroup は SageMaker Pipelines で自動的
に作成されます。
from sagemaker.model_metrics import MetricsSource, ModelMetrics
from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel
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model_metrics = ModelMetrics(
model_statistics=MetricsSource(
s3_uri="{}/evaluation.json".format(
step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]
["S3Uri"]
),
content_type="application/json"
)
)
step_register = RegisterModel(
name="AbaloneRegisterModel",
estimator=xgb_train,
model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
content_types=["text/csv"],
response_types=["text/csv"],
inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
model_package_group_name=model_package_group_name,
approval_status=model_approval_status,
model_metrics=model_metrics
)

ステップ 9: モデルの精度を検証するための条件ステップを定義する
ConditionStep を使用すると、ステッププロパティの条件に基づく、パイプライン DAG での条件付き
実行が SageMaker Pipelines でサポートされるようになります。ここでは、モデル評価ステップで決定さ
れるモデルの精度が必要な値を超過した場合にのみ、モデルパッケージを登録する必要があります。さら
に、精度が必要な値を超過すると、パイプラインで SageMaker モデルが作成され、データセットに対し
てバッチ変換が実行されます。このセクションでは、条件ステップを定義する方法について説明します。

モデルの精度を検証するための条件ステップを定義するには
1.

モデル評価の処理ステップ step_eval の出力で見つかった精度値を使用し
て、ConditionLessThanOrEqualTo 条件を定義します。この出力を取得するには、処理ステップ
でインデックス付けしたプロパティファイルと、平均二乗誤差値 "mse" のそれぞれの JSONPath を
使用します。
from sagemaker.workflow.conditions import ConditionLessThanOrEqualTo
from sagemaker.workflow.condition_step import ConditionStep
from sagemaker.workflow.functions import JsonGet
cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo(
left=JsonGet(
step_name=step_eval.name,
property_file=evaluation_report,
json_path="regression_metrics.mse.value"
),
right=6.0
)

2.

ConditionStep を作成します。ConditionEquals 条件を渡し、条件が満たされた場合の次のス
テップとなる、モデルパッケージの登録ステップとバッチ変換ステップを設定します。
step_cond = ConditionStep(
name="AbaloneMSECond",
conditions=[cond_lte],
if_steps=[step_register, step_create_model, step_transform],
else_steps=[],
)
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ステップ 10: パイプラインを作成する
以上ですべてのステップが作成できました。次は、それらのステップをパイプラインに結合します。

パイプラインを作成するには
1.

パイプラインの name、parameters、steps を定義します。名前は、(account, region) ペア内
で一意である必要があります。

Note
ステップは、パイプラインのステップリストまたは条件ステップの if/else ステップリストに
1 回のみ表示できます。また、両方に表示することはできません。
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline
pipeline_name = f"AbalonePipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[
processing_instance_count,
model_approval_status,
input_data,
batch_data,
],
steps=[step_process, step_train, step_eval, step_cond],
)

2.

(オプション) JSON パイプラインの定義を調べて、フォーマットに誤りがないことを確認します。
import json
json.loads(pipeline.definition())

パイプライン定義を SageMaker に送信する準備が整いました。以下のチュートリアルでは、このパイプ
ラインを SageMaker に送信し、実行を開始します。
次のステップ: パイプラインを実行する (p. 3018)

パイプラインを実行する
SageMaker Python SDK を使用してパイプライン定義を作成したら、SageMaker に送信して実行を開始
することができます。以下のチュートリアルでは、パイプラインの送信、実行の開始、その実行結果の確
認、パイプラインの削除方法について説明します。
トピック
• 前提条件 (p. 3018)
• ステップ 1: パイプラインを開始する (p. 3019)
• ステップ 2: パイプラインの実行を確認する (p. 3019)
• ステップ 3: パイプラインの実行のデフォルトパラメータをオーバーライドする (p. 3020)
• ステップ 4: パイプラインの実行を停止して削除する (p. 3021)

前提条件
このチュートリアルでは、以下が必要です。
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• SageMaker ノートブックインスタンス。
• SageMaker Pipelines パイプライン定義。このチュートリアルは、「パイプラインを定義す
る (p. 3006)」チュートリアルを実行して作成したパイプライン定義を使用することを前提としていま
す。

ステップ 1: パイプラインを開始する
最初に、パイプラインを開始する必要があります。

パイプラインを開始するには
1.

JSON パイプラインの定義を調べて、フォーマットに誤りがないことを確認します。
import json
json.loads(pipeline.definition())

2.

パイプライン定義を SageMaker Pipelines サービスに送信し、パイプラインがない場合はパイプラ
インを作成し、存在している場合はパイプラインを更新します。渡されたロールは、SageMaker
Pipelines でステップに定義されているすべてのジョブを作成する際に使用されます。
pipeline.upsert(role_arn=role)

3.

パイプラインの実行を開始します。
execution = pipeline.start()

ステップ 2: パイプラインの実行を確認する
次に、パイプラインの実行を確認する必要があります。

パイプラインの実行を確認するには
1.

パイプラインの実行ステータスを書き留め、パイプラインが正常に作成され、開始されたことを確認
します。
execution.describe()

2.

実行が終了するまで待ちます。
execution.wait()

3.

実行ステップとそのステータスをリストします。
execution.list_steps()

出力は次のようになります。
[{'StepName': 'AbaloneTransform',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 27, 870000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 45, 50, 492000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'TransformJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:useast-2:111122223333:transform-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonetransformptyjoef3jy'}}},
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{'StepName': 'AbaloneRegisterModel',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 929000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 28, 15000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'RegisterModel': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:useast-2:111122223333:model-package/abalonemodelpackagegroupname/1'}}},
{'StepName': 'AbaloneCreateModel',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 895000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 27, 708000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'Model': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:model/
pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonecreatemodel-jl94rai0ra'}}},
{'StepName': 'AbaloneMSECond',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 25, 558000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 329000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'Condition': {'Outcome': 'True'}}},
{'StepName': 'AbaloneEval',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 37, 34, 767000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 18, 80000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'ProcessingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:useast-2:111122223333:processing-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abaloneeval-zfraozhmny'}}},
{'StepName': 'AbaloneTrain',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 34, 55, 867000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 37, 34, 34000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'TrainingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:useast-2:111122223333:training-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonetrain-tavd6f3wdf'}}},
{'StepName': 'AbaloneProcess',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 30, 27, 160000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 34, 48, 390000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'ProcessingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:useast-2:111122223333:processing-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abaloneprocessmgqyfdujcj'}}}]

4.

パイプラインの実行が完了したら、Amazon S3 から結果の evaluation.json ファイルをダウン
ロードして、レポートを確認します。
evaluation_json = sagemaker.s3.S3Downloader.read_file("{}/evaluation.json".format(
step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]["S3Uri"]
))
json.loads(evaluation_json)

ステップ 3: パイプラインの実行のデフォルトパラメータをオーバーライドする
異なるパイプラインパラメータを指定して追加のパイプラインの実行を動作させると、デフォルトをオー
バーライドできます。

デフォルトパラメータをオーバーライドするには
1.

パイプラインの実行を作成します。これにより、モデルの承認ステータスオーバーライドが「承認済
み」に設定された別のパイプラインの実行が開始されます。つまり、SageMaker プロジェクトなどの
CI/CD パイプラインを通じて、RegisterModel ステップで生成されたモデルパッケージバージョン
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を自動的にデプロイする準備が整います。詳細については、「SageMaker プロジェクトで MLOps を
自動化する (p. 3036)」を参照してください。
execution = pipeline.start(
parameters=dict(
ModelApprovalStatus="Approved",
)
)

2.

実行が終了するまで待ちます。
execution.wait()

3.

実行ステップとそのステータスをリストします。
execution.list_steps()

4.

パイプラインの実行が完了したら、Amazon S3 から結果の evaluation.json ファイルをダウン
ロードして、レポートを確認します。
evaluation_json = sagemaker.s3.S3Downloader.read_file("{}/evaluation.json".format(
step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]["S3Uri"]
))
json.loads(evaluation_json)

ステップ 4: パイプラインの実行を停止して削除する
パイプラインの処理が終了したら、継続中の実行を停止し、パイプラインを削除できます。

パイプラインの実行を停止して削除するには
1.

パイプラインの実行を停止します。
execution.stop()

2.

パイプラインを削除します。
pipeline.delete()

SageMaker Studio で SageMaker パイプラインを表示、追跡、実
行する
Amazon SageMaker Studio で Amazon SageMaker パイプラインを表示、追跡、実行するには、Studio
にサインインする必要があります。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。
トピック
• パイプラインの表示 (p. 3022)
• パイプラインの実行を表示する (p. 3025)
• SageMaker Pipelines によって作成された実験エンティティを表示する (p. 3028)
• パイプラインを実行する (p. 3030)
• SageMaker ML パイプラインの系統を追跡する (p. 3032)
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パイプラインの表示
この手順では、パイプラインを直接検索し、パイプラインの詳細ページを表示する方法を示します。プロ
ジェクトの詳細ページに一覧表示されているプロジェクトからパイプラインを見つけることもできます。
プロジェクトに含まれるパイプラインの検索方法については、「SageMaker プロジェクトで MLOps を自
動化する (p. 3036)」を参照してください。

パイプラインのリストを表示するには
1.

Studio の左サイドバーで、[SageMaker resources] (SageMaker リソース) アイコン (
す。

) を選択しま

2.

ドロップダウンリストから [Pipelines] (パイプライン) を選択します。

3.

すべての列を表示するには、[SageMaker resources] (SageMaker リソース) ペインの右端を右にド
ラッグします。検索を使用して、パイプラインのリストを絞り込みます。
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検索は 2 ステッププロセスです。まず、検索する列名に一致する文字を入力します。次に、その列の
項目に一致する文字を入力します。
複数の検索フィルターを使用できます。例えば、次のスクリーンショットでは、表示されるパイプラ
インを aba で始まる名前で、作成者が Me のパイプラインに限定しています。Studio の検索について
は、「Amazonを使って実験を検索する SageMaker スタジオ (p. 2106)」を参照してください。

4.

パイプラインを開いて、パイプラインの詳細を表示します。パイプラインの詳細タブが開き、パイプ
ラインの実行のリストが表示されます。実行を開始したり、他のタブを選択してパイプラインの詳細
を確認したりできます。[Settings] (設定) アイコン (

5.

) を使用すると、表示する列を選択できます。

パイプラインの詳細ページで次のいずれかのタブを選択して、パイプラインの詳細を表示します。
• Executions (実行) - 実行の詳細。実行はこのタブまたは [Graph] (グラフ) タブから開始できます。
• Graph (グラフ) - パイプラインの DAG。
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• Parameters (パラメータ) - モデルの承認ステータスなどを確認できます。

• Settings (設定) - パイプラインに関連付けられたメタデータ。このタブではパイプライン定義ファイ
ルをダウンロードしたり、パイプラインの名前と説明を編集したりできます。
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パイプラインの実行を表示する
この手順では、パイプラインの実行の表示方法について説明します。パイプラインの実行のリストを表示
する方法、 SageMaker の検索を使用してリスト内の実行を絞り込む方法については、「パイプラインの
表示 (p. 3022)」を参照してください。

パイプラインの実行の詳細を表示するには
1.

実行リストで実行を開き、実行の詳細を表示します。実行の詳細タブが開き、パイプラインのステッ
プのグラフが表示されます。他のタブを選択すると、パイプラインの実行に関する情報を表示できま
す。これは、パイプラインの詳細の表示時に表示される情報と同様のものです。

2.

検索を使用して、グラフ内のステップを探します。ステップ名に一致する文字を入力します。グラフ
をドラッグしたり、グラフの左下にあるサイズ変更アイコンを使用したりできます。グラフの右下の
インセットには、グラフ内の現在の位置が表示されます。

3.

グラフのステップを選択すると、ステップの詳細が表示されます。前のスクリーンショットでは、ト
レーニングステップが選択され、次のタブが表示されています。
• Input (入力) - トレーニングの入力。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) からの入力ソー
スがある場合、リンクを選択すると、Amazon S3 コンソールでファイルが表示されます。
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• Output (出力) - メトリクス、チャート、ファイル、評価結果などのトレーニングの出力。グラフは
Tracker API を使用して作成されています。
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• Logs (ログ) - ステップによって生成された Amazon CloudWatch ログ。

• Info (情報) - ステップに関連付けられているパラメータとメタデータ。

SageMaker Pipelines によって作成された実験エンティティを表示する
パイプラインを作成して pipeline_experiment_config を指定すると、エンティティがない場合
は、SageMaker Pipelines によって次の SageMaker Experiments エンティティがデフォルトで作成されま
す。
• パイプラインの実験
• パイプラインの実行ごとのトライアル
• パイプラインステップで作成された各 SageMaker ジョブのトライアルコンポーネント
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実験とパイプラインの統合方法については、「Amazon SageMaker Experiments の統合 (p. 3000)」を参
照してください。SageMaker Experiments の詳細については、「Amazon でMachine Learning を管理する
SageMaker 実験 (p. 2091)」を参照してください。
パイプラインに関連付けられたトライアルコンポーネントのリストは、パイプラインの実行リストまたは
実験リストから取得できます。
パイプラインの実行リストからトライアルコンポーネントリストを表示するには
1.
2.
3.

パイプラインの実行リストを表示するには、「パイプラインの表示 (p. 3022)」の最初の 4 つの手順
を実行します。
画面の右上にある [Settings] (設定) アイコン (
パティ) を開きます。

) を選択し、[TABLE PROPERTIES] (テーブルのプロ

[Experiment] (実験) を選択します。パイプラインの作成時に実験の統合が無効になっていなかった場
合は、実験名とトライアル名が実行リストに表示されます。

Note
Experiments の統合は Amazon SageMaker Python SDK の v2.41.0 で導入されました。以前
のバージョンの SDK で作成されたパイプラインは、デフォルトでは実験と統合されません。
4.

1 つまたは複数の実行を選択し、選択項目を開いて (右クリック)、[View trial components generated
by execution] (実行によって生成されたトライアルコンポーネントを表示) を選択します。

実験リストからトライアルコンポーネントのリストを表示するには
1.

Studio の左サイドバーで、[SageMaker resources] (SageMaker リソース) アイコン (
す。

) を選択しま

2.

ドロップダウンリストから [Experiments and trials] (実験とトライアル) を選択します。

3.

検索を使用して、パイプラインによって作成された実験にリストをフィルタリングします。
a.

[SageMaker resources] (SageMaker リソース) ペインの右端を右にドラッグし、[Experiment
type] (実験タイプ) 列を表示します。

b.

検索ボックスに ex と入力し、[Experiment type] (実験タイプ) を選択します。

c.

[Filter by values] (値でフィルター) で [Pipeline] (パイプライン) を選択し、[Apply] (適用) を選択し
ます。

検索をさらに絞り込む場合は、フィルターを追加します。詳細については、「Amazonを使って実験
を検索する SageMaker スタジオ (p. 2106)」を参照してください。
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4.

実験名を開き (右クリック)、[Open in trial component list] (トライアルコンポーネントリストで開く)
を選択します。

トライアルコンポーネントのリスト
以下は、パイプラインによって作成されたトライアルコンポーネントのリストです。

パイプラインを実行する
この手順では、パイプラインの実行方法について説明します。パイプラインの実行のリストを表示する方
法については、「パイプラインの表示 (p. 3022)」を参照してください。

パイプラインの実行を開始するには
1.

実行リストの [Executions] (実行) または [Graph] (グラフ) タブで、[Start an execution] (実行を開始) を
選択します。
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2.

以下の必須情報を入力または更新します。
• Name (名前) - AWS リージョンのアカウントに固有のものである必要があります。
• ProcessingInstanceType - 処理のインスタンスタイプ。
• ProcessingInstanceCount - 処理に使用するインスタンスの数。
• TrainingInstanceType - トレーニングのインスタンスタイプ。
• ModelApprovalStatus - 参考情報。
• InputData - 入力データの S3 URI。

3.

[Submit] (送信) を選択します。

• 実行の詳細を表示したり、実行を停止したりする場合は、ステータスバナーの [View details] (詳細を表
示) を選択します。
• 実行を停止する場合は、ステータスバナーの [Stop] (停止) を選択します。
• 停止した時点から実行を再開する場合は、ステータスバナーの [Resume] (再開) を選択します。
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Note
パイプラインが失敗すると、ステータスバナーに [Failed] (失敗) ステータスが表示されます。失
敗したステップをトラブルシューティングして、ステータスバナーの [Retry] (再試行) を選択し、
パイプラインの実行を失敗したステップから再開します。
登録されたモデルのリストについては、「SageMaker プロジェクトで MLOps を自動化する (p. 3036)」
を参照してください。

SageMaker ML パイプラインの系統を追跡する
このチュートリアルでは、Amazon SageMaker Studio を使用して、Amazon SageMaker ML パイプライン
の系統を追跡します。
パイプラインは Amazon SageMaker example GitHub repository の Orchestrating Jobs with Amazon
SageMaker Model Building Pipelines ノートブックで作成されたものです。パイプラインの作成方法の詳細
については、「パイプラインを定義する (p. 3006)」を参照してください。
Studio での系統追跡は、Directed Acyclic Graph (DAG) を中心に実施されます。DAG は、パイプラインの
ステップを表します。DAG では、任意のステップから別のステップまでの系統を追跡できます。以下の
図は、パイプラインのステップを示しています。これらのステップは Studio では DAG として表示されま
す。

前提条件
• Amazon SageMaker Studio へのアクセス権。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオン
ボードする (p. 35)」を参照してください。
• SageMaker Studio のユーザーインターフェイスに精通していること。詳細については、「アマゾン
SageMaker Studio UI の概要 (p. 95)」を参照してください。
• (推奨) サンプルノートブックの実行が完了していること。

パイプラインの系統を追跡するには
1.
2.
3.

SageMaker Studio にサインインします。
Studio の左サイドバーで、[SageMaker resources] (SageMaker リソース) アイコン (
す。
ドロップダウンメニューから [Pipelines] (パイプライン) を選択します。
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4.

[Search] (検索) ボックスを使用して、パイプラインリストをフィルタリングします。使用可能な列を
すべて表示するには、ペインの右端を右にドラッグします。詳細については、「Amazonを使って実
験を検索する SageMaker スタジオ (p. 2106)」を参照してください。
以下のスクリーンショットのリストは、「aba」で始まる名前を持ち、作成日が 2020 年 12 月 5 日の
項目でフィルタリングされています。
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5.

AbalonePipeline パイプラインをダブルクリックして、実行リストとパイプラインに関するその他
の詳細を表示します。以下のスクリーンショットでは、[TABLE PROPERTIES] (テーブルプロパティ)
ペインが開いています。このペインでは、表示するプロパティを選択できます。

6.

[Settings] (設定) タブを選択し、[Download pipeline definition file] (パイプライン定義ファイルをダウン
ロード) を選択します。ファイルを表示すると、パイプラインのグラフの定義を確認できます。

7.

[Execution] (実行) タブで実行リストの最初の行をダブルクリックし、その実行グラフおよび実行に関
するその他の詳細を表示します。グラフは、チュートリアルの最初に表示される図と同じものです。
グラフをドラッグしたり (グラフ以外のエリアを選択)、グラフの左下にあるサイズ変更アイコンを使
用したりできます。グラフの右下のインセットには、グラフ内の現在の位置が表示されます。
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8.

[Graph] (グラフ) タブで AbaloneProcess ステップをクリックして、ステップの詳細を表示します。

9.

トレーニング、検証、テストデータセットへの Amazon S3 パスは、[Output] (出力) タブの [Files]
(ファイル) にあります。

Note
フルパスを取得するには、パスを右クリックして [Copy cell contents] (セルの内容をコピー)
を選択します。
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s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-process-2020-12-05-17-28-28-509/
output/train
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-process-2020-12-05-17-28-28-509/
output/validation
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-process-2020-12-05-17-28-28-509/
output/test

10. AbaloneTrain ステップを選択します。

11. モデルアーティファクトへの Amazon S3 パスは、[Output] (出力) タブの [Files] (ファイル) にありま
す。
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/AbaloneTrain/pipelines-6locnsqz4bfu-AbaloneTrainNtfEpI0Ahu/output/model.tar.gz

12. AbaloneRegisterModel ステップを選択します。

13. モデルパッケージの ARN は、[Output] (出力) タブの [Files] (ファイル) にあります。
arn:aws:sagemaker:eu-west-1:acct-id:model-package/abalonemodelpackagegroupname/2

SageMaker プロジェクトで MLOps を自動化する
SageMaker プロジェクトを使用し、CI/CD でエンドツーエンドの ML ソリューションを作成します。
SageMaker プロジェクトを使用して、次のオーケストレーションと管理を行う MLOps ソリューションを
作成します。
• 処理、トレーニング、推論のためのカスタムイメージの構築
• データの準備と特徴エンジニアリング
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• モデルのトレーニング
• モデルの評価
• モデルのデプロイ
• モデルのモニタリングと更新
トピック
• MLOps を使用する理由 (p. 3037)
• SageMaker プロジェクトとは (p. 3039)
• プロジェクトを使用するために必要な SageMaker Studio のアクセス許可 (p. 3042)
• Amazon SageMaker Studio を使用して MLOps プロジェクトを作成する (p. 3043)
• MLOps プロジェクトテンプレート (p. 3044)
• プロジェクトのリソースを表示する (p. 3053)
• Amazon SageMaker Studio で MLOps プロジェクトを更新する (p. 3053)
• Amazon SageMaker Studio を使用して MLOps プロジェクトを削除する (p. 3055)
• SageMaker MLOps プロジェクトのチュートリアル (p. 3056)
• サードパーティーの Git リポジトリを使用する SageMaker MLOps プロジェクトチュートリア
ル (p. 3061)

MLOps を使用する理由
個々の人工知能や機械学習 (AI/ML) プロジェクトの実行から、AI/ML を使用したビジネスの大規模な変革
に移行する際に、ML オペレーション (MLOps) の規律があると便利です。プロジェクト管理、CI/CD、
品質保証における AI/ML プロジェクトのユニークな側面を考慮する MLOps には、納期改善、欠陥の削
減、データサイエンスの生産性の向上などのメリットがあります。MLOps は、機械学習ワークロードに
適用される DevOps プラクティスに基づいて構築された方法論です。DevOps の原則の説明については、
「AWS における DevOps の概要」のホワイトペーパーを参照してください。AWS のサービスを使用し
た実装の詳細については、「AWS における継続的インテグレーションと継続的デリバリーの実践」と
「Infrastructure as Code」を参照してください。
DevOps と同じように、MLOps は、機械学習開発ライフサイクルに対する共同的かつ合理化されたアプ
ローチに基づいています。このアプローチでは、人、プロセス、テクノロジーが交わることによって、機
械学習ワークロードの開発、構築、運用に必要なエンドツーエンドのアクティビティが最適化されます。
既存の DevOps プラクティスと組み合わせて、データサイエンスとデータエンジニアリングの交わりに重
点を置く MLOps は、機械学習の開発ライフサイクル全体へのモデル配信を合理化します。MLOps は、リ
リース管理、CI/CD、オペレーションに ML ワークロードを統合するための規律です。MLOps には、ソフ
トウェア開発、オペレーション、データエンジニアリング、データサイエンスの統合が必要です。

MLOps の課題
MLOps はビジネスの拡大に役立つ貴重なツールを提供できますが、MLOps を機械学習ワークロードに統
合する際に、特定の問題に直面する可能性があります。
プロジェクト管理
• ML プロジェクトには、比較的新しいロールであり、部門横断的なチームにあまり統合されることがな
いデータサイエンティストが関与します。このような新しいチームメンバーが使用する技術言語は、多
くの場合、製品所有者やソフトウェアエンジニアが使うものとは非常に異なるため、ビジネス要件を技
術要件に変換するという通常の問題を複雑化させます。
コミュニケーションとコラボレーション
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• ML プロジェクトの見通しを良くし、データエンジニア、データサイエンティスト、ML エンジニ
ア、DevOps などのさまざまなステークホルダー間でのコラボレーションを実現することは、成果を上
げるためにますます重要になっています。

コードがすべて
• 開発アクティビティでの本稼働用データの使用、実験ライフサイクルの長期化、データパイプラインへ
の依存関係、デプロイパイプラインの再トレーニング、モデルのパフォーマンスの評価における固有の
メトリクス。
• 多くの場合、モデルは、これらのモデルと統合するアプリケーションやシステムとは無関係のライフサ
イクルを持ちます。
• エンドツーエンドのシステム全体は、バージョン管理されたコードとアーティファクトを通じて再現可
能です。DevOps プロジェクトは、Infrastructure as Code (IaC) と Configuration-as-Code (CaC) を使
用して環境を構築し、Pipelines-as-Code (PaC) を使用して CI/CD パターンの一貫性を確保します。パ
イプラインは、ビッグデータや ML のトレーニングワークフローと統合する必要があります。これは、
パイプラインが従来の CI/CD ツールと別のワークフローエンジンの組み合わせになることを意味しま
す。reticulate パッケージの詳細については、「Python への R インターフェイス」を参照してくださ
い。入力データに偏りがあると、生み出される結果も偏ったものになることから、ビジネス上の利害関
係者の関心が高まっています。
CI/CD
• MLOps では、ソースデータはソースコードと共にファーストクラスの入力になります。そのため
MLOps は、ソースデータまたは推論データの変更時に、ソースデータのバージョン管理とパイプライン
の実行の開始を要求します。
• トレーサビリティを実現するためには、パイプラインでも、入力やその他の出力と共に ML モデルの
バージョンを管理する必要があります。
• ビルドフェーズ中およびモデルが本番環境にある場合には、自動テストに ML モデルの適切な検証を含
める必要があります。
• ビルドフェーズには、リソースを大量に消費し、時間のかかるプロセスであるモデルトレーニングと再
トレーニングが含まれことがあります。関連するコンポーネントが変更されたときではなく、ソース
データまたは ML コードが変更された場合にのみ完全なトレーニングサイクルを実行するように、パイ
プラインを細分化する必要があります。
• 通常、機械学習コードはソリューション全体のほんの一部にすぎないため、他のアプリケーションやシ
ステムによる API として消費されるモデルのパッケージ化に必要な追加手順が、デプロイパイプライン
に組み込まれることがあります。
モニタリングとログ記録
• 特徴量エンジニアリングやモデルトレーニングのフェーズでは、モデル実験だけでなく、モデルトレー
ニングのメトリクスを取得する必要がありました。機械学習モデルをチューニングするには、入力デー
タの形式とアルゴリズムのハイパーパラメータを操作し、これらの実験を体系的に取得する必要があ
ります。実験を追跡すると、データサイエンティストの作業が効率化され、作業の再現可能なスナップ
ショットを取得できます。
• デプロイされる ML モデルには、標準のエンドポイントの安定性とパフォーマンスメトリクス以外に
も、推論のためにモデルに渡されるデータのモニタリングが必要です。適切な ML メトリクスによる評
価のために、モニタリングシステムではモデル出力の品質も取得する必要があります。

MLOps の利点
MLOps プラクティスを採用すると、以下の利点が実現され、ML プロジェクトの市場投入までの時間を短
縮できます。
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• 生産性: 厳選されたデータセットへのアクセス権をセルフサービス環境に提供することにより、データエ
ンジニアとデータサイエンティストの作業が迅速化され、データの欠落や無効なデータによる時間の浪
費を減らすことができます。
• 再現性: MLDC のすべてのステップを自動化することによって、モデルのトレーニング、評価、バー
ジョン管理、デプロイ方法など、繰り返し可能なプロセスを手に入れることができます。
• 信頼性: CI/CD プラクティスを組み込むことにより、迅速にデプロイできるだけでなく、品質と一貫性が
向上します。
• 監査可能性: データサイエンスの実験からソースデータ、トレーニング済みモデルまで、すべての入力と
出力をバージョン管理することにより、モデルの構築方法やデプロイ先を正確に実証できるようになり
ます。
• データとモデルの品質: MLOps を使用すると、モデルの偏りを防ぎ、データの統計特性やモデルの品質
に対する経時的な変化を追跡するポリシーを適用できます。

SageMaker プロジェクトとは
SageMaker プロジェクトは、組織がデータサイエンティスト向けのデベロッパー環境や MLOps エンジニ
ア向けの CI/CD システムをセットアップおよび標準化するのに役立ちます。また、組織が依存関係管理、
コードリポジトリ管理、ビルド再現性、アーティファクト共有をセットアップする場合にも役立ちます。
SageMaker プロジェクトは、カスタムテンプレートを使用するか、SageMaker が提供するテンプレート
を使用して AWS Service Catalog からプロビジョニングできます。AWS Service Catalog の詳細について
は、「AWS Service Catalog とは」を参照してください。SageMaker プロジェクトを使用すると、MLOps
のエンジニアや組織の管理者は、独自のテンプレートを定義したり、SageMaker が提供するテンプレー
トを使用したりできます。SageMaker が提供するテンプレートは、ソースバージョン管理、自動機械学
習 パイプライン、および一連のコードを使用して機械学習ワークフローをブートストラップし、機械学習
ユースケースの反復処理をすばやく開始するのに役立ちます。

SageMaker プロジェクトはどのような場合に使用すればよいで
すか
ノートブックはモデルの構築や実験には便利ですが、コードを共有するデータサイエンティストや機械学
習エンジニアのチームは、コードの一貫性と厳格なバージョン管理を維持するためのよりスケーラブルな
手段を必要とします。
すべての組織には、AWS 環境のセキュリティとガバナンスを確保するための独自の基準と慣行がありま
す。SageMaker は、機械学習ワークフローと CI/CD を迅速に開始したい組織向けに、一連のファースト
パーティのテンプレートを提供します。これらのテンプレートには、CI/CD 用の AWS ネイティブサービ
ス (AWS CodeBuild、AWS CodePipeline、AWS CodeCommit など) を使用するプロジェクトが含まれてい
ます。また、Jenkins や GitHub などのサードパーティーのツールを使用するプロジェクトを作成するオプ
ションも含まれています。SageMaker 提供のプロジェクトテンプレートのリストは、「SageMaker 提供
のプロジェクトテンプレートを使用する (p. 3044)」を参照してください。
多くの場合、組織は、MLOps リソースを厳密に制御してプロビジョニングおよび管理する必要があ
ります。この場合、IAM ロールとポリシーの設定、リソースタグの適用、暗号化の適用、複数のアカ
ウントでのリソースの分離などの特定のタスクを責任として引き受けます。SageMaker プロジェクト
は、カスタムテンプレートの提供を通じて、これらすべてのタスクをサポートできます。組織は、AWS
CloudFormation テンプレートを使用して、機械学習ワークフローに必要なリソースを定義できます。
データサイエンティストは、テンプレートを選択して機械学習ワークフローをブートストラップおよび
事前設定できます。これらのカスタムテンプレートは、AWS Service Catalog 製品として作成し、Studio
UI の [Organization Templates] (組織テンプレート) でプロビジョニングできます。AWS Service Catalog
は、AWS での使用が承認された製品のカタログを、組織が作成および管理する際に役立つサービスです。
カスタムテンプレートの作成の詳細については、「Build Custom SageMaker Project Templates – Best
Practices」を参照してください。
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SageMaker プロジェクトを使用すると、Git リポジトリが管理しやすくなり、チーム間でのコラボレー
ションの効率化、コードの一貫性の確保、CI/CD のサポートが可能になります。SageMaker プロジェクト
は以下のタスクに役立ちます。
• 機械学習ライフサイクルのすべてのエンティティを 1 つのプロジェクトにまとめます。
• シングルクリックアプローチを確立し、ベストプラクティスを反映したモデルのトレーニングとデプロ
イのための標準機械学習インフラストラクチャをセットアップします。
• 機械学習インフラストラクチャのテンプレートを作成して共有し、複数のユースケースに対応します。
• SageMaker が提供する事前構築されたテンプレートを活用してモデル構築の集中的な取り組みをすばや
く開始したり、組織固有のリソースとガイドラインを使用してカスタムテンプレートを作成したりしま
す。
• プロジェクトテンプレートを拡張して、選択したツールと統合します。例については、「SageMaker プ
ロジェクトを作成して GitLab および GitLab パイプラインと統合する」を参照してください。
• 機械学習ライフサイクルのすべてのエンティティを 1 つのプロジェクトにまとめます。

SageMaker プロジェクトとは
お客様は、ユースケースに最適なリソースを使用して、プロジェクトを柔軟に設定できます。以下の例
では、モデルのトレーニングやデプロイなど、機械学習ワークフローの MLOps のセットアップを示しま
す。

SageMaker が提供するテンプレートを使用した一般的なプロジェクトには、以下が含まれます。
• 機械学習ソリューションを構築およびデプロイするための 1 つ以上のリポジトリとサンプルコード。
これらは実践的なサンプルであり、クローンをローカルに作成して、必要に応じて変更できます。この
コードを所有することで、バージョン管理されたリポジトリをタスクに利用できます。
• データの準備、トレーニング、モデルの評価、モデルのデプロイの各ステップを定義する SageMaker
パイプライン (次の図を参照)。
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• 新しいバージョンのコードをチェックインするたびに SageMaker パイプラインを実行する
CodePipeline または Jenkins パイプライン。CodePipeline の詳細については、「AWS CodePipeline と
は」を参照してください Jenkins の詳細については、「Jenkins ユーザードキュメント」を参照してく
ださい。
• モデルバージョンを含むモデルグループ。SageMaker パイプラインの実行結果に基づくモデルバージョ
ンを承認するたびに、これを SageMaker エンドポイントにデプロイできます。
各 SageMaker プロジェクトには固有の名前と ID があり、これらはプロジェクトで作成するすべての
SageMaker および AWS リソースにタグとして適用されます。この名前と ID を使用すると、プロジェク
トに関連付けられたすべてのエンティティを表示できます。具体的には次のとおりです。
• パイプライン
• 登録済みのモデル
• デプロイ済みのモデル (エンドポイント)
• データセット
• AWS Service Catalog 製品
• CodePipeline および Jenkins パイプライン
• CodeCommit とサードパーティーの Git リポジトリ

SageMaker パイプラインを使用するためにプロジェクトを作成
する必要がありますか
いいえ。SageMaker パイプラインは、トレーニングジョブ、処理ジョブ、その他の SageMaker ジョブと
同じく、スタンドアロンのエンティティです。SageMaker Python SDK を使用すれば、SageMaker プロ
ジェクトを使わなくてもノートブック内で直接パイプラインを作成、更新、実行できます。
プロジェクトには、コードを整理したり、本番品質システムに必要な運用上のベストプラクティスを導入
したりする際に役立つ追加のレイヤーが用意されています。
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プロジェクトを使用するために必要な SageMaker
Studio のアクセス許可
[Projects] (プロジェクト) アクセス許可をユーザーに付与すると、ユーザーは SageMaker が提供するプロ
ジェクトテンプレートを表示したり、これらのテンプレートを使用してプロジェクトを作成したりできま
す。これらのアクセス許可は、Amazon SageMaker Studio のオンボーディング時または更新時に付与でき
ます。付与するアクセス許可は 2 つあります。
1. Studio 管理者に [Projects] (プロジェクト) アクセス許可を付与すると、Studio 管理者は SageMaker が
提供するテンプレートを AWS Service Catalog コンソールで表示できるようになります。その管理者
は、SageMaker プロジェクトを使用するアクセス許可が与えられたその他の Studio ユーザーが作成
した内容を確認できます。管理者は、SageMaker 提供のプロジェクトテンプレートが定義した AWS
CloudFormation テンプレートを AWS Service Catalog コンソールで表示することもできます。AWS
Service Catalog コンソールの使用方法については、AWS Service Catalog ユーザーガイドの「AWS
Service Catalog とは」を参照してください。
2. ドメインと同じ実行ロールを使用するように設定されている Studio ユーザーに対して、プロジェクトの
作成を許可します。これにより、SageMaker が提供するプロジェクトテンプレートを使用して Studio
内からプロジェクトを作成するアクセス許可が Studio ユーザーに付与されます。

Important
ロールは手動で作成しないでください。ロールは必ず、以下の手順で説明されている手順を使用
して Studio 設定から作成してください。
ドメイン実行ロール以外のロールを使用して SageMaker が提供するプロジェクトテンプレートを表示お
よび使用するユーザーについては、個々のユーザープロファイルに [Projects] (プロジェクト) アクセス許
可を付与する必要があります。
次の手順は、Studio にオンボーディングした後で [Projects] (プロジェクト) アクセス許可を付与する方法
を示しています。Studio へのオンボーディングの詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオン
ボードする (p. 35)」を参照してください。

管理者とドメイン実行ロールユーザーに [Projects] (プロジェクト) アクセス許可を付与するには
1.

SageMaker コンソールを開きます。

2.

[Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。

3.

[Quick setup] (高速セットアップ) を選択して SageMaker ドメインを設定する場合は、プロジェクト
テンプレートを使用するアクセス許可がデフォルトで付与されます。

4.

SageMaker ドメインの設定に Standard セットアップを選択した場合は、Studio 設定を行う際に以下
のオプションを必ずオンにしてください。
• このアカウントの Amazon SageMaker プロジェクトテンプレートと Amazon SageMaker プロジェ
クトテンプレートと Amazon SageMaker プロジェクトテンプレートと Amazon
• Amazon SageMaker プロジェクトテンプレートと Amazon SageMaker JumpStart for Studio ユー
ザーを有効にします
• プロジェクトと JumpStartAWS で最新の製品サービスカタログを使用するために必要なロールを作
成します。

5.

SageMaker ドメインにアクティブなプロジェクトテンプレートアクセス許可があることを確認するに
は、次の手順を実行します。
a.

SageMaker コンソールを開きます。
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b.

[Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。

c.

[Domain] (ドメイン) カードの右上にある [Settings] (設定) を選択します。

d.

左側のパネルで [Studio Settings] (Studio 設定) を選択します。

e.

[プロジェクト] と [JumpStart] で、次のオプションがオンになっていることを確認します。
• このアカウントの Amazon SageMaker プロジェクトテンプレートと Amazon SageMaker
JumpStart を有効にする
• Amazon SageMaker プロジェクトテンプレートと Amazon SageMaker JumpStart for Studio
ユーザーを有効にします
• プロジェクトと JumpStartAWS で最新の製品サービスカタログを使用するために必要なロール
を作成します。

6.

役割のリストを表示するには:
a.

SageMaker コンソールを開きます。

b.

[Control Panel] (コントロールパネル) を選択します。
Apps役割の一覧が下のカードに表示されますProjects。

Important
7 月 25 日以降、プロジェクトテンプレートを使用するには追加のロールが必要です。以
下に、Projects表示されるはずの役割の一覧を示します。
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole

Amazon SageMaker Studio を使用して MLOps プロ
ジェクトを作成する
この手順では、Amazon SageMaker Studio を使用して MLOps プロジェクトを作成する方法を説明しま
す。
前提条件
• Studio にサインインするための アカウントまたは IAM アカウント。詳細については、Amazon
SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35) を参照してください。
• SageMaker 提供のプロジェクトテンプレートを使用するアクセス許可。詳細については、プロジェクト
を使用するために必要な SageMaker Studio のアクセス許可 (p. 3042) を参照してください。
• Studio ユーザーインターフェイスに関する基本的な知識。詳細については、アマゾン SageMaker Studio
UI の概要 (p. 95) を参照してください。

Studio でプロジェクトを作成するには
1.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。
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2.

Studio のサイドバーで、[SageMaker resources] (SageMaker リソース) アイコン (

) を選択します。

3.
4.

ドロップダウンリストから [Projects] (プロジェクト) を選択します。
[Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。

5.

[Create project] (プロジェクトの作成) タブが開き、使用可能なテンプレートのリストが表示されま
す。
[SageMaker project templates] (SageMaker プロジェクトテンプレート) で、[SageMaker templates]
(SageMaker テンプレート) を選択します。プロジェクトテンプレートの詳細については、「MLOps
プロジェクトテンプレート (p. 3044)」を参照してください。

6.

[MLOps template for model building, training, and deployment] (モデルの構築、トレーニング、デプロ
イ用の MLOps テンプレート) を選択します。

7.

[Select project template] (プロジェクトテンプレートを選択) を選択します。
[Create project] (プロジェクトの作成) タブが変更され、[Project details] (プロジェクトの詳細) が表示
されます。

8.

次の情報を入力します。
• [Project details] (プロジェクトの詳細) で、プロジェクトの名前と説明を入力します。

9.

• オプションでタグを追加します。このタグは、プロジェクトの追跡に使用するキーと値のペアで
す。
[Create project] (プロジェクトの作成) を選択し、[Projects] (プロジェクト) リストにプロジェクトが表
示されるのを待ちます。

MLOps プロジェクトテンプレート
Amazon SageMaker プロジェクトテンプレートは、プロジェクトの MLOps の設定と実装を自動化し
ます。SageMaker プロジェクトテンプレートは AWS Service Catalog 製品であり、SageMaker によっ
て Amazon SageMaker Studio ユーザーに提供されます。これらの AWS Service Catalog 製品を AWS
Service Catalog コンソールに表示するには、Amazon SageMaker Studio のオンボードまたは更新を行う
ときにアクセス許可を有効にする必要があります。SageMaker プロジェクトテンプレートを使用するため
のアクセス許可を有効にする方法については、「プロジェクトを使用するために必要な SageMaker Studio
のアクセス許可 (p. 3042)」を参照してください。SageMaker プロジェクトテンプレートを使用すると、
エンドツーエンドの MLOps ソリューションであるプロジェクトを作成できます。
管理者は、カスタムプロジェクトテンプレートを一から作成したり、SageMaker 提供のプロジェクトテン
プレートを修正したりできます。組織内の Studio ユーザーは、これらのカスタムプロジェクトテンプレー
トを使用して、それぞれのプロジェクトを作成できます。
トピック
• SageMaker 提供のプロジェクトテンプレートを使用する (p. 3044)
• カスタムプロジェクトテンプレートを作成する (p. 3051)

SageMaker 提供のプロジェクトテンプレートを使用する
Amazon SageMaker には、ML モデルの継続的な統合や継続的なデプロイ (CI/CD) のための MLOps ソ
リューションを作成するのに必要なインフラストラクチャを作成するプロジェクトテンプレートが用意さ
れています。これらのテンプレートを使用すると、データの処理、特徴の抽出、モデルのトレーニングと
テスト、SageMaker モデルレジストリへのモデルの登録、推論用のモデルのデプロイを実行できます。
シードコードと設定ファイルは、要件に合わせてカスタマイズできます。

Important
2022 年 7 月 25 日以降、プロジェクトテンプレートを使用するには追加のロールが必要です。
必要なロールの完全なリストとその作成方法については、を参照してくださいプロジェクトを
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使用するために必要な SageMaker Studio のアクセス許可 (p. 3042)。新しいロールがない場
合、新しいプロジェクトを作成しようとして続行できないときに、CodePipeline にはロール
arn:aws: iam:: xxx: role/service-role/amazonsageMakerServiceCatalogProductCodePipelineRole
で AssumeRole を実行する権限がありません。というエラーメッセージが表示されます。
SageMaker プロジェクトテンプレートでは、以下のようなコードリポジトリ、ワークフロー自動化ツー
ル、パイプラインステージを選択できます。
• Code repository (コードリポジトリ): AWS CodeCommit または GitHub や Bitbucket などのサードパー
ティーの Git リポジトリ
• CI/CD workflow automation (CI/CD ワークフローの自動化): AWS CodePipeline または Jenkins
• Pipeline stages (パイプラインステージ): モデルの構築とトレーニング、モデルのデプロイ、またはその
両方
次に、SageMaker プロジェクトを作成するときに選択できる各テンプレートの概要を示します。Studio で
利用可能なテンプレートを表示するには、プロジェクトチュートリアルで「ステップ 1: プロジェクトを作
成する」に従うこともできます。
実際のプロジェクトを作成するステップバイステップの手順については、以下のプロジェクトチュートリ
アルのいずれかを実行できます。
• テンプレート モデルの構築、トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレート (p. 3045) を使用する
場合は、「SageMaker MLOps プロジェクトのチュートリアル (p. 3056)」を参照してください。
• テンプレート CodePipeline を使用したサードパーティー Git リポジトリによるモデルの構築、トレーニ
ング、デプロイ用の MLOps テンプレート (p. 3049) を使用する場合は、「サードパーティーの Git リポ
ジトリを使用する SageMaker MLOps プロジェクトチュートリアル (p. 3061)」を参照してください。
• テンプレート Jenkins を使用したサードパーティー Git リポジトリによるモデルの構築、トレーニン
グ、デプロイ用の MLOps テンプレート (p. 3049) を使用する場合は、「Create Amazon SageMaker
projects using third-party source control and Jenkins」を参照してください。
トピック
• モデルの構築、トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレート (p. 3045)
• モデルの構築、トレーニング、デプロイ、Amazon SageMaker Model Monitor 用の MLOps テンプレー
ト (p. 3047)
• イメージのビルディング、モデルの構築、モデルのデプロイ用の MLOps テンプレート (p. 3048)
• CodePipeline を使用したサードパーティー Git リポジトリによるモデルの構築、トレーニング、デプ
ロイ用の MLOps テンプレート (p. 3049)
• Jenkins を使用したサードパーティー Git リポジトリによるモデルの構築、トレーニング、デプロイ用
の MLOps テンプレート (p. 3049)
• サードパーティーの Git リポジトリを使用するように SageMaker プロジェクトを更新する (p. 3050)

モデルの構築、トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレート
このテンプレートは、次の 2 つのテンプレートを組み合わせたものであり、それぞれ個別に使用でき、そ
れらのテンプレートで提供されるすべてのリソースが含まれています。
• Code repository (コードリポジトリ): AWS CodeCommit
• CI/CD workflow automation (CI/CD ワークフローの自動化): AWS CodePipeline
モデルの構築およびトレーニング用の MLOps テンプレート
このテンプレートは、MLOps ソリューションでデータの処理、特徴の抽出、モデルのトレーニングと
テスト、 SageMaker モデルレジストリへのモデルの登録を行う場合に使用します。
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このテンプレートでは以下のリソースが提供されます。
• AWS CodeCommit リポジトリ。Python コードで Amazon SageMaker Model Building Pipelines パ
イプラインを作成するサンプルコードが含まれており、SageMaker パイプラインの作成と更新方法
が紹介されています。このリポジトリには、Studio で開いて実行できる Python Jupyter ノートブッ
クも用意されています。
• AWS CodePipeline パイプライン。ソースステップとビルドステップが備わっています。ソースス
テップは、CodeCommit リポジトリを指します。ビルドステップは、そのリポジトリからコードを
取得して SageMaker パイプラインを作成および更新し、パイプラインの実行を開始して、そのパ
イプラインの実行が完了するのを待ちます。
• Amazon S3 バケット。CodePipeline および CodeBuild のアーティファクト、SageMaker パイプラ
インの実行で生成されたアーティファクトなどのアーティファクトが保存されます。
次の図は、このテンプレートで使用している、モデルの構築とトレーニングに役立つワークフローと
AWS リソースを示しています。

モデルのデプロイ用の MLOps テンプレート
このテンプレートを使用すると、SageMaker モデルレジストリ内のモデルを、リアルタイム推論のた
めの SageMaker エンドポイントに自動的にデプロイできます。このテンプレートは、モデルレジス
トリの変更を認識します。新しいモデルバージョンが登録および承認されると、デプロイが自動的に
開始されます。
このテンプレートは、モデルのデプロイステップ、エンドポイントをインフラストラクチャとして定
義する AWS CloudFormation テンプレート、エンドポイントのテスト用のシードコードを指定する設
定ファイルを CodeCommit リポジトリにプロビジョニングします。
このテンプレートでは以下のリソースが提供されます。
• AWS CodeCommit リポジトリ。ステージング環境と本番環境のエンドポイントにモデルをデプロ
イするサンプルコードを含みます。
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• AWS CodePipeline パイプライン。ソース、ビルド、デプロイからステージング、デプロイから本
番のステップが備わっています。ソースステップは CodeCommit リポジトリを指し、ビルドステッ
プはそのリポジトリからコードを取得して、デプロイするための CloudFormation スタックを生成
します。デプロイからステージング、デプロイから本番のステップは、CloudFormation スタックを
それぞれの環境にデプロイします。ステージングステップと本番ビルドステップの間には手動の承
認ステップがあるため、MLOps エンジニアは本番環境へのデプロイ前にモデルを承認する必要があ
ります。
また、CodeCommit リポジトリのサンプルコードには、プレースホルダーのテストを含むプログラ
ムによる承認ステップがあります。プレースホルダーテストを置き換えるためのテストを追加でき
ます。
• Amazon S3 バケット。CodePipeline および CodeBuild のアーティファクト、SageMaker パイプラ
インの実行で生成されたアーティファクトなどのアーティファクトが保存されます。
• CloudWatch イベント。モデルパッケージのバージョンが承認または拒否されたときにパイプライ
ンを開始します。
次の図は、このテンプレートで使用している、モデルのデプロイに役立つワークフローと AWS リ
ソースを示しています。

前述したように、このテンプレートを使用して実際のプロジェクトを作成する例については、プロジェク
トチュートリアルを参照してください。

モデルの構築、トレーニング、デプロイ、Amazon SageMaker Model Monitor 用
の MLOps テンプレート
このテンプレートは、モデルの構築、トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレートの拡張機能で
す。モデルの構築、トレーニング、デプロイのコンポーネントと、以下のタイプのモニタリングを提供す
る追加の Amazon SageMaker Model Monitor テンプレートが含まれています。
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• Data Quality (データ品質) - データ品質のドリフトをモニタリングします。
• Model Quality (モデル品質) - 精度などのモデル品質メトリクスのドリフトをモニタリングします。
• Bias Drift for Models in Production (本番環境のモデルのバイアスドリフト) - モデルの予測におけるバイ
アスをモニタリングします。
• Code repository (コードリポジトリ): AWS CodeCommit
• CI/CD workflow automation (CI/CD ワークフローの自動化): AWS CodePipeline

Amazon SageMaker Model Monitor 用の MLOps テンプレート
MLOps ソリューション用のこのテンプレートを使用すると、Amazon SageMaker データ品質、モデル品
質、モデルバイアス、モデルの説明可能性のモニタをデプロイして、SageMaker 推論エンドポイントにデ
プロイされたモデルをモニタリングできます。
このテンプレートでは以下のリソースが提供されます。
• AWS CodeCommit レジストリ。SageMaker モデルレジストリのモニタで使用されるベースラインを取
得し、ステージング環境と本番環境のテンプレートのパラメータを更新する Python のサンプルコード
が含まれています。また、Amazon SageMaker Model Monitors を作成するための AWS CloudFormation
テンプレートも含まれます。
• AWS CodePipeline パイプライン。ソース、ビルド、デプロイのステップが備わっています。ソースス
テップは、CodePipeline リポジトリを指します。ビルドステップは、そのリポジトリからコードを、モ
デルレジストリからベースラインを取得して、ステージング環境と本番環境のテンプレートパラメータ
を更新します。デプロイステップは、設定されたモニタをステージング環境と実稼働環境にデプロイし
ます。DeployStaging ステージの手動の承認ステップでは、本番環境の SageMaker エンドポイント
がInService であることを確認してから、承認を実行し、DeployProd ステージに移る必要がありま
す。
• このテンプレートでは、モデルの構築、トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレートで作成され
るのと同じ S3 バケットを使用して、モニタの出力を保存します。
• 2 つの Amazon EventBridge イベントルールにより、ステージングの SageMaker エンドポイントが更新
されるか、コード変更が CodePipeline リポジトリにコミットされるたびに、Amazon SageMaker Model
Monitor AWS CodePipeline が開始されます。

イメージのビルディング、モデルの構築、モデルのデプロイ用の MLOps テンプ
レート
このテンプレートは、モデルの構築、トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレート (p. 3045) の拡張
機能です。該当するテンプレートのモデルの構築、トレーニング、デプロイのコンポーネントと、以下の
オプションの両方が含まれます。
• イメージと構築の処理パイプラインを含める
• イメージと構築のトレーニングパイプラインを含める
• イメージと構築の推論パイプラインを含める
プロジェクト作成時に選択した各コンポーネントに、テンプレートを使用して次のコンポーネントが作成
されます。
• Amazon ECR リポジトリ
• SageMaker イメージ
• カスタマイズ可能な Dockerfile を含む CodeCommit リポジトリ
• CodePipeline リポジトリの変更によって開始される CodePipeline
• Docker イメージを構築して Amazon ECR リポジトリに登録する CodeBuild プロジェクト
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• スケジュールに従って CodePipeline を開始する EventBridge ルール
CodePipeline が開始されると、新しい Docker コンテナが構築され、Amazon ECR リポジトリに登録
されます。新しいコンテナが Amazon ECR リポジトリに登録されると、新しい ImageVersion が
SageMaker イメージに追加されます。これにより、モデル構築パイプラインが開始され、その後、デプロ
イパイプラインが開始されます。
新しく作成されたイメージは、ワークフローのモデルの構築、トレーニング、デプロイのそれぞれの対象
部分で使用されます。

CodePipeline を使用したサードパーティー Git リポジトリによるモデルの構築、
トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレート
• Code repository (コードリポジトリ): サードパーティー Git AWS アカウントから GitHub ユーザーまたは
組織への AWS CodeStar 接続を確立します。キーを sagemaker、値を true とするタグを、この AWS
CodeStar 接続に追加します。
• CI/CD workflow automation (CI/CD ワークフローの自動化): AWS CodePipeline
このテンプレートでは以下のリソースが提供されます。
• カスタマー指定の 1 つ以上の Git リポジトリとの関連付け。
• AWS CodePipeline パイプライン。ソース、ビルド、デプロイからステージング、デプロイから本番の
ステップが備わっています。ソースステップはサードパーティー Git リポジトリを指し、ビルドステッ
プはそのリポジトリからコードを取得して、デプロイするための CloudFormation スタックを生成しま
す。デプロイからステージング、デプロイから本番のステップは、CloudFormation スタックをそれぞれ
の環境にデプロイします。ステージングステップと本番ビルドステップの間には手動の承認ステップが
あるため、MLOps エンジニアは本番環境へのデプロイ前にモデルを承認する必要があります。
• AWS CodeBuild プロジェクト。Git リポジトリにシードコード情報を入力します。これには、AWS アカ
ウントから Git リポジトリホスト上のアカウントへの AWS CodeStar 接続が必要です。
• Amazon S3 バケット。CodePipeline および CodeBuild のアーティファクト、SageMaker パイプライン
の実行で生成されたアーティファクトなどのアーティファクトが保存されます。
前述したように、このテンプレートを使用して実際のプロジェクトを作成する例については、プロジェク
トチュートリアル: サードパーティーの Git リポジトリの使用を参照してください。

Jenkins を使用したサードパーティー Git リポジトリによるモデルの構築、トレー
ニング、デプロイ用の MLOps テンプレート
• Code repository (コードリポジトリ): サードパーティー Git。AWS アカウントから GitHub ユーザーま
たは組織への AWS CodeStar 接続を確立します。キーを sagemaker、値を true とするタグを、この
AWS CodeStar 接続に追加します。
• CI/CD workflow automation (CI/CD ワークフローの自動化): Jenkins
このテンプレートでは以下のリソースが提供されます。
• カスタマー指定の 1 つ以上の Git リポジトリとの関連付け。
• シードコード。ソース、ビルド、デプロイからステージング、デプロイから本番のステップが備わった
Jenkins パイプラインを生成します。ソースステップは、ユーザーが指定した Git リポジトリを指しま
す。ビルドステップは、そのリポジトリからコードを取得し、2 つの CloudFormation スタックを生成し
ます。デプロイステップは、CloudFormation スタックをそれぞれの環境にデプロイします。ステージン
グステップと本番ステップの間には、承認ステップがあります。
• AWS CodeBuild プロジェクト。Git リポジトリにシードコード情報を入力します。これには、AWS アカ
ウントから Git リポジトリホスト上のアカウントへの AWS CodeStar 接続が必要です。
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• Amazon S3 バケット。SageMaker プロジェクトと SageMaker パイプラインのアーティファクトを保存
します。
テンプレートによって、プロジェクトとソース管理リポジトリとの関連付けが作成されますが、AWS アカ
ウントと Jenkins との通信を確立するには、追加の手動手順を実行する必要があります。詳細な手順につ
いては、「Create Amazon SageMaker projects using third-party source control and Jenkins」を参照して
ください。
この手順は、次の例に示すように、GitHub をソース管理リポジトリとして使用してアーキテクチャを構
築するのに役立ちます。図のように、Git リポジトリをプロジェクトにアタッチして、コードバージョン
をチェックインおよび管理します。Jenkins は、Git リポジトリ内のモデル構築コードへの変更を検出する
と、モデル構築パイプラインを開始します。また、プロジェクトを Jenkins に接続してモデルのデプロイ
手順を調整します。これは、モデルレジストリに登録されたモデルを承認したとき、または Jenkins がモ
デルデプロイコードへの変更を検出したときに開始されます。

要約すると、以下のタスクを実行する手順は次のとおりです。
1. AWS と GitHub アカウントとの接続を確立します。
2. Jenkins アカウントを作成し、必要なプラグインをインポートします。
3. Jenkins IAM ユーザーおよびアクセス許可ポリシーを作成します。
4. Jenkins サーバーで Jenkins IAM ユーザーの AWS 認証情報を設定します。
5. Jenkins サーバーと通信するための API トークンを作成します。
6. CloudFormation テンプレートを使用して、モデルレジストリの新しく承認されたモデルをモニタリング
する EventBridge ルールを設定します。
7. SageMaker プロジェクトを作成し、GitHub リポジトリにモデルの構築およびデプロイのコードをシー
ドします。
8. モデル構築のシードコードを使用して Jenkins モデル構築パイプラインを作成します。
9. モデルデプロイのシードコードを使用して Jenkins モデルデプロイパイプラインを作成します。

サードパーティーの Git リポジトリを使用するように SageMaker プロジェクトを
更新する
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole ロールにアタッチされる管理ポリシーが 2021
年 7 月 27 日に更新され、サードパーティーの Git テンプレートで使用できるようになりました。この日以
降に Amazon SageMaker Studio にオンボードし、プロジェクトテンプレートを有効にしたユーザーは、
新しいポリシーを使用することになります。この日より前にオンボードしたユーザーは、これらのテンプ
レートを使用するようにポリシーを更新する必要があります。次のいずれかのオプションを使用して、ポ
リシーを更新できます。
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• ロールを削除して Studio の設定を切り替える
1.

IAM コンソールで、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole を削除します。

2.

Studio コントロールパネルで、[Edit Settings] (設定の編集) を選択します。

3.

両方の設定を切り替え、[Submit] (送信) を選択します。

• IAM コンソールで、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole に以下のアクセス許可
を追加する
{

},
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"codestar-connections:UseConnection"
],
"Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"aws:ResourceTag/sagemaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]

カスタムプロジェクトテンプレートを作成する
SageMaker 提供のテンプレートがニーズを満たしていない場合 (例えば、複数のステージやカスタム承認
ステップを使用する、より複雑なオーケストレーションを CodePipeline で行う場合) は、独自のテンプ
レートを作成します。
最初に、SageMaker 提供のテンプレートを使用して、コードとリソースを編成する方法を理解し、その
上に構築することをお勧めします。これを行うには、SageMaker テンプレートへの管理者アクセスを有
効にした後に、https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/ にログインし、[Portfolios] (ポートフォ
リオ)、[Imported] (インポート済み) の順に選択します。AWS Service Catalog の詳細については、AWS
Service Catalog ユーザーガイドの「AWS Service Catalog の概要」を参照してください。
独自のプロジェクトテンプレートを作成して、MLOps プロジェクトをカスタマイズします。SageMaker
プロジェクトテンプレートは、AWS Service Catalog でプロビジョニングされる製品であり、MLOps プロ
ジェクトのリソースをプロビジョニングします。
カスタムプロジェクトテンプレートを作成するには、以下の手順を実行します。
1.

ポートフォリオを作成します。詳細については、「ステップ 3: AWS Service Catalog のポートフォリ
オを作成する」を参照してください。

2.

製品を作成します。製品は CloudFormation テンプレートです。製品の複数のバージョンを作成でき
ます。細については、「ステップ 4: AWS Service Catalog 製品を作成する」を参照してください。
製品を SageMaker プロジェクトで使用するには、製品テンプレートに以下のパラメータを追加しま
す。
SageMakerProjectName:

3051

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
テンプレート
Type: String
Description: Name of the project
SageMakerProjectId:
Type: String
Description: Service generated Id of the project.

Important
CodeCommit リポジトリを SageMaker コードリポジトリ内にラップして、プロジェクトの
リポジトリを VPC モードで表示することをお勧めします。サンプルテンプレートと必要な追
加内容を、次のコードサンプルに示します。
オリジナル (サンプル) テンプレート:
ModelBuildCodeCommitRepository:
Type: AWS::CodeCommit::Repository
Properties:
# Max allowed length: 100 chars
RepositoryName: !Sub sagemaker-${SageMakerProjectName}${SageMakerProjectId}-modelbuild # max: 10+33+15+10=68
RepositoryDescription: !Sub SageMaker Model building workflow
infrastructure as code for the Project ${SageMakerProjectName}
Code:
S3:
Bucket: SEEDCODE_BUCKETNAME
Key: toolchain/model-building-workflow-v1.0.zip
BranchName: main

VPC モードで追加するその他のコンテンツ:
SageMakerRepository:
Type: AWS::SageMaker::CodeRepository
Properties:
GitConfig:
RepositoryUrl: !GetAtt ModelBuildCodeCommitRepository.CloneUrlHttp
Branch: main

3.

起動制約を追加します。起動制約は、ユーザーが製品を起動するときに AWS Service Catalog が引き
受ける IAM ロールを指定します。詳細については、「ステップ 6: IAM ロールを割り当てる起動制約
を追加する」を参照してください。

4.

製品を https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/ にプロビジョニングして、テンプレートをテ
ストします。テンプレートに問題がなければ、次のステップに進み、Studio でテンプレートを使用で
きるようにします。

5.

ステップ 1 で作成した AWS Service Catalog ポートフォリオへのアクセス権を Studio 実行ロールに
付与します。Studio ドメイン実行ロール、または Studio へのアクセス権を持つユーザーロールのいず
れかを使用します。ポートフォリオへのロールの追加については、「ステップ 7: ポートフォリオへの
アクセス権限のエンドユーザーへの付与」を参照してください。

6.

Studio の [Organization templates] (組織のテンプレート) リストでプロジェクトテンプレートを使用で
きるようにするには、ステップ 2 で作成した AWS Service Catalog 製品に以下のキーと値でタグを作
成します。
• キー: sagemaker:studio-visibility
• 値: true

これらのステップを完了すると、組織内の Studio ユーザーは「Amazon SageMaker Studio を使用して
MLOps プロジェクトを作成する (p. 3043)」の手順を実行し、テンプレートの選択時に [Organization
templates] (組織のテンプレート) を選択することによって、作成済みのテンプレートでプロジェクトを作
成できます。
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プロジェクトのリソースを表示する
プロジェクトを作成したら、Amazon SageMaker Studio でプロジェクトに関連付けられているリソースを
表示します。

Studio でプロジェクトを作成するには
1.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。

2.

[SageMaker Resources] (SageMaker リソース)、[Projects] (プロジェクト) の順に選択します。

3.

詳細を表示するプロジェクトの名前をダブルクリックします。
プロジェクトの詳細を示すタブが表示されます。

製品の詳細タブでは、プロジェクトに関連付けられている以下のエンティティを表示できます。
• リポジトリ: このプロジェクトに関連付けられているコードリポジトリ (リポ)。プロジェクトを作成する
ときに SageMaker 提供のテンプレートを使用すると、AWS CodeCommit リポジトリまたはサードパー
ティーの Git リポジトリが作成されます。CodeCommit の詳細については、「AWS CodeCommit とは」
を参照してください。
• パイプライン: データの準備、トレーニング、モデルのデプロイのステップを定義する SageMaker ML
パイプライン。SageMaker ML パイプラインの詳細については、「SageMaker パイプラインを作成して
管理する (p. 3005)」を参照してください。
• 実験: プロジェクトに関連付けられた 1 つ以上の Amazon SageMaker Autopilot 実験。Autopilot の詳細に
ついては、「Amazon でモデル開発を自動化する SageMaker Autopilot チュートリアル (p. 221)」を参照
してください。
• モデルグループ: プロジェクトのパイプラインの実行によって作成されたモデルバージョンのグループ。
モデルグループの詳細については、「モデルグループを作成する (p. 2742)」を参照してください。
• エンドポイント: リアルタイム推論のためにデプロイされたモデルをホストする SageMaker エンドポイ
ント。モデルバージョンが承認されると、エンドポイントにデプロイされます。
• 設定: プロジェクトの設定。プロジェクトの名前と説明、プロジェクトテンプレートと
SourceModelPackageGroupName に関する情報、プロジェクトに関するメタデータなどがあります。

Amazon SageMaker Studio で MLOps プロジェクトを
更新する
この手順では、Amazon SageMaker Studio で MLOps プロジェクトを更新する方法を示します。説明、テ
ンプレートバージョン、テンプレートパラメータを更新できます。
前提条件
• Studio にサインインするための アカウントまたは IAM アカウント。詳細については、Amazon
SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35) を参照してください。
• Studio ユーザーインターフェイスに関する基本的な知識。詳細については、アマゾン SageMaker Studio
UI の概要 (p. 95) を参照してください。
• 指定したロールに以下のカスタムインラインポリシーを追加します。
ユーザーが作成したロール (AmazonSageMakerFullAccess を持つ)
{

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

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan",
"servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
"servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan"
],
"Resource": "*"

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateChangeSet",
"cloudformation:DeleteChangeSet",
"cloudformation:DescribeChangeSet"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:PutRepositoryTriggers"
],
"Resource": "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
}
]

}

Studio でプロジェクトを更新するには
1.
2.
3.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。
Studio のサイドバーで、[SageMaker resources] (SageMaker リソース) アイコン (

) を選択します。

ドロップダウンリストから [Projects] (プロジェクト) を選択します。
プロジェクトが一覧表示されます。

4.

[Project update] (プロジェクトの更新) ダイアログボックスは、次のいずれかの方法で開くことができ
ます。
a.

プロジェクトリストから開くことができます。
ターゲットプロジェクトを右クリックし、ドロップダウンリストから [Update] (更新) を選択しま
す。

b.

5.

プロジェクトタブから開くことができます。
i.

プロジェクトリストでプロジェクトをダブルクリックします。

ii.

プロジェクトタブの右上にある [Actions] (アクション) メニューから [Update] (更新) を選択し
ます。

[Update project] (プロジェクトの更新) ダイアログボックスで、説明、テンプレートバージョン、テン
プレートパラメータを編集できます。
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6.

7.
8.

[Show Diff] (差分を表示) を選択します。
ダイアログボックスには、元のプロジェクト設定と更新されたプロジェクト設定が表示されます。プ
ロジェクトの設定を変更することで、現在のプロジェクトのリソースを変更または削除できます。ダ
イアログボックスには、これらの変更も表示されます。
[Update] (更新) ボタンがアクティブになるまで、数分間かかる場合があります。[Update] (更新) を選
択します。
プロジェクトの更新が完了するまで数分かかることがあります。プロジェクトタブの [Settings] (設定)
を選択して、パラメータが正しく更新されていることを確認します。

Amazon SageMaker Studio を使用して MLOps プロ
ジェクトを削除する
この手順では、Amazon SageMaker Studio を使用して MLOps プロジェクトを削除する方法を説明しま
す。
前提条件

Note
Studio のプロジェクトは、自分が作成したプロジェクトのみ削除できます。この条
件は、AmazonSageMakerFullAccess ポリシーのサービスカタログアクセス許可
servicecatalog:TerminateProvisionedProduct の一部です。必要に応じて、このポリ
シーを更新してこの条件を削除できます。
• Studio にサインインするための アカウントまたは IAM アカウント。詳細については、Amazon
SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35) を参照してください。
• Studio ユーザーインターフェイスに関する基本的な知識。詳細については、アマゾン SageMaker Studio
UI の概要 (p. 95) を参照してください。

Amazon SageMaker Studio でプロジェクトを削除するには
1.
2.
3.
4.
5.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。
Studio のサイドバーで、[SageMaker resources] (SageMaker リソース) アイコン (

) を選択します。

ドロップダウンリストから [Projects] (プロジェクト) を選択します。
ドロップダウンリストから、ターゲットのプロジェクトを選択します。プロジェクトが表示されてい
ない場合は、プロジェクト名を入力し、フィルターを適用してプロジェクトを検索します。
Studio プロジェクトは、次のいずれかの方法で削除できます。
a.

プロジェクトリストからプロジェクトを削除できます。
ターゲットプロジェクトを右クリックし、ドロップダウンリストから [Delete] (削除) を選択しま
す。

Note

b.

この機能は、Studio バージョン v3.17.1 以降でサポートされています。詳細について
は、「シャットダウンして更新する SageMaker スタジオ (p. 158)」を参照してくださ
い。
[Project details] (プロジェクトの詳細) セクションからプロジェクトを削除できます。
i.

プロジェクトが見つかったら、ダブルクリックして詳細を表示します。

ii.

[Actions] (アクション) メニューから [Delete] (削除) を選択します。
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6.

[Delete Project] (プロジェクトの削除) ウィンドウの [Delete] (削除) を選択して、選択を確定します。

SageMaker MLOps プロジェクトのチュートリアル
このチュートリアルでは、モデルの構築、トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレート (p. 3045) テ
ンプレートを使用して、モデルを構築、トレーニング、デプロイする CI/CD システムを MLOps プロジェ
クトで作成する方法を示します。
前提条件
このチュートリアルを完了するには、以下が必要になります。
• Studio にサインインするための アカウントまたは IAM アカウント。詳細については、Amazon
SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35) を参照してください。
• SageMaker 提供のプロジェクトテンプレートを使用するアクセス許可。詳細については、プロジェクト
を使用するために必要な SageMaker Studio のアクセス許可 (p. 3042) を参照してください。
• Studio ユーザーインターフェイスに関する基本的な知識。詳細については、アマゾン SageMaker Studio
UI の概要 (p. 95) を参照してください。
トピック
• ステップ 1: プロジェクトを作成する (p. 3056)
• ステップ 2: コードリポジトリのクローンを作成する (p. 3057)
• ステップ 3: コードを変更する (p. 3057)
• ステップ 4: モデルを承認する (p. 3060)
• (オプション) ステップ 5: モデルバージョンを本番環境にデプロイする (p. 3060)
• ステップ 6: リソースをクリーンアップする (p. 3060)

ステップ 1: プロジェクトを作成する
このステップでは、SageMaker 提供のプロジェクトテンプレートを使用して SageMaker MLOps プロジェ
クトを作成し、モデルを構築、トレーニング、デプロイします。

SageMaker MLOps プロジェクトを作成するには
1.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。

2.

[SageMaker Resources] (SageMaker リソース) を選択し、ドロップダウンリストから [Projects] (プロ
ジェクト) を選択します。

3.

[Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。
[Create project] (プロジェクトの作成) タブが表示されます。

4.
5.

[SageMaker project templates] (SageMaker プロジェクトテンプレート) で、[Organization templates]
(組織のテンプレート) [MLOps template for model building, training, and deployment] (モデルの構築、
トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレート) の順に選択します。
[Project details] (プロジェクトの詳細) で、プロジェクトの名前と説明を入力します。

[Projects] (プロジェクト) リストに [Status] (ステータス) が [Created] (作成) のプロジェクトが表示された
ら、次のステップに進みます。

Important
2022 年 7 月 25 日以降、プロジェクトテンプレートを使用するには追加のロー
ルが必要です。CodePipeline にはロール arn:aws: iam:: xxx: role/service-role/
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amazonsageMakerServiceCatalogProductCodePipelineRole で AssumeRole を実行する権限があ
りません。というエラーメッセージが表示された場合は、必要なロールの完全なリストとその作
成方法については、のステップ 5 ～ 6 を参照してください。プロジェクトを使用するために必要
な SageMaker Studio のアクセス許可 (p. 3042)

ステップ 2: コードリポジトリのクローンを作成する
プロジェクトを作成すると、2 つの CodeCommit リポジトリがプロジェクト内に作成されます。1 つの
リポジトリにはモデルをビルドおよびトレーニングするためのコードが含まれ、もう一方にはモデルをデ
プロイするためのコードが含まれています。このステップでは、コードを操作できるように、モデルを構
築してトレーニングするためのコードを含むローカル SageMaker プロジェクトのリポジトリのクローン
を、ローカル Studio 環境に作成します。

コードリポジトリのクローンを作成するには
1.

[SageMaker Resources] (SageMaker リソース) を選択し、ドロップダウンリストから [Projects] (プロ
ジェクト) を選択します。

2.

前のステップで作成したプロジェクトの名前を見つけてダブルクリックし、プロジェクトのプロジェ
クトタブを開きます。

3.

プロジェクトタブで [Repositories] (リポジトリ) を選択し、modelbuild で終わるリポジトリの [Local
path] (ローカルパス) 列で [clone repo...] (リポジトリのクローンを作成) を選択します。

4.

表示されるダイアログボックスで、デフォルト値を変更せずに、[Clone repository] (リポジトリのク
ローンを作成) を選択します。

リポジトリのクローンが作成されると、ローカルパスが [Local path] (ローカルパス) 列に表示されま
す。パスを選択し、リポジトリコードを含むローカルフォルダを Studio で開きます。

ステップ 3: コードを変更する
次に、モデルを構築するパイプラインコードを変更し、変更をチェックインして、新しいパイプラインの
実行を開始します。このパイプラインの実行により、新しいモデルバージョンが登録されます。
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コードを変更するには
1.

2.

Studio で、ファイルブラウザアイコン (
) を選択し、pipelines/abalone フォルダに移動しま
す。pipeline.py をダブルクリックして、コードファイルを開きます。
pipeline.py ファイルで、トレーニングインスタンスタイプを設定する行を見つけます。
training_instance_type = ParameterString(
name="TrainingInstanceType", default_value="ml.m5.xlarge"

ml.m5.xlarge を ml.m5.large に変更し、Ctrl+S を押して変更を保存します。
3.

[Git] アイコン (
) を選択します。pipeline.py で変更をステージ、コミット、プッシュしま
す。Studio での Git の使用方法については、「で Git リポジトリを複製する SageMaker スタジ
オ (p. 154)」を参照してください。
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コードの変更をプッシュすると、MLOps システムでパイプラインの実行が開始され、新しいモデルバー
ジョンが作成されます。次のステップでは、新しいモデルバージョンを承認して、本番環境にデプロイし
ます。

ステップ 4: モデルを承認する
次に、前のステップで作成した新しいモデルバージョンを承認して、SageMaker エンドポイントにそのモ
デルバージョンをデプロイします。

モデルバージョンを承認するには
1.

[SageMaker Resources] (SageMaker リソース) を選択し、ドロップダウンリストから [Projects] (プロ
ジェクト) を選択します。

2.

最初のステップで作成したプロジェクトの名前を見つけてダブルクリックし、プロジェクトのプロ
ジェクトタブを開きます。
プロジェクトタブで [Model groups] (モデルグループ) を選択し、表示されるモデルグループの名前を
ダブルクリックします。

3.

4.
5.

モデルグループタブが表示されます。
モデルグループタブで、[Version 2] (バージョン 2) をダブルクリックします。[Version 2] (バージョン
2) タブが開きます。[Update status] (ステータスを更新) を選択します。
[Update model version status] (モデルバージョンのステータスを更新) ダイアログボックスの [Status]
(ステータス)ドロップダウンリストで、[Approve] (承認)、[Update status] (ステータスを更新) の順に
選択します。
モデルバージョンを承認すると、モデルがステージングにデプロイされます。エンドポイントを表示
するには、プロジェクトタブで [Endpoints] (エンドポイント) タブを選択します。

(オプション) ステップ 5: モデルバージョンを本番環境にデプロ
イする
これで、モデルバージョンを本番環境にデプロイできます。

Note
このステップを完了するには、Studio ドメインの管理者である必要があります。管理者でない場
合は、この手順をスキップします。

モデルバージョンを本番環境にデプロイするには
1.
2.

3.
4.

CodePipeline コンソールにログインします (https://console.aws.amazon.com/codepipeline/)。
[Pipelines] (パイプライン) を選択し、sagemaker-projectname-projectid-modeldeploy という名
前のパイプラインを選択します。ここで、projectname はプロジェクトの名前、projectid はプロ
ジェクトの ID になります。
[DeployStaging] ステージで、[Review] (確認) を選択します。
[Review] (確認) ダイアログボックスで、[Approve] (承認) を選択します。
[DeployStaging] ステージを承認すると、モデルが本番環境にデプロイされます。エンドポイントを表
示するには、Studio のプロジェクトタブで [Endpoints] (エンドポイント) タブを選択します。

ステップ 6: リソースをクリーンアップする
料金の発生を止めるには、このチュートリアルで作成したリソースをクリーンアップします。そのために
は、以下の手順を完了します。
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Note
AWS CloudFormation スタックと Amazon S3 バケットを削除するには、Studio の管理者である
必要があります。管理者でない場合は、管理者にこれらの手順を実行するように依頼します。
1.

Studio のサイドバーで、[SageMaker resources] (SageMaker リソース) アイコン (

) を選択します。

2.
3.

ドロップダウンリストから [Projects] (プロジェクト) を選択します。
ドロップダウンリストから、ターゲットのプロジェクトを選択します。プロジェクトが表示されてい
ない場合は、プロジェクト名を入力し、フィルターを適用してプロジェクトを検索します。

4.

Studio プロジェクトは、次のいずれかの方法で削除できます。
a.

プロジェクトリストからプロジェクトを削除できます。
ターゲットプロジェクトを右クリックし、ドロップダウンリストから [Delete] (削除) を選択しま
す。

Note
この機能は、Studio バージョン v3.17.1 以降でサポートされています。詳細について
は、「シャットダウンして更新する SageMaker スタジオ (p. 158)」を参照してくださ
い。
b.

5.

[Project details] (プロジェクトの詳細) セクションからプロジェクトを削除できます。
i.

プロジェクトが見つかったら、ダブルクリックしてメインパネルに詳細を表示します。

ii.

[Actions] (アクション) メニューから [Delete] (削除) を選択します。

[Delete Project] (プロジェクトの削除) ウィンドウの [Delete] (削除) を選択して、選択を確定します。
これで、プロジェクトで作成した AWS Service Catalog プロビジョニングの製品が削除されます。こ
れには、プロジェクト用に作成された CodeCommit、CodePipeline、 CodeBuild のリソースも含まれ
ます。

6.

プロジェクトで作成した AWS CloudFormation スタックを削除します。スタックには、ステージン
グ用と本番用の 2 つがあります。スタックの名前は sagemaker-projectname-project-id-deploystaging と sagemaker-projectname-project-id-deploy-prod です。ここで、projectname はプ
ロジェクトの名前、project-id はプロジェクトの ID になります。
AWS CloudFormation スタックの削除方法については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの
「AWS CloudFormation コンソールでスタックを削除する」を参照してください。

7.

プロジェクトで作成した Amazon S3 バケットを削除します。バケットの名前は sagemakerproject-project-id です。ここで、project-id はプロジェクトの ID になります。

サードパーティーの Git リポジトリを使用する
SageMaker MLOps プロジェクトチュートリアル
このチュートリアルでは、CodePipeline を使用したサードパーティー Git リポジトリによるモデルの構
築、トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレート (p. 3049) テンプレートを使用して、モデルを構
築、トレーニング、デプロイする CI/CD システムを MLOps プロジェクトで作成する方法を示します。
前提条件
このチュートリアルを完了するには、以下が必要になります。
• Studio にサインインするための アカウントまたは IAM アカウント。詳細については、Amazon
SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35) を参照してください。
• SageMaker 提供のプロジェクトテンプレートを使用するアクセス許可。詳細については、プロジェクト
を使用するために必要な SageMaker Studio のアクセス許可 (p. 3042) を参照してください。
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• Studio ユーザーインターフェイスに関する基本的な知識。詳細については、アマゾン SageMaker Studio
UI の概要 (p. 95) を参照してください。
• README で初期化した 2 つの GitHub リポジトリ。これらのリポジトリをプロジェクトテンプレートに
入力すると、これらのリポジトリにモデルの構築およびデプロイのコードがシードされます。
トピック
• ステップ 1: GitHub 接続を設定する (p. 3062)
• ステップ 2: プロジェクトを作成する (p. 3062)
• ステップ 3: コードを変更する (p. 3063)
• ステップ 4: モデルを承認する (p. 3064)
• (オプション) ステップ 5: モデルバージョンを本番環境にデプロイする (p. 3064)
• ステップ 6: リソースをクリーンアップする (p. 3065)

ステップ 1: GitHub 接続を設定する
このステップでは、AWS CodeStar 接続を使用して GitHub リポジトリに接続します。SageMaker プロ
ジェクトは、この接続を使用してソースコードリポジトリにアクセスします。

GitHub 接続の設定方法は次のとおりです。
1.

CodePipeline コンソールにログインします (https://console.aws.amazon.com/codepipeline/)。

2.

ナビゲーションペインの [Settings] (設定) で [Connections] (接続) を選択します。

3.

[Create connection] (接続の作成) を選択します。

4.

[Select a provider] (プロバイダーの選択) で、[GitHub] を選択します。

5.

[Connection name] (接続名) に、名前を入力します。

6.

[Connect to GitHub] (GitHub に接続) を選択します。

7.

AWS コネクタ GitHub アプリケーションをまだインストールしていない場合は、[Install new app] (新
しいアプリケーションをインストールする) を選択します。
これにより、アクセス可能なすべての GitHub 個人アカウントおよび組織が一覧表示されます。

8.

SageMaker プロジェクトと GitHub リポジトリ用の接続を確立するアカウントを選択します。

9.

[Configure] (設定) を選択します。

10. オプションで、特定のリポジトリを選択するか、すべてのリポジトリを選択できます。
11. [Save] を選択します。アプリケーションがインストールされると、[Connect to GitHub] (GitHub に接
続する) ページが表示され、インストール ID が自動的に入力されます。
12. [Connect] (接続) を選択します。
13. キーを sagemaker、値を true とするタグを、この AWS CodeStar 接続に追加します。
14. 接続 ARN をコピーし、後で使用できるように保存します。この ARN は、プロジェクト作成ステップ
でパラメータとして使用します。

ステップ 2: プロジェクトを作成する
このステップでは、SageMaker 提供のプロジェクトテンプレートを使用して SageMaker MLOps プロジェ
クトを作成し、モデルを構築、トレーニング、デプロイします。

SageMaker MLOps プロジェクトを作成するには
1.

Studio にサインインします。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードす
る (p. 35)」を参照してください。
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2.

[SageMaker Resources] (SageMaker リソース) を選択し、ドロップダウンリストから [Projects] (プロ
ジェクト) を選択します。

3.

[Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。
[Create project] (プロジェクトの作成) タブが表示されます。

4.

[SageMaker project templates] (SageMaker プロジェクトテンプレート) で、[MLOps template for
model building, training, and deployment with third-party Git repositories] (サードパーティーの Git リポ
ジトリを使用したモデルの構築、トレーニング、デプロイ用の MLOps テンプレート) を選択します。

5.

[Select project template] (プロジェクトテンプレートを選択) を選択します。

6.

[ModelBuild CodeRepository Info] (ModelBuild CodeRepository 情報) で、以下のパラメータを指定し
ます。
• [URL] で、モデル構築コードの Git リポジトリの URL を https://git-url.git 形式で入力します。
• [Branch] (ブランチ) で、Git リポジトリからパイプラインアクティビティに使用するブランチを入力
します。
• [Full Repository Name] (フルリポジトリ名) で、Git リポジトリ名を、 username/repository
name または organization/repository name の形式で入力します。
• [Codestar Connection ARN] (Codestar 接続 ARN) で、ステップ 1 で作成した AWS CodeStar 接続
の ARN を入力します。
• [Sample Code] (サンプルコード) トグルスイッチを使用すると、リポジトリにモデル構築シード
コードを自動的に設定するかどうかを選択できます。このデモでは、デフォルトのままにしておき
ます。

7.

[ModelDeploy CodeRepository Info] (ModelDeploy CodeRepository 情報) で、以下のパラメータを指定
します。
• [URL] で、モデル構築コードの Git リポジトリの URL を https://git-url.git 形式で入力します。
• [Branch] (ブランチ) で、Git リポジトリからパイプラインアクティビティに使用するブランチを入力
します。
• [Full Repository Name] (フルリポジトリ名) で、Git リポジトリ名を、 username/repository
name または organization/repository name の形式で入力します。
• [Codestar Connection ARN] (Codestar 接続 ARN) で、ステップ 1 で作成した AWS CodeStar 接続
の ARN を入力します。
• [Sample Code] (サンプルコード) トグルスイッチを使用すると、リポジトリにモデルデプロイシー
ドコードを自動的に設定するかどうかを選択できます。このデモでは、デフォルトのままにしてお
きます。

8.

[Create Project (プロジェクトの作成)] を選択します。

プロジェクトが [Projects] (プロジェクト) リストに表示され、[Status] (ステータス) が [Created] (作成済み)
になります。

ステップ 3: コードを変更する
次に、モデルを構築するパイプラインコードを変更し、変更をコミットして新しいパイプラインの実行を
開始します。このパイプラインの実行により、新しいモデルバージョンが登録されます。

コードを変更するには
1.

モデル構築の GitHub リポジトリで、pipelines/abalone フォルダに移動します。pipeline.py
をダブルクリックして、コードファイルを開きます。

2.

pipeline.py ファイルで、トレーニングインスタンスタイプを設定する行を見つけます。
training_instance_type = ParameterString(
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name="TrainingInstanceType", default_value="ml.m5.xlarge"

編集するファイルを開き、ml.m5.xlarge を ml.m5.large に変更してコミットします。
コードの変更をコミットすると、新しいモデルバージョンを作成するパイプラインの実行が MLOps シス
テムで開始されます。次のステップでは、新しいモデルバージョンを承認して、本番環境にデプロイしま
す。

ステップ 4: モデルを承認する
次に、前のステップで作成した新しいモデルバージョンを承認して、SageMaker エンドポイントにそのモ
デルバージョンをデプロイします。

モデルバージョンを承認するには
1.

[SageMaker Resources] (SageMaker リソース) を選択し、ドロップダウンリストから [Projects] (プロ
ジェクト) を選択します。

2.

最初のステップで作成したプロジェクトの名前を見つけてダブルクリックし、プロジェクトのプロ
ジェクトタブを開きます。

3.

プロジェクトタブで [Model groups] (モデルグループ) を選択し、表示されるモデルグループの名前を
ダブルクリックします。
モデルグループタブが表示されます。

4.

モデルグループタブで、[Version 2] (バージョン 2) をダブルクリックします。[Version 2] (バージョン
2) タブが開きます。[Update status] (ステータスを更新) を選択します。

5.

[Update model version status] (モデルバージョンのステータスを更新) ダイアログボックスの [Status]
(ステータス)ドロップダウンリストで、[Approve] (承認)、[Update status] (ステータスを更新) の順に
選択します。
モデルバージョンを承認すると、モデルがステージングにデプロイされます。エンドポイントを表示
するには、プロジェクトタブで [Endpoints] (エンドポイント) タブを選択します。

(オプション) ステップ 5: モデルバージョンを本番環境にデプロ
イする
これで、モデルバージョンを本番環境にデプロイできます。

Note
このステップを完了するには、Studio ドメインの管理者である必要があります。管理者でない場
合は、この手順をスキップします。

モデルバージョンを本番環境にデプロイするには
1.

CodePipeline コンソールにログインします (https://console.aws.amazon.com/codepipeline/)。

2.

[Pipelines] (パイプライン) を選択し、sagemaker-projectname-projectid-modeldeploy という名
前のパイプラインを選択します。ここで、projectname はプロジェクトの名前、projectid はプロ
ジェクトの ID になります。

3.

[DeployStaging] ステージで、[Review] (確認) を選択します。

4.

[Review] (確認) ダイアログボックスで、[Approve] (承認) を選択します。
[DeployStaging] ステージを承認すると、モデルが本番環境にデプロイされます。エンドポイントを表
示するには、Studio のプロジェクトタブで [Endpoints] (エンドポイント) タブを選択します。
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ステップ 6: リソースをクリーンアップする
料金の発生を止めるには、このチュートリアルで作成したリソースをクリーンアップします。

Note
AWS CloudFormation スタックと Amazon S3 バケットを削除するには、Studio の管理者である
必要があります。管理者でない場合は、管理者にこれらの手順を実行するように依頼します。
1.

Studio のサイドバーで、[SageMaker resources] (SageMaker リソース) アイコン (

) を選択します。

2.

ドロップダウンリストから [Projects] (プロジェクト) を選択します。

3.

ドロップダウンリストから、ターゲットのプロジェクトを選択します。プロジェクトが表示されてい
ない場合は、プロジェクト名を入力し、フィルターを適用してプロジェクトを検索します。

4.

Studio プロジェクトは、次のいずれかの方法で削除できます。
a.

プロジェクトリストからプロジェクトを削除できます。
ターゲットプロジェクトを右クリックし、ドロップダウンリストから [Delete] (削除) を選択しま
す。

Note
この機能は、Studio バージョン v3.17.1 以降でサポートされています。詳細について
は、「シャットダウンして更新する SageMaker スタジオ (p. 158)」を参照してくださ
い。
b.

5.

[Project details] (プロジェクトの詳細) セクションからプロジェクトを削除できます。
i.

プロジェクトが見つかったら、ダブルクリックしてメインパネルに詳細を表示します。

ii.

[Actions] (アクション) メニューから [Delete] (削除) を選択します。

[Delete Project] (プロジェクトの削除) ウィンドウの [Delete] (削除) を選択して、選択を確定します。
これで、プロジェクトで作成した AWS Service Catalog プロビジョニングの製品が削除されます。こ
れには、プロジェクト用に作成された CodeCommit、CodePipeline、 CodeBuild のリソースも含まれ
ます。

6.

プロジェクトで作成した AWS CloudFormation スタックを削除します。スタックには、ステージン
グ用と本番用の 2 つがあります。スタックの名前は sagemaker-projectname-project-id-deploystaging と sagemaker-projectname-project-id-deploy-prod です。ここで、projectname はプ
ロジェクトの名前、project-id はプロジェクトの ID になります。
AWS CloudFormation スタックの削除方法については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの
「AWS CloudFormation コンソールでスタックを削除する」を参照してください。

7.

プロジェクトで作成した Amazon S3 バケットを削除します。バケットの名前は sagemakerproject-project-id です。ここで、project-id はプロジェクトの ID になります。

Amazon SageMaker ML 系統追跡
Amazon SageMaker ML 系統追跡は、データ準備からモデルのデプロイまで、機械学習 (ML) ワークフロー
のステップに関する情報を作成して保存します。追跡情報を使用すると、ワークフローステップの再現、
モデルおよびデータセットの系統の追跡、モデルのガバナンスと監査基準の確立を行うことができます。
SageMaker 系統追跡を使用すると、データサイエンティストとモデルビルダーは次の操作を実行できま
す。
• モデル検出実験の実行履歴を保持する。
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• モデル系統のアーティファクトを追跡してモデルガバナンスを確立し、監査とコンプライアンスの検証
を行う。
トピック
• 系統追跡エンティティ (p. 3066)
• Amazon SageMaker 作成の追跡エンティティ (p. 3068)
• 追跡エンティティを手動で作成する (p. 3070)
• 系統エンティティをクエリする (p. 3073)
• クロスアカウントの系統追跡 (p. 3079)
以下の図は、エンドツーエンドのモデルトレーニングおよびデプロイの ML ワークフローで、Amazon
SageMaker によって自動的に作成される系統グラフの例を示しています。

系統追跡エンティティ
追跡エンティティは、エンドツーエンドの機械学習ワークフローのすべての要素の表現を保持します。こ
の表現を使用すると、モデルガバナンスの確立、ワークフローの再現、作業履歴の記録の保持を行うこと
ができます。
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Amazon SageMaker では、処理ジョブ、トレーニングジョブ、バッチ変換ジョブなどの SageMaker ジョ
ブを作成する際に、トライアルコンポーネントとそれに関連するトライアルおよび実験の追跡エンティ
ティが自動的に作成されます。自動追跡以外にも、「追跡エンティティを手動で作成する (p. 3070)」で
ワークフローのカスタムステップをモデル化できます。詳細については、「Amazon でMachine Learning
を管理する SageMaker 実験 (p. 2091)」を参照してください。
ワークフローをエンドツーエンドで追跡できるように、SageMaker では、ワークフローの他のステップの
追跡エンティティが自動的に作成されます。詳細については、「Amazon SageMaker 作成の追跡エンティ
ティ (p. 3068)」を参照してください。
追加のエンティティを作成すると、SageMaker によって作成されたエンティティを補完できます。詳細に
ついては、「追跡エンティティを手動で作成する (p. 3070)」を参照してください。
SageMaker では、新しいエンティティが作成されるのではなく、既存のエンティティが再使用されます。
例えば、固有の SourceUri を持つアーティファクトは 1 つしか存在しません。

系統クエリの主要な概念
• 系統 - ML ワークフロー内のさまざまなエンティティ間の関係を追跡するメタデータ。
• QueryLineage - 系統を検査し、エンティティ間の関係を検出するアクション。
• 系統エンティティ - 系統を構成するメタデータ要素。
• クロスアカウントの系統 - ML ワークフローは、複数のアカウントにまたがることがあります。クロスア
カウントの系統を使用すると、共有エンティティリソース間の系統の関連付けを自動的に作成するよう
に複数のアカウントを設定できます。そうすると、QueryLineage で、これらの共有アカウントからもエ
ンティティを返すことができるようになります。
以下の追跡エンティティが定義されます。

実験エンティティ
• トライアルコンポーネント - 機械学習トライアルのステージ。処理ジョブ、トレーニングジョブ、バッ
チ変換ジョブが含まれます。
• トライアル - 一般的にモデルを作成するトライアルコンポーネントの組み合わせ。
• 実験 - 一般的に特定のユースケースの解決に焦点を当てた一連のトライアル。

系統エンティティ
• トライアルコンポーネント - 系統内の処理、トレーニング、変換のジョブを表します。実験管理の一部
にもなります。
• コンテキスト - 他の追跡エンティティや実験エンティティの論理グループ化を提供します。概念的に、
実験とトライアルはコンテキストになります。エンドポイントやモデルパッケージなどが例として挙げ
られます。
• アクション - アクションまたはアクティビティを表します。一般に、アクションには、少なくとも 1 つ
の入力アーティファクトか出力アーティファクトが含まれます。ワークフローステップやモデルのデプ
ロイなどが例として挙げられます。
• アーティファクト - URI アドレス可能なオブジェクトやデータを表します。通常、アーティファクトは
トライアルコンポーネントやアクションへの入力または出力になります。データセット (S3 バケット
URI) やイメージ (Amazon ECR レジストリパス) などが例として挙げられます。
• 関連付け - トレーニングデータの場所とトレーニングジョブの関連付けのように、他の追跡エンティ
ティや実験エンティティをリンクします。
関連付けにはオプションの AssociationType プロパティがあります。以下の値は、各タイプの推奨使
用方法と共に使用できます。SageMaker では使用に関する制限はありません。
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• ContributedTo - ソースがターゲットに貢献した、またはターゲットの有効化に関与した。例え
ば、トレーニングジョブに貢献したトレーニングデータ。
• AssociatedWith - ソースがターゲットに接続されている。例えば、モデルデプロイに関連付けられ
た承認ワークフロー。
• DerivedFrom - ターゲットは、ソースを変更したものである。例えば、元の入力から派生、処理ジョ
ブのチャネル入力のダイジェスト出力。
• Produced - ソースがデスティネーションを生成した。例えば、トレーニングジョブが生成したモデ
ルアーティファクト。
• SameAs - 同じ系統エンティティが異なるアカウントで使用される場合。
一般的なプロパティ
• Type プロパティ
アクション、アーティファクト、コンテキストのエンティティにはそれぞ
れ、ActionType、ArtifactType、ContextType の Type プロパティがあります。このプロパティ
は、意味のある情報をエンティティに関連付けて、List API のフィルターとして使用できるカスタム文
字列です。
• Source プロパティ
アクション、アーティファクト、コンテキストのエンティティには Source プロパティがあります。こ
のプロパティは、エンティティによって表される、基になる URI を提供します。いくつか例を挙げま
す。
• UpdateEndpoint アクション。この場合、ソースは EndpointArn になります。
• 処理ジョブのイメージアーティファクト。この場合、ソースは ImageUri になります。
• Endpoint コンテキスト。この場合、ソースは EndpointArn になります。
• Metadata プロパティ
アクションエンティティとアーティファクトエンティティには、オプションの Metadata プロパティが
あります。このプロパティは、以下のような情報を提供できます。
• ProjectId - モデルが属する SageMaker MLOps プロジェクトの ID など。
• GeneratedBy - モデルパッケージバージョンを登録した SageMaker パイプラインの実行など。
• Repository - アルゴリズムを含むリポジトリなど。
• CommitId - アルゴリズムバージョンのコミット ID など。

Amazon SageMaker 作成の追跡エンティティ
Amazon SageMaker では、データが利用できる場合に、SageMaker ジョブ、モデル、モデルパッケー
ジ、エンドポイントの追跡エンティティが自動作成されます。SageMaker によって作成される系統エン
ティティの数に制限はありません。
追跡エンティティを手動で作成する方法については、「追跡エンティティを手動で作成する (p. 3070)」を
参照してください。
トピック
• SageMaker ジョブの追跡エンティティ (p. 3069)
• モデルパッケージの追跡エンティティ (p. 3069)
• エンドポイントの追跡エンティティ (p. 3070)
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SageMaker ジョブの追跡エンティティ
SageMaker では、各 SageMaker ジョブのトライアルコンポーネントと関連付けが作成されます。また、
各アーティファクトとジョブ間のジョブのメタデータおよび関連付けを追跡するアーティファクトが作成
されます。
アーティファクトは、以下のジョブプロパティに作成され、SageMaker ジョブの Amazon リソースネー
ム (ARN) に関連付けられます。アーティファクト SourceUri は括弧で囲んで一覧に表示します。

トレーニングジョブ
• トレーニングアルゴリズムを含むイメージ (TrainingImage)。
• 各入力チャネルのデータソース (S3Uri)。
• モデルの場所 (S3OutputPath))。
• マネージド型スポットのチェックポイントデータの場所 (S3Uri)。

処理ジョブ
• 処理ジョブで実行するコンテナ (ImageUri)。
• 各処理入力と処理出力のデータの場所 (S3Uri)。

変換ジョブ
• 変換する入力データソース (S3Uri)。
• 変換の結果 (S3OutputPath)。

Note
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) アーティファクトは、Create API に提供される
Amazon S3 URI 値に基づいて追跡されます (例: CreateTrainingJob)。Amazon S3 キーと各ファイ
ルのハッシュ値または etag 値は使用されません。

モデルパッケージの追跡エンティティ
次のエンティティが作成されます。

モデルパッケージ
• 各モデルパッケージグループのコンテキスト。
• 各モデルパッケージのアーティファクト。
• 各モデルパッケージアーティファクトと、パッケージが属する各モデルパッケージグループのコンテキ
スト間の関連付け。
• モデルパッケージバージョンを作成するためのアクション。
• モデルパッケージアーティファクトと作成アクション間の関連付け。
• モデルパッケージアーティファクトと、パッケージが属する各モデルパッケージグループのコンテキス
ト間の関連付け。
• 推論コンテナ
• モデルパッケージで定義される各コンテナで使用されるイメージのアーティファクト。
• 各コンテナで使用されるモデルのアーティファクト。
• 各アーティファクトとモデルパッケージアーティファクト間の関連付け。
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• アルゴリズム
• モデルパッケージで定義される各アルゴリズムのアーティファクト。
• 各アルゴリズムによって作成されるモデルのアーティファクト。
• 各アーティファクトとモデルパッケージアーティファクト間の関連付け。

エンドポイントの追跡エンティティ
以下のエンティティは Amazon SageMaker によって作成されます。

エンドポイント
• 各エンドポイントのコンテキスト
• 各エンドポイントを作成したモデルデプロイに対するアクション
• エンドポイントにデプロイされた各モデルのアーティファクト
• モデルで使用されるイメージのアーティファクト
• モデルのモデルパッケージのアーティファクト
• エンドポイントにデプロイされた各イメージのアーティファクト
• 各アーティファクトとモデルのデプロイアクション間の関連付け。

追跡エンティティを手動で作成する
任意のプロパティの追跡エンティティを手動で作成できます。Amazon SageMaker で自動作成される追跡
エンティティの詳細については、「Amazon SageMaker 作成の追跡エンティティ (p. 3068)」を参照して
ください。
関連付けを除くすべてのエンティティにタグを追加できます。タグはカスタム情報を提供する任意のキー
と値のペアです。タグを基準にしたリストのフィルターや並べ替え、検索クエリを実行できます。詳細に
ついては、AWS 全般リファレンスの「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。
系統エンティティの作成方法を紹介したサンプルノートブックについては、「Amazon SageMaker
example GitHub repository」の Amazon SageMaker Lineage ノートブックを参照してください。
トピック
• エンティティを手動で作成する (p. 3070)
• ワークフローを手動で追跡する (p. 3072)
• 制限 (p. 3073)

エンティティを手動で作成する
以下の手順では、SageMaker トレーニングジョブとエンドポイントの間にアーティファクトを作成して関
連付ける方法を説明します。以下のステップを実行します。

追跡エンティティと関連付けをインポートする
1.

系統追跡エンティティをインポートします。
import sys
!{sys.executable} -m pip install -q sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.session import Session
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from sagemaker.lineage import context, artifact, association, action
import boto3
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
sagemaker_client = boto_session.client("sagemaker")

2.

入力および出力のアーティファクトを作成します。
code_location_arn = artifact.Artifact.create(
artifact_name='source-code-location',
source_uri='s3://...',
artifact_type='code-location'
).artifact_arn
# Similar constructs for train_data_location_arn and test_data_location_arn
model_location_arn = artifact.Artifact.create(
artifact_name='model-location',
source_uri='s3://...',
artifact_type='model-location'
).artifact_arn

3.

モデルをトレーニングし、トレーニングジョブを表す trial_component_arn を取得します。

4.

入力アーティファクトおよび出力アーティファクトをトレーニングジョブ (トライアルコンポーネン
ト) に関連付けます。
input_artifacts = [code_location_arn, train_data_location_arn, test_data_location_arn]
for artifact_arn in input_artifacts:
try:
association.Association.create(
source_arn=artifact_arn,
destination_arn=trial_component_arn,
association_type='ContributedTo'
)
except:
logging.info('association between {} and {} already exists', artifact_arn,
trial_component_arn)
output_artifacts = [model_location_arn]
for artifact_arn in output_artifacts:
try:
association.Association.create(
source_arn=trial_component_arn,
destination_arn=artifact_arn,
association_type='Produced'
)
except:
logging.info('association between {} and {} already exists', artifact_arn,
trial_component_arn)

5.

推論エンドポイントを作成します。
predictor = mnist_estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge')

6.

エンドポイントのコンテキストを作成します。
from sagemaker.lineage import context
endpoint = sagemaker_client.describe_endpoint(EndpointName=predictor.endpoint_name)
endpoint_arn = endpoint['EndpointArn']
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endpoint_context_arn = context.Context.create(
context_name=predictor.endpoint_name,
context_type='Endpoint',
source_uri=endpoint_arn
).context_arn

7.

トレーニングジョブ (トライアルコンポーネント) とエンドポイントのコンテキストを関連付けます。
association.Association.create(
source_arn=trial_component_arn,
destination_arn=endpoint_context_arn
)

ワークフローを手動で追跡する
前のセクションで作成したワークフローは、手動で追跡できます。
前のサンプルのエンドポイントの Amazon リソースネーム (ARN) を前提として、以下の手順では、エンド
ポイントにデプロイされたモデルのトレーニングに使用されたデータセットまでワークフローを追跡する
方法を説明します。以下のステップを実行します。

エンドポイントからトレーニングデータソースまでのワークフローを追跡するには
1.

追跡エンティティをインポートします。
import sys
!{sys.executable} -m pip install -q sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.lineage import context, artifact, association, action
import boto3
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
sagemaker_client = boto_session.client("sagemaker")

2.

エンドポイント ARN から、エンドポイントのコンテキストを取得します。
endpoint_context_arn = sagemaker_client.list_contexts(
SourceUri=endpoint_arn)['ContextSummaries'][0]['ContextArn']

3.

トライアルコンポーネントとエンドポイントのコンテキストの間の関連付けからトライアルコンポー
ネントを取得します。
trial_component_arn = sagemaker_client.list_associations(
DestinationArn=endpoint_context_arn)['AssociationSummaries'][0]['SourceArn']

4.

トライアルコンポーネントとエンドポイントのコンテキストの間の関連付けからトレーニングデータ
の場所のアーティファクトを取得します。
train_data_location_artifact_arn = sagemaker_client.list_associations(
DestinationArn=trial_component_arn, SourceType='Model')['AssociationSummaries'][0]
['SourceArn']

5.

トレーニングデータの場所のアーティファクトからトレーニングデータの場所を取得します。
train_data_location = sagemaker_client.describe_artifact(
ArtifactArn=train_data_location_artifact_arn)['Source']['SourceUri']

3072

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
系統エンティティをクエリする
print(train_data_location)

レスポンス:
s3://sagemaker-sample-data-us-east-2/mxnet/mnist/train

制限
関連付けは、エンティティ、実験、系統の間に作成できます。ただし、以下を除きます。
• 2 つの実験エンティティ間には関連付けを作成できません。実験エンティティは、実験、トライアル、
トライアルコンポーネントで構成されます。
• 別の関連付けとの関連付けを作成できます。
既に存在するエンティティを作成しようとすると、エラーが発生します。

手動で作成される系統エンティティの最大数
• アクション: 3,000
• アーティファクト: 6,000
• 関連付け: 6,000
• コンテキスト: 500
Amazon SageMaker によって自動作成される系統エンティティの数に制限はありません。

系統エンティティをクエリする
Amazon SageMaker では、系統エンティティのグラフが使用時に自動的に生成されます。このデータをク
エリすると、さまざまな質問に答えることができます。系統エンティティをクエリして、以下の操作を実
行できます。
• モデルの作成に送られたすべてのデータセットを取得する。
• エンドポイントの作成に送られたすべてのジョブを取得する。
• データセットを使用するすべてのモデルを取得する。
• モデルを使用するすべてのエンドポイントを取得する。
• 特定のデータセットから派生したエンドポイントを取得する。
• トレーニングジョブを作成したパイプラインの実行を取得する。
• 調査、ガバナンス、再現性のためにエンティティ間の関係を取得する。
• アーティファクトを使用するすべてのダウンストリーム試行を取得する。
• アーティファクトを使用するすべてのアップストリーム試行を取得する。
• 提供された S3 URI を使用するアーティファクトのリストを取得する。
• データセットアーティファクトを使用するアップストリームアーティファクトを取得する。
• データセットアーティファクトを使用するダウンストリームアーティファクトを取得する。
• イメージアーティファクトを使用するデータセットを取得する。
• コンテキストを使用するアクションを取得する。
• エンドポイントを使用する処理ジョブを取得する。
• エンドポイントを使用する変換ジョブを取得する。
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• エンドポイントを使用するトライアルコンポーネントを取得する。
• モデルパッケージグループに関連付けられたパイプライン実行の ARN を取得する。
• アクションを使用するすべてのアーティファクトを取得する。
• モデルパッケージの承認アクションを使用するすべてのアップストリームデータセットを取得する。
• モデルパッケージの承認アクションからモデルパッケージを取得する。
• エンドポイントを使用するダウンストリームエンドポイントコンテキストを取得する。
• トライアルコンポーネントに関連付けられたパイプライン実行の ARN を取得する。
• トライアルコンポーネントを使用するデータセットを取得する。
• トライアルコンポーネントを使用するモデルを取得する。
• 可視化のために系統を調べる。
トピック
• 系統エンティティのクエリの開始方法 (p. 3074)

制約事項
• 以下のリージョンでは、系統クエリは使用できません。
• アジアパシフィック (大阪) - ap-northeast-3
• 欧州 (ミラノ) - eu-south-1
• アフリカ (ケープタウン) - af-south
• アジアパシフィック (ジャカルタ): ap-southeast-3
• 現在、検出する関係の最大深度は 10 に制限されています。
• フィルタリングは、最終更新日、作成日、タイプ、系統エンティティタイプのプロパティに限定されま
す。

系統エンティティのクエリの開始方法
最も簡単な開始方法は、以下のいずれかです。
• Amazon SageMaker SDK for Python。一般的な多くのユースケースが定義されています。
• SageMaker Lineage API を使って系列グラフ全体の関係をクエリする方法を解説したノートブックにつ
いては、sagemaker-lineage-multihop-queries.ipynb を参照してください。
以下の例は、LineageQuery と LineageFilter の API を使用して、系統グラフに関する質問に答え、
いくつかのユースケースのエンティティ関係を抽出するためのクエリを構築する方法を示しています。

Example LineageQuery API を使用して、エンティティの関連付けを見つける
from
from
from
from

sagemaker.lineage.context import Context, EndpointContext
sagemaker.lineage.action import Action
sagemaker.lineage.association import Association
sagemaker.lineage.artifact import Artifact, ModelArtifact, DatasetArtifact

from sagemaker.lineage.query import (
LineageQuery,
LineageFilter,
LineageSourceEnum,
LineageEntityEnum,
LineageQueryDirectionEnum,
)
# Find the endpoint context and model artifact that should be used for the lineage queries.
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contexts = Context.list(source_uri=endpoint_arn)
context_name = list(contexts)[0].context_name
endpoint_context = EndpointContext.load(context_name=context_name)

Example エンドポイントに関連付けられているすべてのデータセットを見つける
# Define the LineageFilter to look for entities of type `ARTIFACT` and the source of type
`DATASET`.
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], sources=[LineageSourceEnum.DATASET]
)
# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that traverses
through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[endpoint_context.context_arn],
query_filter=query_filter,
direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
include_edges=False,
)
# Parse through the query results to get the lineage objects corresponding to the datasets
dataset_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices:
dataset_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
pp.pprint(dataset_artifacts)

Example エンドポイントに関連付けられているモデルを見つける
# Define the LineageFilter to look for entities of type `ARTIFACT` and the source of type
`MODEL`.
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], sources=[LineageSourceEnum.MODEL]
)
# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that traverses
through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[endpoint_context.context_arn],
query_filter=query_filter,
direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
include_edges=False,
)
# Parse through the query results to get the lineage objects corresponding to the model
model_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices:
model_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
# The results of the `LineageQuery` API call return the ARN of the model deployed to the
endpoint along with
# the S3 URI to the model.tar.gz file associated with the model
pp.pprint(model_artifacts)
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Example エンドポイントに関連付けられているトライアルコンポーネントを見つける
# Define the LineageFilter to look for entities of type `TRIAL_COMPONENT` and the source of
type `TRAINING_JOB`.
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.TRIAL_COMPONENT],
sources=[LineageSourceEnum.TRAINING_JOB],
)
# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that traverses
through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[endpoint_context.context_arn],
query_filter=query_filter,
direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
include_edges=False,
)
# Parse through the query results to get the ARNs of the training jobs associated with this
Endpoint
trial_components = []
for vertex in query_result.vertices:
trial_components.append(vertex.arn)
pp.pprint(trial_components)

Example 系統の焦点を変更する
LineageQuery を変更して異なる start_arns を持たせると、系統の焦点を変更できます。ま
た、LineageFilter で複数のソースとエンティティを取れば、クエリの範囲を拡大できます。
以下では、モデルを系統の焦点として使用し、それに関連付けられているエンドポイントとデータセット
を見つけます。
# Get the ModelArtifact
model_artifact_summary = list(Artifact.list(source_uri=model_package_arn))[0]
model_artifact = ModelArtifact.load(artifact_arn=model_artifact_summary.artifact_arn)
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT],
sources=[LineageSourceEnum.ENDPOINT, LineageSourceEnum.DATASET],
)
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[model_artifact.artifact_arn], # Model is the starting artifact
query_filter=query_filter,
# Find all the entities that descend from the model, i.e. the endpoint
direction=LineageQueryDirectionEnum.DESCENDANTS,
include_edges=False,
)
associations = []
for vertex in query_result.vertices:
associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[model_artifact.artifact_arn], # Model is the starting artifact
query_filter=query_filter,
# Find all the entities that ascend from the model, i.e. the datasets
direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
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)

include_edges=False,

for vertex in query_result.vertices:
associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
pp.pprint(associations)

Example LineageQueryDirectionEnum.BOTH を使用して祖先と子孫の関係を見つける
方向が BOTH に設定されている場合、クエリはグラフを横断して、祖先と子孫の関係を見つけます。この
横断は、開始ノードだけでなく、訪問先の各ノードから行われます。例えば、トレーニングジョブが 2 回
実行され、トレーニングジョブによって生成されたモデルの両方がエンドポイントにデプロイされている
場合、方向が BOTH に設定されたクエリの結果には両方のエンドポイントが示されます。これは、モデル
のトレーニングとデプロイに同じイメージが使用されているためです。イメージはモデルと共通であるた
め、start_arn と両方のエンドポイントがクエリ結果に表示されます。
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT],
sources=[LineageSourceEnum.ENDPOINT, LineageSourceEnum.DATASET],
)
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[model_artifact.artifact_arn], # Model is the starting artifact
query_filter=query_filter,
# This specifies that the query should look for associations both ascending and
descending for the start
direction=LineageQueryDirectionEnum.BOTH,
include_edges=False,
)
associations = []
for vertex in query_result.vertices:
associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
pp.pprint(associations)

Example LineageQuery の方向 (ASCENDANTS と DESCENDANTS)
系統グラフの方向を理解するために、次のエンティティ関係グラフを取得します ([Dataset] (データセット)
-> [Training Job] (トレーニングジョブ) -> [Model] (モデル) -> [Endpoint] (エンドポイント))。
エンドポイントはモデルの子孫であり、モデルはデータセットの子孫です。同様に、モデルはエンドポイ
ントの祖先です。direction パラメータを使用すると、start_arns のエンティティの子孫または祖先
のエンティティをクエリで返すかどうかを指定できます。start_arns にモデルが含まれており、方向が
DESCENDANTS の場合は、クエリはエンドポイントを返します。方向が ASCENDANTS の場合、クエリは
データセットを返します。
# In this example, we'll look at the impact of specifying the direction as ASCENDANT or
DESCENDANT in a `LineageQuery`.
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT],
sources=[
LineageSourceEnum.ENDPOINT,
LineageSourceEnum.MODEL,
LineageSourceEnum.DATASET,
LineageSourceEnum.TRAINING_JOB,
],
)
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query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[model_artifact.artifact_arn],
query_filter=query_filter,
direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
include_edges=False,
)
ascendant_artifacts = []
# The lineage entity returned for the Training Job is a TrialComponent which can't be
converted to a
# lineage object using the method `to_lineage_object()` so we extract the TrialComponent
ARN.
for vertex in query_result.vertices:
try:
ascendant_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
except:
ascendant_artifacts.append(vertex.arn)
print("Ascendant artifacts : ")
pp.pprint(ascendant_artifacts)
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[model_artifact.artifact_arn],
query_filter=query_filter,
direction=LineageQueryDirectionEnum.DESCENDANTS,
include_edges=False,
)
descendant_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices:
try:
descendant_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
except:
# Handling TrialComponents.
descendant_artifacts.append(vertex.arn)
print("Descendant artifacts : ")
pp.pprint(descendant_artifacts)

Example 系統クエリを簡単にする SDK ヘルパー関数
クラスEndpointContext、ModelArtifact、DatasetArtifact には、LineageQuery API のラッ
パーであるヘルパー関数が備わっており、特定の系統クエリが活用しやすくなっています。以下の例は、
これらのヘルパー関数の使用方法を示しています。
# Find all the datasets associated with this endpoint
datasets = []
dataset_artifacts = endpoint_context.dataset_artifacts()
for dataset in dataset_artifacts:
datasets.append(dataset.source.source_uri)
print("Datasets : ", datasets)
# Find the training jobs associated with the endpoint
training_job_artifacts = endpoint_context.training_job_arns()
training_jobs = []
for training_job in training_job_artifacts:
training_jobs.append(training_job)
print("Training Jobs : ", training_jobs)
# Get the ARN for the pipeline execution associated with this endpoint (if any)
pipeline_executions = endpoint_context.pipeline_execution_arn()
if pipeline_executions:
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for pipeline in pipelines_executions:
print(pipeline)
# Here we use the `ModelArtifact` class to find all the datasets and endpoints associated
with the model
dataset_artifacts = model_artifact.dataset_artifacts()
endpoint_contexts = model_artifact.endpoint_contexts()
datasets = [dataset.source.source_uri for dataset in dataset_artifacts]
endpoints = [endpoint.source.source_uri for endpoint in endpoint_contexts]
print("Datasets associated with this model : ")
pp.pprint(datasets)
print("Endpoints associated with this model : ")
pp.pprint(endpoints)
# Here we use the `DatasetArtifact` class to find all the endpoints hosting models that
were trained with a particular dataset
# Find the artifact associated with the dataset
dataset_artifact_arn = list(Artifact.list(source_uri=training_data))[0].artifact_arn
dataset_artifact = DatasetArtifact.load(artifact_arn=dataset_artifact_arn)
# Find the endpoints that used this training dataset
endpoint_contexts = dataset_artifact.endpoint_contexts()
endpoints = [endpoint.source.source_uri for endpoint in endpoint_contexts]
print("Endpoints associated with the training dataset {}".format(training_data))
pp.pprint(endpoints)

Example 系統グラフの視覚化を取得する
ヘルパークラス Visualizer は、サンプルノートブック visualizer.py で提供され、系統グラフのプロット
をサポートします。クエリレスポンスがレンダリングされると、StartArns の系統関係を合わせたグラ
フが表示されます。StartArns からの視覚化には、query_lineage API アクションで返されたその他
の系統エンティティとの関係が示されます。
# Graph APIs
# Here we use the boto3 `query_lineage` API to generate the query response to plot.
from visualizer import Visualizer
query_response = sm_client.query_lineage(
StartArns=[endpoint_context.context_arn], Direction="Ascendants", IncludeEdges=True
)
viz = Visualizer()
viz.render(query_response, "Endpoint")
query_response = sm_client.query_lineage(
StartArns=[model_artifact.artifact_arn], Direction="Ascendants", IncludeEdges=True

)
viz.render(query_response, "Model")

クロスアカウントの系統追跡
Amazon SageMaker では、異なる AWS アカウントからの系統エンティティの追跡がサポートされてい
ます。他の AWS アカウントは自身の系統エンティティを共有でき、これらの系統エンティティには直接
API 呼び出しまたは SageMaker 系統クエリを介してアクセスできます。
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系統リソースを安全に共有できるように、SageMaker では AWS Resource Access Manager が使用されま
す。リソースは AWS RAM コンソールから共有できます。

クロスアカウントの系統追跡を設定する
追跡エンティティは、エンドツーエンドの機械学習ワークフローのすべての要素の表現を保持
します。この表現を使用すると、モデルガバナンスの確立、ワークフローの再現、作業履歴の
記録の保持を行うことができます。
Amazon SageMaker では、処理ジョブ、トレーニングジョブ、バッチ変換ジョブなどの
SageMaker ジョブを作成する際に、トライアルコンポーネントとそれに関連するトライアル
および実験の追跡エンティティが自動的に作成されます。自動追跡以外にも、「追跡エンティ
ティを手動で作成する (p. 3070)」でワークフローのカスタムステップをモデル化できます。
詳細については、「Amazon でMachine Learning を管理する SageMaker 実験 (p. 2091)」を参
照してください。
ワークフローをエンドツーエンドで追跡できるように、SageMaker では、ワークフローの
他のステップの追跡エンティティが自動的に作成されます。詳細については、「Amazon
SageMaker 作成の追跡エンティティ (p. 3068)」を参照してください。
追加のエンティティを作成すると、SageMaker によって作成されたエンティティを補完でき
ます。詳細については、「追跡エンティティを手動で作成する (p. 3070)」を参照してくださ
い。
SageMaker では、新しいエンティティが作成されるのではなく、既存のエンティティが再使用
されます。例えば、固有の SourceUri を持つアーティファクトは 1 つしか存在しません。

系統クエリの主要な概念
• 系統 - ML ワークフロー内のさまざまなエンティティ間の関係を追跡するメタデータ。
• QueryLineage - 系統を検査し、エンティティ間の関係を検出するアクション。
• 系統エンティティ - 系統を構成するメタデータ要素。
• クロスアカウントの系統 - ML ワークフローは、複数のアカウントにまたがることがありま
す。クロスアカウントの系統を使用すると、共有エンティティリソース間の系統の関連付け
を自動的に作成するように複数のアカウントを設定できます。そうすると、QueryLineage
で、これらの共有アカウントからもエンティティを返すことができるようになります。
以下の追跡エンティティが定義されます。

実験エンティティ
• トライアルコンポーネント - 機械学習トライアルのステージ。処理ジョブ、トレーニング
ジョブ、バッチ変換ジョブが含まれます。
• トライアル - 一般的にモデルを作成するトライアルコンポーネントの組み合わせ。
• 実験 - 一般的に特定のユースケースの解決に焦点を当てた一連のトライアル。

系統エンティティ

• トライアルコンポーネント - 系統内の処理、トレーニング、変換のジョブを表します。実験
管理の一部にもなります。
• コンテキスト - 他の追跡エンティティや実験エンティティの論理グループ化を提供します。
概念的に、実験とトライアルはコンテキストになります。エンドポイントやモデルパッケー
ジなどが例として挙げられます。
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• アクション - アクションまたはアクティビティを表します。一般に、アクションには、少な
くとも 1 つの入力アーティファクトか出力アーティファクトが含まれます。ワークフロース
テップやモデルのデプロイなどが例として挙げられます。
• アーティファクト - URI アドレス可能なオブジェクトやデータを表します。通常、アーティ
ファクトはトライアルコンポーネントやアクションへの入力または出力になります。データ
セット (S3 バケット URI) やイメージ (Amazon ECR レジストリパス) などが例として挙げら
れます。
• 関連付け - トレーニングデータの場所とトレーニングジョブの関連付けのように、他の追跡
エンティティや実験エンティティをリンクします。
関連付けにはオプションの AssociationType プロパティがあります。以下の値は、各タ
イプの推奨使用方法と共に使用できます。SageMaker では使用に関する制限はありません。
• ContributedTo - ソースがターゲットに貢献した、またはターゲットの有効化に関与し
た。例えば、トレーニングジョブに貢献したトレーニングデータ。
• AssociatedWith - ソースがターゲットに接続されている。例えば、モデルデプロイに関
連付けられた承認ワークフロー。
• DerivedFrom - ターゲットは、ソースを変更したものである。例えば、元の入力から派
生、処理ジョブのチャネル入力のダイジェスト出力。
• Produced - ソースがデスティネーションを生成した。例えば、トレーニングジョブが生
成したモデルアーティファクト。
• SameAs - 同じ系統エンティティが異なるアカウントで使用される場合。
一般的なプロパティ
• Type プロパティ
アクション、アーティファクト、コンテキストのエンティティにはそれぞ
れ、ActionType、ArtifactType、ContextType の Type プロパティがあります。この
プロパティは、意味のある情報をエンティティに関連付けて、List API のフィルターとして
使用できるカスタム文字列です。
• Source プロパティ
アクション、アーティファクト、コンテキストのエンティティには Source プロパティがあ
ります。このプロパティは、エンティティによって表される、基になる URI を提供します。
いくつか例を挙げます。
• UpdateEndpoint アクション。この場合、ソースは EndpointArn になります。
• 処理ジョブのイメージアーティファクト。この場合、ソースは ImageUri になります。
• Endpoint コンテキスト。この場合、ソースは EndpointArn になります。
• Metadata プロパティ
アクションエンティティとアーティファクトエンティティには、オプションの Metadata プ
ロパティがあります。このプロパティは、以下のような情報を提供できます。
• ProjectId - モデルが属する SageMaker MLOps プロジェクトの ID など。
• GeneratedBy - モデルパッケージバージョンを登録した SageMaker パイプラインの実行
など。
• Repository - アルゴリズムを含むリポジトリなど。
• CommitId - アルゴリズムバージョンのコミット ID など。
(p. 3066) をグループ化し、Amazon SageMaker の系統グループを通じて共有できます。SageMaker で
は、アカウントごとに 1 つのデフォルト系統グループのみがサポートされます。アカウントで系統エン
ティティが作成されるたびに、SageMaker でデフォルトの系統グループが作成されます。アカウントが
所有するそれぞれの系統エンティティは、このデフォルトの系統グループに割り当てられます。系統エン
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ティティを別のアカウントと共有する場合は、そのアカウントとこのデフォルトの系統グループを共有し
ます。

Note
系統グループ内のすべての系統追跡エンティティを共有できるほか、すべて共有しないようにも
設定できます。
AWS Resource Access Manager コンソールを使用して、系統エンティティのリソース共有を作成しま
す。詳しくは、AWS Resource Access Manager ユーザーガイドの「AWS リソースを共有する」を参照し
てください。

Note
リソース共有の作成後、リソースとプリンシパルの関連付けが完了するまでに数分かかること
があります。関連付けが設定されると、リソース共有に参加するための招待が共有アカウント
に届きます。共有リソースにアクセスするには、共有アカウントが招待を受理する必要がありま
す。AWS RAM のリソース共有招待を受理する方法については、AWS Resource Access Manager
ユーザーガイドの「共有 AWS リソースを使用する」を参照してください。

クロスアカウント系統追跡のリソースポリシー
Amazon SageMaker では、1 種類のリソースポリシーのみがサポートされています。SageMaker リソース
ポリシーでは、以下のすべてのオペレーションを許可する必要があります。
"sagemaker:DescribeAction"
"sagemaker:DescribeArtifact"
"sagemaker:DescribeContext"
"sagemaker:DescribeTrialComponent"
"sagemaker:AddAssociation"
"sagemaker:DeleteAssociation"
"sagemaker:QueryLineage"

Example 以下は、AWS Resource Access Manager を使用して作成された SageMaker リソースポ
リシーであり、アカウントの系統グループのリソース共有を作成します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullLineageAccess",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "123456789012" #account-id
},
"Action": [
"sagemaker:DescribeAction",
"sagemaker:DescribeArtifact",
"sagemaker:DescribeContext",
"sagemaker:DescribeTrialComponent",
"sagemaker:AddAssociation",
"sagemaker:DeleteAssociation",
"sagemaker:QueryLineage"
],
"Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111111111111:lineage-group/sagemakerdefault-lineage-group" #Sample lineage group resource
}
]
}
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クロスアカウントで系統エンティティを追跡する
クロスアカウントの系統追跡を使用すると、同じ AddAssociation API アクションを用いて、異な
るアカウントの系統エンティティを関連付けることができます。2 つの系統エンティティを関連付ける
と、両方の系統エンティティに AddAssociation API アクションを実行するアクセス許可があるかど
うかが SageMaker で検証されます。その後、SageMaker で関連付けが確立されます。アクセス許可
がない場合は、SageMaker で関連付けが作成されません。クロスアカウントの関連付けが確立される
と、QueryLineage API アクションを通じて、いずれかの系統エンティティにもう一方からアクセスでき
ます。詳細については、「系統エンティティをクエリする (p. 3073)」を参照してください。
SageMaker は自動的に系統エンティティを作成するだけでなく、クロスアカウントアクセスがある場
合、SageMaker は同じオブジェクトやデータを参照するアーティファクトを接続します。あるアカウン
トのデータが異なるアカウントによる系統追跡に使用されている場合、SageMaker は各アカウントにアー
ティファクトを作成してそのデータを追跡します。クロスアカウントの系統の場合、SageMaker は新し
いアーティファクトを作成するたびに、同じデータに対して他のアーティファクトが作成されていてユー
ザーと共有されているかどうかをチェックします。その後、SageMaker は新しく作成されたアーティファ
クトと、AssociationType を SameAs に設定してユーザーと共有されている各アーティファクトとの関
連付けを確立します。そうすると、QueryLineage API アクションを使用することによって、自分のアカ
ウントの系統エンティティから、自分と共有されているが別の AWS アカウントが所有している系統ティ
ティへと通過することができます。詳細については、「系統エンティティをクエリする (p. 3073)」を参照
してください。
トピック
• 別のアカウントから系統リソースにアクセスする (p. 3083)
• クロスアカウントの系統エンティティのクエリの承認 (p. 3083)

別のアカウントから系統リソースにアクセスする
系統を共有するためのクロスアカウントアクセスを設定すると、ARN で以下の SageMaker API アクショ
ンを直接呼び出すことによって、別のアカウントの共有系統エンティティを記述できます。
• DescribeAction
• DescribeArtifact
• DescribeContext
• DescribeTrialComponent
以下の SageMaker API アクションを使用すると、自分と共有されているが別のアカウントが所有している
系統エンティティの関連付けを管理できます。
• AddAssociation
• DeleteAssociation
SageMaker Lineage API を使用してアカウント間の系統をクエリする方法を示すノートブックについて
は、「sagemaker-lineage-cross-account-with-ram.ipynb」を参照してください。

クロスアカウントの系統エンティティのクエリの承認
Amazon SageMaker は、ユーザーが StartArns に対して QueryLineage アクションを実行するアクセ
ス許可を持っていることを検証する必要があります。これは、LineageGroup にアタッチされたリソー
スポリシーによって適用されます。このアクションの結果には、自分のアカウントが所有しているのか、
別のアカウントによって共有されているかにかかわらず、自分がアクセス権を持つすべての系統エンティ
ティが含まれます。詳細については、「系統エンティティをクエリする (p. 3073)」を参照してください。
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Kubernetes のオーケストレーション
Kubernetes 用 SageMaker オペレーターと Kubeflow Pipelines 用 Amazon SageMaker コンポーネントを
使用すると、SageMaker のトレーニングジョブと推論ジョブをオーケストレートできます。Kubernetes
用 SageMaker オペレーターを使用すると、デベロッパーやデータサイエンティストが Kubernetes を使っ
て SageMaker での機械学習 (ML) モデルをより簡単にトレーニング、チューニング、デプロイできるよう
になります。Kubeflow Pipelines 用 Amazon SageMaker コンポーネントを使用すると、データ処理および
トレーニングジョブを Kubernetes クラスターから SageMaker の機械学習に最適化されたマネージドサー
ビスに移動できます。
目次
• Kubernetes 用 SageMaker オペレーター (p. 3084)
• Kubeflow Pipelines 用 Amazon SageMaker コンポーネント (p. 3128)

Kubernetes 用 SageMaker オペレーター
Kubernetes 用 SageMaker オペレーターを使用すると、デベロッパーやデータサイエンティストが
Kubernetes を使って SageMaker での機械学習 (ML) モデルをより簡単にトレーニング、チューニン
グ、デプロイできるようになります。これらの SageMaker オペレーターを Amazon Elastic Kubernetes
Service (Amazon EKS) の Kubernetes クラスターにインストールすれば、Kubernetes API や kubectl の
ようなコマンドラインの Kubernetes ツールを使用して SageMaker ジョブをネイティブに作成できます。
このガイドでは、オペレーターの設定方法を説明します。さらに、このガイドでは、オペレーターを使用
してモデルトレーニング、ハイパーパラメータのチューニング、推論 (リアルタイムおよびバッチ) を実行
する方法を説明します。

Important
Kubernetes 用 SageMaker オペレーターの新バージョンでは、KubernetesAWS 用コントロー
ラー (ACK) を使用しています。詳細については、ACKKubernetes 用の新しい SageMaker オペ
レーターにリソースを移行 (p. 3125) のマニュアルを参照するか、ACK のマニュアルに直接アク
セスしてください。
これらのオペレーターの使用に追加料金はかかりません。これらのオペレーターを通じて SageMaker
リソースを使用した場合には料金が発生します。ここで取り上げる手順とガイドラインは、ユーザーが
Kubernetes とその基本的なコマンドに精通していることを前提としています。
目次
• オペレーターとは (p. 3084)
• リソースを新しいオペレーターに移行 (p. 3087)
• IAM ロールベースの設定とオペレーターのデプロイ (p. 3087)
• リソースをクリーンアップする (p. 3096)
• オペレーターを削除する (p. 3096)
• トラブルシューティング (p. 3098)
• 各リージョンのイメージと SMlog (p. 3099)
• Amazon SageMaker ジョブを使用する (p. 3099)
• Kubernetes 用の新しい SageMaker オペレーターにリソースを移行 (p. 3125)

オペレーターとは
Kubernetes は、コントローラーパターンと呼ばれるものの上に構築されています。このパターンを
使用すると、アプリケーションやツールで中央ステートマネージャー (ETCD) をリッスンし、何か
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が発生した場合に動作できます。このようなアプリケーションの例として、cloud-controllermanager、controller-manager などがあります。コントローラーパターンを使用すると、分離さ
れたエクスペリエンスを作成できるため、他のコンポーネントの統合方法を心配する必要がなくなり
ます。Kubernetes に新しい機能を追加するには、デベロッパーがアプリケーション固有またはドメイ
ン固有のロジックとコンポーネントを含むカスタムリソースを作成して Kubernetes API を拡張しま
す。Kubernetes のオペレーターを使用すると、ユーザーはこれらのカスタムリソースをネイティブに呼び
出して、関連するワークフローを自動化できます。

アクセス許可の概要
Kubernetes 用 SageMaker オペレーターを使用すると、Kubernetes クラスターから SageMaker のジョブ
を管理できます。オペレーターは、ユーザーに代わって SageMaker リソースにアクセスします。AWS リ
ソースを操作するためにオペレーターを引き受ける IAM ロールは、Kubernetes クラスターへのアクセス
に使用する認証情報とは異なります。このロールは、機械学習ジョブを実行するときに SageMaker が引
き受けるロールとも異なります。以下の図は、この設計とフローを説明しています。
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リソースを新しいオペレーターに移行
新しい Amazon SageMaker オペレーター用 Amazon SageMaker オペレーターでは、Amazon SageMaker
AWSのコントローラー (ACK) を使用して、Amazon SageMaker で機械学習モデルをトレーニング、
チューニング、デプロイします。新しいオペレータには後方互換性がないため、既存の SageMaker
Operators for Kubernetes リソースは古いオペレータから新しいオペレータに必ず移行してください。リ
ソースの移行を開始するには、「」を参照してくださいKubernetes 用の新しい SageMaker オペレーター
にリソースを移行 (p. 3125)。

IAM ロールベースの設定とオペレーターのデプロイ
次のセクションでは、オペレーターを設定およびデプロイする手順について説明します。

Warning
以下の手順では、Kubernetes 用 SageMaker Operators の最新バージョンはインストールされま
せん。Kubernetes 用の新しい SageMaker オペレーターをインストールするには、を参照してく
ださいKubernetes 用の新しい SageMaker オペレーターにリソースを移行 (p. 3125)。

前提条件
このガイドでは、次の前提条件を既に満たしているものとします。
• Kubernetes クラスターへのアクセスに使用するクライアントマシンに次のツールがインストールされて
いること。
• kubectl バージョン 1.13 以降。Amazon EKS クラスターコントロールプレーンとのマイナーバー
ジョンの相違が 1 つ以内である kubectl バージョンを使用します。例えば、1.13 の kubectl クラ
イアントは、Kubernetes 1.13 と 1.14 のクラスターで動作します。OpenID Connect (OIDC) は 1.13
より前のバージョンではサポートされていません。
• eksctl バージョン 0.7.0 以降
• AWS CLI バージョン 1.16.232 以降
• (オプション) Helm バージョン 3.0 以降
• aws-iam-authenticator
• ロールを作成し、ポリシーをロールにアタッチする IAM 許可を持っていること。
• オペレーターを実行する Kubernetes クラスターが作成されていること。Kubernetes バージョン 1.13 ま
たは 1.14 のいずれかである必要があります。eksctl を使用したクラスターの自動作成については、
「Amazon EKS の開始方法 – eksctl」を参照してください。クラスターのプロビジョニングには 20～30
分かかります。

クラスターを対象範囲とするデプロイ
IAM ロールを使用してオペレーターをデプロイする前に、OpenID Connect (OIDC) プロバイダーをロール
に関連付けて、IAM サービスで認証します。

クラスターの OpenID Connect プロバイダーを作成する
以下の手順は、OIDC プロバイダーを作成し、Amazon EKS クラスターに関連付ける方法を示していま
す。
1.

以下の手順を実行して、ローカルの CLUSTER_NAME と AWS_REGION 環境変数を設定します。
# Set the Region and cluster
export CLUSTER_NAME="<your cluster name>"
export AWS_REGION="<your region>"

2.

以下のコマンドを使用して、OIDC プロバイダーをクラスターに関連付けます。詳細については、
「クラスターでサービスアカウントの IAM ロールを有効にする」を参照してください。
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eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster ${CLUSTER_NAME} \
--region ${AWS_REGION} --approve

出力は次のようになります。
[_]
[_]
[_]

eksctl version 0.10.1
using region us-east-1
IAM OpenID Connect provider is associated with cluster "my-cluster" in "us-east-1"

これで、クラスターに OIDC ID プロバイダーが関連付けられました。ロールを作成し、ロールを引き受け
るための ServiceAccount 許可を Kubernetes に付与できます。

OIDC ID を取得する
ServiceAccount を設定するには、以下のコマンドを使用して OpenID Connect 発行者 URL を取得しま
す。
aws eks describe-cluster --name ${CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \
--query cluster.identity.oidc.issuer --output text

このコマンドでは次のような URL が返されます。
https://oidc.eks.${AWS_REGION}.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

この URL の D48675832CA65BD10A532F597OIDCID の値が OIDC ID になります。クラスターの OIDC
ID とは異なります。この OIDC ID 値は、ロールを作成するために必要です。
出力が None となる場合は、クライアントのバージョンが古いことを意味します。この問題を回避するに
は、以下のコマンドを実行します。
aws eks describe-cluster --region ${AWS_REGION} --query cluster --name ${CLUSTER_NAME} -output text | grep OIDC

OIDC URL は以下のように返されます。
OIDC https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

IAM ロールを作成します。
1.

trust.json という名前のファイルを作成し、以下の信頼関係コードブロックを挿入します。<OIDC
ID>、<AWS account number>、<EKS Cluster region> のプレースホルダーはすべて、クラス
ターに対応する値に必ず置き換えてください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::<AWS account number>:oidc-provider/oidc.eks.<EKS
Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
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"oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:aud":
"sts.amazonaws.com",
"oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:sub":
"system:serviceaccount:sagemaker-k8s-operator-system:sagemaker-k8s-operator-default"
}
}
}
]

}

2.

以下のコマンドを実行して、trust.json で定義される信頼関係を持つロールを作成します。この
ロールにより、Amazon EKS クラスターは IAM の認証情報を取得および更新できます。
aws iam create-role --region ${AWS_REGION} --role-name <role name> --assume-rolepolicy-document file://trust.json --output=text

出力は次のようになります。
ROLE
arn:aws:iam::123456789012:role/my-role 2019-11-22T21:46:10Z
/
ABCDEFSFODNN7EXAMPLE
my-role
ASSUMEROLEPOLICYDOCUMENT
2012-10-17
STATEMENT
sts:AssumeRoleWithWebIdentity
Allow
STRINGEQUALS
sts.amazonaws.com
system:serviceaccount:sagemaker-k8s-operatorsystem:sagemaker-k8s-operator-default
PRINCIPAL
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.useast-1.amazonaws.com/id/

ROLE ARN を書き留めておき、この値をオペレーターに渡します。

AmazonSageMakerFullAccess ポリシーをロールにアタッチする
ロールに SageMaker へのアクセス権を付与するには、AmazonSageMakerFullAccess ポリシーをアタッチ
します。オペレーターのアクセス許可を制限する場合は、独自のカスタムポリシーを作成してアタッチし
ます。
AmazonSageMakerFullAccess をアタッチするには、以下のコマンドを実行します。
aws iam attach-role-policy --role-name <role name>
AmazonSageMakerFullAccess

--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/

Kubernetes ServiceAccount sagemaker-k8s-operator-default には
AmazonSageMakerFullAccess アクセス許可が必要です。オペレーターをインストールするときにこれ
を確認します。

オペレーターをデプロイする
オペレーターをデプロイするときは、YAML ファイルか Helm チャートのいずれかを使用できます。

YAML を使用してオペレーターをデプロイする
これは、最も簡単なオペレーターのデプロイ方法です。手順は次のとおりです。
1.

以下のコマンドを使用して、インストーラスクリプトをダウンロードします。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
release/rolebased/installer.yaml

2.

installer.yaml ファイルを編集して、eks.amazonaws.com/role-arn を置き換えます。この
ARN は、作成した OIDC ベースのロールの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
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3.

以下のコマンドを使用してクラスターをデプロイします。
kubectl apply -f installer.yaml

Helm チャートを使用してオペレーターをデプロイする
提供された Helm チャートを使用して、オペレーターをインストールします。
1.

以下のコマンドを使用して Helm インストーラディレクトリのクローンを作成します。
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2.

amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/installer フォルダに移動しま
す。rolebased/values.yaml ファイルを編集します。このファイルには、チャートの高レベルパ
ラメータが含まれています。このロール ARN は、作成した OIDC ベースのロールの Amazon リソー
スネーム (ARN) に置き換えます。

3.

以下のコマンドを使用して、Helm チャートをインストールします。
kubectl create namespace sagemaker-k8s-operator-system
helm install --namespace sagemaker-k8s-operator-system sagemaker-operator rolebased/

指定した名前空間以外の名前空間にオペレーターをインストールする場合は、IAM ロール
trust.json ファイルで定義される名前空間をそれに合わせて調整する必要があります。
4.

しばらくすると、ランダムに生成された名前でチャートがインストールされます。以下のコマンドを
使用して、正常にインストールされたことを確認します。
helm ls

出力は次のようになります。
NAME

NAMESPACE
REVISION
UPDATED
STATUS
CHART
APP VERSION
sagemaker-operator
sagemaker-k8s-operator-system
1
2019-11-20
23:14:59.6777082 +0000 UTC
deployed
sagemaker-k8s-operator-0.1.0

オペレーターのデプロイを確認する
1.

以下のコマンドを実行すると、クラスターにデプロイされた各オペレーターの SageMaker カスタム
リソース定義 (CRD) を確認できます。
kubectl get crd | grep sagemaker

出力は次のようになります。
batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com
endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com
hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com
hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com
models.sagemaker.aws.amazon.com
trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com

2.

2019-11-20T17:12:34Z
2019-11-20T17:12:34Z
2019-11-20T17:12:34Z
2019-11-20T17:12:34Z
2019-11-20T17:12:34Z
2019-11-20T17:12:34Z

オペレーターポッドが正常に実行されていることを確認します。すべてのポッドを一覧表示するに
は、以下のコマンドを使用します。
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kubectl -n sagemaker-k8s-operator-system get pods

以下のように、名前空間 sagemaker-k8s-operator-system に sagemaker-k8s-operatorcontroller-manager-***** という名前のポッドが表示されます。
NAME
AGE
sagemaker-k8s-operator-controller-manager-12345678-r8abc
23s

READY

STATUS

RESTARTS

2/2

Running

0

名前空間を対象範囲とするデプロイ
個々の Kubernetes 名前空間の範囲内にオペレーターをインストールするオプションもあります。この
モードでは、リソースがその名前空間内に作成された場合にのみ、コントローラーがリソースをモニタリ
ングし、SageMaker と照合します。これにより、リソースを管理するコントローラーはどのコントロー
ラーか細かく制御できます。複数の AWS アカウントにデプロイする場合や、特定のジョブにアクセスで
きるユーザーを制御する場合に便利です。
このガイドでは、オペレーターを特定の定義済み名前空間にインストールする方法を説明します。コント
ローラーを 2 番目の名前空間にデプロイするには、このガイドの手順を最初から最後まで実行し、各ス
テップで名前空間を変更します。

Amazon EKS クラスターの OpenID Connect プロバイダーを作成する
以下の手順は、OIDC プロバイダーを作成し、Amazon EKS クラスターに関連付ける方法を示していま
す。
1.

以下の手順を実行して、ローカルの CLUSTER_NAME と AWS_REGION 環境変数を設定します。
# Set the region and cluster
export CLUSTER_NAME="<your cluster name>"
export AWS_REGION="<your region>"

2.

以下のコマンドを使用して、OIDC プロバイダーをクラスターに関連付けます。詳細については、
「クラスターでサービスアカウントの IAM ロールを有効にする」を参照してください。
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster ${CLUSTER_NAME} \
--region ${AWS_REGION} --approve

出力は次のようになります。
[_]
[_]
[_]

eksctl version 0.10.1
using region us-east-1
IAM OpenID Connect provider is associated with cluster "my-cluster" in "us-east-1"

これで、クラスターに OIDC ID プロバイダーが関連付けられ、ロールを作成して、ロールを引き受けるた
めの ServiceAccount 許可を Kubernetes に付与できるようになりました。

OIDC ID を取得する
ServiceAccount を設定するには、最初に以下のコマンドを使用して OpenID Connect 発行者 URL を取得
します。
aws eks describe-cluster --name ${CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \
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--query cluster.identity.oidc.issuer --output text

このコマンドでは次のような URL が返されます。
https://oidc.eks.${AWS_REGION}.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

この URL の D48675832CA65BD10A532F597OIDCID の値が OIDC ID になります。クラスターの OIDC
ID とは異なります。この OIDC ID 値は、ロールを作成するために必要です。
出力が None となる場合は、クライアントのバージョンが古いことを意味します。この問題を回避するに
は、以下のコマンドを実行します。
aws eks describe-cluster --region ${AWS_REGION} --query cluster --name ${CLUSTER_NAME} -output text | grep OIDC

OIDC URL は以下のように返されます。
OIDC https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

IAM ロールを作成する
1.

trust.json という名前のファイルを作成し、以下の信頼関係コードブロックを挿入します。<OIDC
ID>、<AWS account number>、<EKS Cluster region>、<Namespace> のプレースホルダー
はすべて、クラスターに対応する値に必ず置き換えてください。このガイドでは、<Namespace> の
値に my-namespace が使用されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::<AWS account number>:oidc-provider/oidc.eks.<EKS
Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:aud":
"sts.amazonaws.com",
"oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:sub":
"system:serviceaccount:<Namespace>:sagemaker-k8s-operator-default"
}
}
}
]

}

2.

以下のコマンドを実行して、trust.json で定義される信頼関係を持つロールを作成します。この
ロールにより、Amazon EKS クラスターは IAM の認証情報を取得および更新できます。
aws iam create-role --region ${AWS_REGION} --role-name <role name> --assume-rolepolicy-document file://trust.json --output=text

出力は次のようになります。
ROLE
arn:aws:iam::123456789012:role/my-role 2019-11-22T21:46:10Z
ABCDEFSFODNN7EXAMPLE
my-role
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ASSUMEROLEPOLICYDOCUMENT
2012-10-17
STATEMENT
sts:AssumeRoleWithWebIdentity
Allow
STRINGEQUALS
sts.amazonaws.com
system:serviceaccount:my-namespace:sagemakerk8s-operator-default
PRINCIPAL
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.useast-1.amazonaws.com/id/

ROLE ARN を書き留めておき、この値をオペレーターに渡します。

AmazonSageMakerFullAccess ポリシーをロールにアタッチする
ロールに SageMaker へのアクセス権を付与するには、AmazonSageMakerFullAccess ポリシーをアタッチ
します。オペレーターのアクセス許可を制限する場合は、独自のカスタムポリシーを作成してアタッチし
ます。
AmazonSageMakerFullAccess をアタッチするには、以下のコマンドを実行します。
aws iam attach-role-policy --role-name <role name>
AmazonSageMakerFullAccess

--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/

Kubernetes ServiceAccount sagemaker-k8s-operator-default には
AmazonSageMakerFullAccess アクセス許可が必要です。オペレーターをインストールするときにこれ
を確認します。

オペレーターを名前空間にデプロイする
オペレーターをデプロイするときは、YAML ファイルか Helm チャートのいずれかを使用できます。

YAML を使用してオペレーターを名前空間にデプロイする
名前空間の範囲内へのオペレーターのデプロイは、2 つの部分で構成されます。1 つ目は、クラスターレ
ベルでインストールされる CRD のセットです。これらのリソース定義は、Kubernetes クラスターごとに
1 回だけインストールする必要があります。2 つ目の部分は、オペレーターのアクセス許可とデプロイそ
のものです。
クラスターに CRD をまだインストールしていない場合は、以下のコマンドを使用して CRD インストーラ
YAML を適用します。
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/release/rolebased/namespaced/crd.yaml

オペレーターをクラスターにインストールするには:
1.

以下のコマンドを使用して、オペレーターインストーラ YAML をダウンロードします。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
release/rolebased/namespaced/operator.yaml

2.

以下のコマンドを使用して、インストーラの YAML を更新し、指定した名前空間にリソースを配置し
ます。
sed -i -e 's/PLACEHOLDER-NAMESPACE/<YOUR NAMESPACE>/g' operator.yaml

3.

operator.yaml ファイルを編集して、eks.amazonaws.com/role-arn にリソースを配置しま
す。この ARN は、作成した OIDC ベースのロールの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えま
す。
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4.

以下のコマンドを使用してクラスターをデプロイします。
kubectl apply -f operator.yaml

Helm チャートを使用してオペレーターを名前空間にデプロイする
名前空間の範囲内へのオペレーターのデプロイには、2 つの部分が必要です。1 つ目は、クラスターレベ
ルでインストールされる CRD のセットです。これらのリソース定義は、Kubernetes クラスターごとに 1
回だけインストールする必要があります。2 つ目の部分は、オペレーターのアクセス許可とデプロイその
ものです。Helm チャートを使用する場合は、最初に kubectl を使用して名前空間を作成する必要があり
ます。
1.

以下のコマンドを使用して Helm インストーラディレクトリのクローンを作成します。
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2.

amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/installer/namespaced フォルダ
に移動します。rolebased/values.yaml ファイルを編集します。このファイルには、チャート
の高レベルパラメータが含まれています。このロール ARN は、作成した OIDC ベースのロールの
Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。

3.

以下のコマンドを使用して、Helm チャートをインストールします。
helm install crds crd_chart/

4.

必要な名前空間を作成し、以下のコマンドを使用してオペレーターをインストールします。
kubectl create namespace <namespace>
helm install --n <namespace> op operator_chart/

5.

しばらくすると、名前 sagemaker-operator でチャートがインストールされます。以下のコマンド
を使用して、正常にインストールされたことを確認します。
helm ls

出力は次のようになります。
NAME

NAMESPACE
STATUS
sagemaker-operator
my-namespace
23:14:59.6777082 +0000 UTC
deployed

UPDATED
APP VERSION
1
2019-11-20
sagemaker-k8s-operator-0.1.0

CHART

REVISION

名前空間へのオペレーターのデプロイを確認する
1.

以下のコマンドを実行すると、クラスターにデプロイされた各オペレーターの SageMaker カスタム
リソース定義 (CRD) を確認できます。
kubectl get crd | grep sagemaker

出力は次のようになります。
batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com
endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com
hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com
hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com

3094

2019-11-20T17:12:34Z
2019-11-20T17:12:34Z
2019-11-20T17:12:34Z
2019-11-20T17:12:34Z

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Kubernetes 用 SageMaker オペレーター
models.sagemaker.aws.amazon.com
trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com

2.

2019-11-20T17:12:34Z
2019-11-20T17:12:34Z

オペレーターポッドが正常に実行されていることを確認します。すべてのポッドを一覧表示するに
は、以下のコマンドを使用します。
kubectl -n my-namespace get pods

以下のように、名前空間 my-namespace に sagemaker-k8s-operator-controller-manager***** という名前のポッドが表示されます。
NAME
AGE
sagemaker-k8s-operator-controller-manager-12345678-r8abc
23s

READY

STATUS

RESTARTS

2/2

Running

0

SageMaker ログ kubectl プラグインをインストールする
Kubernetes 用 SageMaker オペレーターの一部として、kubectl に smlogs プラグインを使用でき
ます。これにより、SageMaker CloudWatch ログを kubectl でストリーミングできるようになりま
す。kubectl は PATH にインストールする必要があります。以下のコマンドは、ホームディレクトリの
sagemaker-k8s-bin ディレクトリにバイナリを配置し、そのディレクトリを PATH に追加します。
export os="linux"
wget https://amazon-sagemaker-operator-for-k8s-us-east-1.s3.amazonaws.com/kubectl-smlogsplugin/v1/${os}.amd64.tar.gz
tar xvzf ${os}.amd64.tar.gz
# Move binaries to a directory in your homedir.
mkdir ~/sagemaker-k8s-bin
cp ./kubectl-smlogs.${os}.amd64/kubectl-smlogs ~/sagemaker-k8s-bin/.
# This line adds the binaries to your PATH in your .bashrc.
echo 'export PATH=$PATH:~/sagemaker-k8s-bin' >> ~/.bashrc
# Source your .bashrc to update environment variables:
source ~/.bashrc

以下のコマンドを使用して、kubectl プラグインが正しくインストールされていることを確認します。
kubectl smlogs

kubectl プラグインが正しくインストールされていると、以下のような出力になります。
View SageMaker logs via Kubernetes
Usage:
smlogs [command]
Aliases:
smlogs, SMLogs, Smlogs
Available Commands:
BatchTransformJob
TrainingJob
help

View BatchTransformJob logs via Kubernetes
View TrainingJob logs via Kubernetes
Help about any command
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Flags:
-h, --help

help for smlogs

Use "smlogs [command] --help" for more information about a command.

リソースをクリーンアップする
クラスターからオペレーターをアンインストールするには、すべての SageMaker リソースがクラスター
から削除されていることを確認します。リソースが残っていると、オペレーターの削除オペレーションが
ハングします。次のコマンドを実行して、 のすべてのジョブを一覧表示します。
# Delete all SageMaker jobs from Kubernetes
kubectl delete --all --all-namespaces hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com

次のような出力が表示されます。
$ kubectl delete --all --all-namespaces trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com
trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-from-for-s3" deleted
$ kubectl delete --all --all-namespaces hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com
hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-hpo" deleted
$ kubectl delete --all --all-namespaces batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com
batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist" deleted
$ kubectl delete --all --all-namespaces hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com
hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com "host-xgboost" deleted

すべての SageMaker ジョブを削除したら、オペレーターを削除する (p. 3096) を使用して、クラスターか
らオペレーターを削除します。

オペレーターを削除する
クラスターベースのオペレーターを削除する
YAML を使用してインストールしたオペレーター
クラスターからオペレーターをアンインストールするには、すべての SageMaker リソースがクラスター
から削除されていることを確認します。リソースが残っていると、オペレーターの削除オペレーションが
ハングします。

Note
クラスタを削除する前に、必ず SageMaker リソースをクラスタから削除してください。詳細につ
いては、「リソースをクリーンアップする (p. 3096)」を参照してください。
すべての SageMaker ジョブを削除したら、kubectl を使用して、クラスターからオペレーターを削除し
ます。
# Delete the operator and its resources
kubectl delete -f /installer.yaml

次のような出力が表示されます。
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$ kubectl delete -f raw-yaml/installer.yaml
namespace "sagemaker-k8s-operator-system" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com"
deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com"
deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com"
deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "models.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com"
deleted
role.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-leader-election-role" deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-manager-role" deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-proxy-role" deleted
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-leader-election-rolebinding"
deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-manager-rolebinding"
deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-proxy-rolebinding"
deleted
service "sagemaker-k8s-operator-controller-manager-metrics-service" deleted
deployment.apps "sagemaker-k8s-operator-controller-manager" deleted
secrets "sagemaker-k8s-operator-abcde" deleted

Helm チャートを使用してインストールしたオペレーター
オペレーター CRD を削除するには、最初に実行中のジョブをすべて削除します。次に、以下のコマンド
を使用して、オペレーターのデプロイに使用した Helm チャートを削除します。
# get the helm charts
helm ls
# delete the charts
helm delete <chart_name>

名前空間ベースのオペレーターを削除する
YAML を使用してインストールしたオペレーター
クラスターからオペレーターをアンインストールするには、すべての SageMaker リソースがクラスター
から削除されていることを確認します。リソースが残っていると、オペレーターの削除オペレーションが
ハングします。

Note
クラスタを削除する前に、必ず SageMaker リソースをクラスタから削除してください。詳細につ
いては、「リソースをクリーンアップする (p. 3096)」を参照してください。
すべての SageMaker ジョブを削除したら、kubectl を使用して、最初に名前空間からオペレーターを削
除し、次にクラスターから CRD を削除します。以下のコマンドを実行してすべてのジョブを停止し、ク
ラスターからオペレーターを削除します。
# Delete the operator using the same yaml file that was used to install the operator
kubectl delete -f operator.yaml
# Now delete the CRDs using the CRD installer yaml
kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/release/rolebased/namespaced/crd.yaml
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# Now you can delete the namespace if you want
kubectl delete namespace <namespace>

Helm チャートを使用してインストールしたオペレーター
オペレーター CRD を削除するには、最初に実行中のジョブをすべて削除します。次に、以下のコマンド
を使用して、オペレーターのデプロイに使用した Helm チャートを削除します。
# Delete the operator
helm delete <chart_name>
# delete the crds
helm delete crds
# optionally delete the namespace
kubectl delete namespace <namespace>

トラブルシューティング
失敗したジョブをデバッグする
• 以下を実行して、ジョブのステータスを確認します。
kubectl get <CRD Type> <job name>

• ジョブが SageMaker で作成されたものである場合は、以下のコマンドを使用して、STATUS と
SageMaker Job Name を確認できます。
kubectl get <crd type> <job name>

• 以下のコマンドを使用すると、smlogs を使って問題の原因を特定できます。
kubectl smlogs <crd type> <job name>

• また、以下のコマンドを使用すると、describe コマンドを使用してジョブの詳細を取得できます。出
力には additional フィールドがあり、ジョブのステータスに関する詳細情報が記載されています。
kubectl describe <crd type> <job name>

• ジョブが SageMaker で作成されたものではない場合は、以下のようにオペレーターのポッドのログを
使用して、問題の原因を特定します。
$ kubectl get pods -A | grep sagemaker
# Output:
sagemaker-k8s-operator-system
sagemaker-k8s-operator-controller-manager-5cd7df4d74wh22z
2/2
Running
0
3h33m
$ kubectl logs -p <pod name> -c manager -n sagemaker-k8s-operator-system

オペレーター CRD を削除する
ジョブの削除が機能しない場合は、オペレーターが実行中かどうかを確認します。オペレーターが実行中
でない場合は、以下の手順を使用して、ファイナライザーを削除する必要があります。
1.

新しいターミナルで、kubectl edit を以下のように使用してジョブをエディタで開きます。
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kubectl edit <crd type> <job name>

2.

ファイルから以下の 2 行を削除してジョブを編集し、ファイナライザーを削除します。ファイルを保
存すると、ジョブが削除されます。
finalizers:
- sagemaker-operator-finalizer

各リージョンのイメージと SMlog
以下の表に、各リージョンで使用できるオペレーターイメージと SMLog を示します。
リー コントローラーイメージ
ジョ
ン

Linux SMLog

us- 957583890962.dkr.ecr.useast-1 east-1.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.us-east-1.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s-us-east-1/kubectlsmlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz

us- 922499468684.dkr.ecr.useast-2 east-2.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s-us-east-2/kubectlsmlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz

us- 640106867763.dkr.ecr.uswest-2west-2.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s-us-west-2/kubectlsmlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz

eu- 613661167059.dkr.ecr.euwest-1west-1.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s-eu-west-1/kubectlsmlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz

Amazon SageMaker ジョブを使用する
Kubernetes 用オペレーターを使用して Amazon SageMaker ジョブを実行するには、YAML ファイルを適
用するか、提供された Helm チャートを使用します。

Important
Kubernetes 用 SageMaker オペレーターの新バージョンでは、KubernetesAWS 用コントロー
ラー (ACK) を使用しています。詳細については、ACKKubernetes 用の新しい SageMaker オペ
レーターにリソースを移行 (p. 3125) のマニュアルを参照するか、ACK のマニュアルに直接アク
セスしてください。
以下のチュートリアルのサンプルオペレータージョブはすべて、一般公開されている MNIST データセッ
トから取得したサンプルデータを使用しています。これらのサンプルを実行するには、Amazon S3 バケッ
トにデータセットをダウンロードします。データセットの場所は、「MNIST データセットをダウンロード
する」で確認できます。
目次
• TrainingJob オペレーター (p. 3100)
• HyperParameterTuningJob オペレーター (p. 3104)
• BatchTransformJob オペレーター (p. 3109)
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• HostingDeployment オペレーター (p. 3113)
• ProcessingJob オペレーター (p. 3117)
• HostingAutoscalingPolicy (HAP) オペレーター (p. 3121)

TrainingJob オペレーター
トレーニングジョブオペレーターは、トレーニングジョブを SageMaker で起動して、指定されたジョブ
の仕様を SageMaker に対して照合します。SageMaker のトレーニングジョブについては、SageMaker の
CreateTrainingJob API ドキュメントで詳細を確認できます。
トピック
• YAML ファイルを使用して TrainingJob を作成する (p. 3100)
• Helm チャートを使用して TrainingJob を作成する (p. 3100)
• TrainingJob を一覧表示する (p. 3101)
• TrainingJob について説明する (p. 3102)
• TrainingJob のログを表示する (p. 3103)
• TrainingJob を削除する (p. 3104)

YAML ファイルを使用して TrainingJob を作成する
1.

以下のコマンドを使用して、トレーニング用のサンプル YAML ファイルをダウンロードします。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-trainingjob.yaml

2.

xgboost-mnist-trainingjob.yaml ファイルを編集して roleArn パラメータを <sagemakerexecution-role> に、outputPath を SageMaker 実行ロールが書き込みアクセス権を持つ
Amazon S3 バケットに置き換えます。SageMaker がユーザーに代わって Amazon S3、Amazon
CloudWatch、その他のサービスにアクセスするには、roleArn にアクセス許可が必要で
す。SageMaker ExecutionRole の作成の詳細については、「SageMaker ロール」を参照してくださ
い。以下のコマンドを使用して YAML ファイルを適用します。
kubectl apply -f xgboost-mnist-trainingjob.yaml

Helm チャートを使用して TrainingJob を作成する
Helm チャートを使用すると TrainingJob を実行できます。
1.

以下のコマンドを使用して GitHub リポジトリのクローンを作成し、ソースを取得します。
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2.

amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/training-jobs/ フォルダに移動して
values.yaml ファイルを編集し、rolearn や outputpath などの値をアカウントに対応する値に
置き換えます。SageMaker がユーザーに代わって Amazon S3、Amazon CloudWatch、その他のサー
ビスにアクセスするには、RoleARN にアクセス許可が必要です。SageMaker ExecutionRole の作成の
詳細については、「SageMaker ロール」を参照してください。

TrainingJob を作成する
values.yaml で適切な値に置き換えたロールと Amazon S3 バケットを使用すると、以下のコマンドを使
用してトレーニングジョブを作成できます。
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helm install . --generate-name

出力は次のようになります。
NAME: chart-12345678
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-trainingjob.

トレーニング Helm チャートを確認する
Helm チャートが正常に作成されたことを確認するには、以下を実行します。
helm ls

出力は次のようになります。
NAME

NAMESPACE
REVISION
STATUS
CHART
chart-12345678
default
1
deployed
sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
rolebased-12345678
default
1
deployed
sagemaker-k8s-operator-0.1.0

UPDATED
APP VERSION
2019-11-20 23:35:49.9136092 +0000 UTC
2019-11-20 23:14:59.6777082 +0000 UTC

helm install によって TrainingJob Kubernetes リソースが作成されます。オペレーターによって
SageMaker で実際のトレーニングジョブが起動され、SageMaker のジョブのステータスを反映させて
TrainingJob Kubernetes リソースが更新されます。ジョブの期間中に使用された SageMaker リソース
には料金が発生します。ジョブが完了または停止すると、料金は発生しません。
注意: SageMaker では、実行中のトレーニングジョブは更新できません。パラメータを編集してファイル/
設定を再適用することはできません。メタデータ名を変更するか、既存のジョブを削除して新しいジョブ
を作成します。Kubeflow の TFJob のような既存のトレーニングジョブオペレーターと同様に、update
はサポートされていません。

TrainingJob を一覧表示する
以下のコマンドを使用すると、Kubernetes オペレーターを使って作成されたすべてのジョブを一覧表示で
きます。
kubectl get TrainingJob

出力されるすべてのジョブの一覧は以下のようになります。
kubectl get trainingjobs
NAME
STATUS
SECONDARY-STATUS
SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-from-for-s3
InProgress
Starting
mnist-from-for-s3-examplef11eab94e0ed4671d5a8f

CREATION-TIME
2019-11-20T23:42:35Z

xgboost-

ジョブが完了または失敗した後も、トレーニングジョブは引き続き一覧表示されます。以下の
「TrainingJob を削除する」の手順を実行すると、一覧から TrainingJob ジョブを削除できます。完了
または停止したジョブでは、SageMaker リソースの料金は発生しません。
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TrainingJob のステータス値
STATUS フィールドの値は以下のいずれかになります。
•
•
•
•
•

Completed
InProgress
Failed
Stopped
Stopping

これらのステータスは SageMaker の公式の API ドキュメントのものです。
公式の SageMaker のステータス以外にも、STATUS は SynchronizingK8sJobWithSageMaker になる
場合があります。これは、オペレーターがまだジョブを処理していないことを意味します。

二次的なステータス値
二次的なステータスは SageMaker の公式の API ドキュメントのものです。ジョブのステータスに関する
より詳細な情報が含まれます。

TrainingJob について説明する
describe kubectl コマンドを使用すると、トレーニングジョブの詳細を取得できます。通常、これは問
題のデバッグやトレーニングジョブのパラメータのチェックに使用されます。トレーニングジョブに関す
る情報を取得するには、以下のコマンドを使用します。
kubectl describe trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3

トレーニングジョブの出力は次のようになります。
Name:
xgboost-mnist-from-for-s3
Namespace:
default
Labels:
<none>
Annotations: <none>
API Version: sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:
TrainingJob
Metadata:
Creation Timestamp: 2019-11-20T23:42:35Z
Finalizers:
sagemaker-operator-finalizer
Generation:
2
Resource Version: 23119
Self Link:
/apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/trainingjobs/
xgboost-mnist-from-for-s3
UID:
6d7uiui-0bef-11ea-b94e-0ed467example
Spec:
Algorithm Specification:
Training Image:
8256416981234.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:1
Training Input Mode: File
Hyper Parameters:
Name:
eta
Value: 0.2
Name:
gamma
Value: 4
Name:
max_depth
Value: 5
Name:
min_child_weight
Value: 6
Name:
num_class
Value: 10
Name:
num_round
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Value: 10
Name:
objective
Value: multi:softmax
Name:
silent
Value: 0
Input Data Config:
Channel Name:
train
Compression Type: None
Content Type:
text/csv
Data Source:
S 3 Data Source:
S 3 Data Distribution Type: FullyReplicated
S 3 Data Type:
S3Prefix
S 3 Uri:
https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/
sagemaker/xgboost-mnist/train/
Channel Name:
validation
Compression Type:
None
Content Type:
text/csv
Data Source:
S 3 Data Source:
S 3 Data Distribution Type: FullyReplicated
S 3 Data Type:
S3Prefix
S 3 Uri:
https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/
sagemaker/xgboost-mnist/validation/
Output Data Config:
S 3 Output Path: s3://my-bucket/sagemaker/xgboost-mnist/xgboost/
Region:
us-east-2
Resource Config:
Instance Count:
1
Instance Type:
ml.m4.xlarge
Volume Size In GB: 5
Role Arn:
arn:aws:iam::12345678910:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole
Stopping Condition:
Max Runtime In Seconds: 86400
Training Job Name:
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0example
Status:
Cloud Watch Log URL:
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/
cloudwatch/home?region=us-east-2#logStream:group=/aws/sagemaker/
TrainingJobs;prefix=<example>;streamFilter=typeLogStreamPrefix
Last Check Time:
2019-11-20T23:44:29Z
Sage Maker Training Job Name: xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94eexample
Secondary Status:
Downloading
Training Job Status:
InProgress
Events:
<none>

TrainingJob のログを表示する
以下のコマンドを使用して、kmeans-mnist トレーニングジョブのログを確認します。
kubectl smlogs trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3

出力は以下のようになります。インスタンスのログは時系列に並べられます。
"xgboost-mnist-from-for-s3" has SageMaker TrainingJobName "xgboost-mnist-from-fors3-123456789" in region "us-east-2", status "InProgress" and secondary status "Starting"
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
23:45:24.7 +0000 UTC Arguments: train
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] Running standalone xgboost training.
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] File size need to be processed in the
node: 1122.95mb. Available memory size in the node: 8586.0mb
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xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] Determined delimiter of CSV input is ','
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
23:45:24.7 +0000 UTC [23:45:22] S3DistributionType set as FullyReplicated

TrainingJob を削除する
以下のコマンドを使用して、Amazon SageMaker のトレーニングジョブを停止します。
kubectl delete trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3

このコマンドは、SageMaker トレーニングジョブを Kubernetes から削除します。このコマンドでは次の
出力が返されます。
trainingjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-from-for-s3" deleted

SageMaker でジョブがまだ進行中の場合は、ジョブが停止します。ジョブが完了または停止する
と、SageMaker リソースの料金は発生しません。
注意: SageMaker ではトレーニングジョブは削除されません。停止したジョブは、引き続き SageMaker コ
ンソールに表示されます。delete コマンドで SageMaker からリソースをクリーンアップする際には、約
2 分の時間がかかります。

HyperParameterTuningJob オペレーター
ハイパーパラメータチューニングジョブオペレーターは、指定したハイパーパラメータチューニングジョ
ブの仕様を SageMaker で起動し、SageMaker に対して照合します。SageMaker のハイパーパラメータ
チューニングジョブについては、SageMaker の CreateHyperParameterTuningJob API ドキュメントで詳
細を確認できます。
トピック
• YAML ファイルを使用して HyperparameterTuningJob を作成する (p. 3104)
• Helm チャートを使用して HyperparameterTuningJob を作成する (p. 3105)
• HyperparameterTuningJob を一覧表示する (p. 3106)
• HyperparameterTuningJob について説明する (p. 3107)
• HyperparameterTuningJob のログを表示する (p. 3109)
• HyperparameterTuningJob を削除する (p. 3109)

YAML ファイルを使用して HyperparameterTuningJob を作成する
1.

以下のコマンドを使用して、ハイパーパラメータチューニングジョブのサンプル YAML ファイルをダ
ウンロードします。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-hpo.yaml

2.

xgboost-mnist-hpo.yaml ファイルを編集して、roleArn パラメータを sagemakerexecution-role に置き換えます。さらに、ハイパーパラメータチューニングジョブが成功するた
めには、s3InputPath と s3OutputPath をアカウントに対応する値に変更する必要があります。
以下のコマンドを使用して YAML ファイルに更新内容を適用します。
kubectl apply -f xgboost-mnist-hpo.yaml
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Helm チャートを使用して HyperparameterTuningJob を作成する
Helm チャートを使用すると、ハイパーパラメータチューニングジョブを実行できます。
1.

以下のコマンドを使用して GitHub リポジトリのクローンを作成し、ソースを取得します。
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2.

amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/hyperparameter-tuning-jobs/
フォルダに移動します。

3.

values.yaml ファイルを編集して、roleArn パラメータを sagemaker-execution-role に置き
換えます。さらに、ハイパーパラメータチューニングジョブが成功するためには、s3InputPath と
s3OutputPath をアカウントに対応する値に変更する必要があります。

HyperparameterTuningJob を作成する
values.yaml で適切な値に置き換えたロールと Amazon S3 パスを使用すると、以下のコマンドを使用し
てハイパーパラメータチューニングジョブを作成できます。
helm install . --generate-name

出力は以下のようになります。
NAME: chart-1574292948
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob.

チャートのインストールを確認する
Helm チャートが正常に作成されたことを確認するには、以下のコマンドを実行します。
helm ls

出力は次のようになります。
NAME
chart-1474292948
UTC
deployed
STATUS
chart-1574292948
UTC
deployed
rolebased-1574291698
UTC
deployed

NAMESPACE
REVISION
UPDATED
default
1
2019-11-20 23:35:49.9136092 +0000
sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob-0.1.0
CHART
APP VERSION
default
1
2019-11-20 23:35:49.9136092 +0000
sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
default
1
2019-11-20 23:14:59.6777082 +0000
sagemaker-k8s-operator-0.1.0

helm install によって HyperParameterTuningJob Kubernetes リソースが作成されます。オペレー
ターによって SageMaker で実際のハイパーパラメータチューニングジョブが起動され、SageMaker の
ジョブのステータスを反映させて HyperParameterTuningJob Kubernetes リソースが更新されます。
ジョブの期間中に使用された SageMaker リソースには料金が発生します。ジョブが完了または停止する
と、料金は発生しません。
注意: SageMaker では、実行中のハイパーパラメータチューニングジョブは更新できません。パラメータ
を編集してファイル/設定を再適用することはできません。メタデータ名を変更するか、既存のジョブを削
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除して新しいジョブを作成する必要があります。Kubeflow の TFJob のような既存のトレーニングジョブ
オペレーターと同様に、update はサポートされていません。

HyperparameterTuningJob を一覧表示する
以下のコマンドを使用すると、Kubernetes オペレーターを使って作成されたすべてのジョブを一覧表示で
きます。
kubectl get hyperparametertuningjob

出力は次のようになります。
NAME
STATUS
CREATION-TIME
COMPLETED
INPROGRESS
ERRORS
STOPPED
BEST-TRAINING-JOB
SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-hpo
Completed
2019-10-17T01:15:52Z
10
0
0
0
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4c7a123
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c123

ジョブが完了または失敗した後も、ハイパーパラメータチューニングジョブは引き続き一覧表
示されます。以下の「HyperparameterTuningJob を削除する」の手順を実行すると、一覧から
hyperparametertuningjob を削除できます。完了または停止したジョブでは、SageMaker リソースの
料金は発生しません。

ハイパーパラメータチューニングジョブのステータス値
STATUS フィールドの値は以下のいずれかになります。
•
•
•
•
•

Completed
InProgress
Failed
Stopped
Stopping

これらのステータスは SageMaker の公式の API ドキュメントのものです。
公式の SageMaker のステータス以外にも、STATUS は SynchronizingK8sJobWithSageMaker になる
場合があります。これは、オペレーターがまだジョブを処理していないことを意味します。

ステータスカウンター
出力には、COMPLETED や INPROGRESS などのカウンターがいくつかあります。これらはそれぞれ、完了
したトレーニングジョブと進行中のトレーニングジョブの数を表します。これらカウンターの決定方法に
ついては、SageMaker API ドキュメントの「TrainingJobStatusCounters」を参照してください。

最適な TrainingJob
この列には、選択したメトリクスを最適化した TrainingJob の名前が表示されます。
チューニングされたハイパーパラメータの概要を表示するには、以下を実行します。
kubectl describe hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo

TrainingJob の詳細を表示するには、以下を実行します。
kubectl describe trainingjobs <job name>
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スポーンされた TrainingJob
以下のコマンドを実行すると、HyperparameterTuningJob によって起動された Kubernetes の 10 件す
べてのトレーニングジョブを追跡することもできます。
kubectl get trainingjobs

HyperparameterTuningJob について説明する
describe kubectl コマンドを使用すると、デバッグの詳細情報を取得できます。
kubectl describe hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo

チューニングジョブに関する情報以外にも、Kubernetes 用 SageMaker オペレーターでは、以下のよう
に、ハイパーパラメータチューニングジョブで見つかった最適なトレーニングジョブも describe 出力に
表示されます。
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

xgboost-mnist-hpo
default
<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"HyperparameterTuningJob","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboost-mnisthpo","namespace":...
API Version: sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:
HyperparameterTuningJob
Metadata:
Creation Timestamp: 2019-10-17T01:15:52Z
Finalizers:
sagemaker-operator-finalizer
Generation:
2
Resource Version: 8167
Self Link:
/apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
hyperparametertuningjobs/xgboost-mnist-hpo
UID:
a92f5e3c-f07b-11e9-bf6c-06d6f303uidu
Spec:
Hyper Parameter Tuning Job Config:
Hyper Parameter Tuning Job Objective:
Metric Name: validation:error
Type:
Minimize
Parameter Ranges:
Integer Parameter Ranges:
Max Value:
20
Min Value:
10
Name:
num_round
Scaling Type: Linear
Resource Limits:
Max Number Of Training Jobs:
10
Max Parallel Training Jobs:
10
Strategy:
Bayesian
Training Job Early Stopping Type: Off
Hyper Parameter Tuning Job Name:
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6
Region:
us-east-2
Training Job Definition:
Algorithm Specification:
Training Image:
12345678910.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:1
Training Input Mode: File
Input Data Config:
Channel Name: train
Content Type: text/csv
Data Source:
s3DataSource:
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s3DataDistributionType: FullyReplicated
s3DataType:
S3Prefix
s3Uri:
https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/sagemaker/
xgboost-mnist/train/
Channel Name:
validation
Content Type:
text/csv
Data Source:
s3DataSource:
s3DataDistributionType: FullyReplicated
s3DataType:
S3Prefix
s3Uri:
https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/sagemaker/
xgboost-mnist/validation/
Output Data Config:
s3OutputPath: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/sagemaker/xgboost-mnist/
xgboost
Resource Config:
Instance Count:
1
Instance Type:
ml.m4.xlarge
Volume Size In GB: 5
Role Arn:
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole
Static Hyper Parameters:
Name:
base_score
Value: 0.5
Name:
booster
Value: gbtree
Name:
csv_weights
Value: 0
Name:
dsplit
Value: row
Name:
grow_policy
Value: depthwise
Name:
lambda_bias
Value: 0.0
Name:
max_bin
Value: 256
Name:
max_leaves
Value: 0
Name:
normalize_type
Value: tree
Name:
objective
Value: reg:linear
Name:
one_drop
Value: 0
Name:
prob_buffer_row
Value: 1.0
Name:
process_type
Value: default
Name:
rate_drop
Value: 0.0
Name:
refresh_leaf
Value: 1
Name:
sample_type
Value: uniform
Name:
scale_pos_weight
Value: 1.0
Name:
silent
Value: 0
Name:
sketch_eps
Value: 0.03
Name:
skip_drop
Value: 0.0
Name:
tree_method
Value: auto
Name:
tweedie_variance_power
Value: 1.5
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Stopping Condition:
Max Runtime In Seconds: 86400
Status:
Best Training Job:
Creation Time: 2019-10-17T01:16:14Z
Final Hyper Parameter Tuning Job Objective Metric:
Metric Name:
validation:error
Value:
Objective Status:
Succeeded
Training End Time:
2019-10-17T01:20:24Z
Training Job Arn:
arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:training-job/
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4sample
Training Job Name:
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4c7a3059
Training Job Status: Completed
Training Start Time: 2019-10-17T01:18:35Z
Tuned Hyper Parameters:
Name:
num_round
Value:
18
Hyper Parameter Tuning Job Status:
Completed
Last Check Time:
2019-10-17T01:21:01Z
Sage Maker Hyper Parameter Tuning Job Name: xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6
Training Job Status Counters:
Completed:
10
In Progress:
0
Non Retryable Error: 0
Retryable Error:
0
Stopped:
0
Total Error:
0
Events:
<none>

HyperparameterTuningJob のログを表示する
ハイパーパラメータチューニングジョブにはログはありませんが、ハイパーパラメータチューニングジョ
ブによって起動されるトレーニングジョブにはすべてログがあります。これらのログには、通常のトレー
ニングジョブの場合と同様にアクセスできます。詳細については、「TrainingJob のログを表示する」を参
照してください。

HyperparameterTuningJob を削除する
以下のコマンドを使用して、SageMaker のハイパーパラメータジョブを停止します。
kubectl delete hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo

このコマンドは、Kubernetes クラスターのハイパーパラメータチューニングジョブおよび関連するトレー
ニングジョブを削除し、SageMaker で停止します。停止または完了したジョブでは、SageMaker リソー
スの料金は発生しません。SageMaker では、ハイパーパラメータチューニングジョブは削除されません。
停止したジョブは、引き続き SageMaker コンソールに表示されます。
出力は次のようになります。
hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-hpo" deleted

注意: delete コマンドで SageMaker からリソースをクリーンアップする際には、約 2 分の時間がかかりま
す。

BatchTransformJob オペレーター
バッチ変換ジョブオペレーターは、バッチ変換ジョブを SageMaker で起動して、指定されたその仕
様を SageMaker に対して照合します。SageMaker のバッチ変換ジョブについては、SageMaker の
CreateTransformJob API ドキュメントで詳細を確認できます。
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トピック
• YAML ファイルを使用して BatchTransformJob を作成する (p. 3110)
• Helm チャートを使用して BatchTransformJob を作成する (p. 3110)
• BatchTransformJob を一覧表示する (p. 3111)
• BatchTransformJob の詳細を表示する (p. 3112)
• BatchTransformJob のログを表示する (p. 3112)
• BatchTransformJob を削除する (p. 3112)

YAML ファイルを使用して BatchTransformJob を作成する
1.

以下のコマンドを使用して、バッチ変換ジョブ用のサンプル YAML ファイルをダウンロードします。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-batchtransform.yaml

2.

xgboost-mnist-batchtransform.yaml ファイルを編集して必要なパラメータを変更
し、inputdataconfig パラメータを入力データに、s3OutputPath を SageMaker 実行ロールが書
き込みアクセス権を持つ Amazon S3 バケットに置き換えます。

3.

以下のコマンドを使用して YAML ファイルを適用します。
kubectl apply -f xgboost-mnist-batchtransform.yaml

Helm チャートを使用して BatchTransformJob を作成する
Helm チャートを使用すると、バッチ変換ジョブを実行できます。

Helm インストーラのディレクトリを取得する
以下のコマンドを使用して GitHub リポジトリのクローンを作成し、ソースを取得します。
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

Helm チャートを設定する
amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/batch-transform-jobs/ フォルダに移動
します。
values.yaml ファイルを編集し、inputdataconfig を入力データに、outputPath を SageMaker 実行
ロールが書き込みアクセス権を持つ Amazon S3 バケットに置き換えます。

BatchTransformJob を作成する
1.

以下のコマンドを使用して、バッチ変換ジョブを作成します。
helm install . --generate-name

出力は次のようになります。
NAME: chart-1574292948
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
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TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-batch-transform-job.

2.

Helm チャートが正常に作成されたことを確認するには、以下のコマンドを実行します。
helm ls
NAME

STATUS
chart-1474292948
+0000 UTC
deployed
chart-1474292948
+0000 UTC
deployed
chart-1574292948
+0000 UTC
deployed
rolebased-1574291698
+0000 UTC
deployed

NAMESPACE
REVISION
UPDATED
CHART
APP VERSION
default
1
2019-11-20 23:35:49.9136092
sagemaker-k8s-batchtransformjob-0.1.0
default
1
2019-11-20 23:35:49.9136092
sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob-0.1.0
default
1
2019-11-20 23:35:49.9136092
sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
default
1
2019-11-20 23:14:59.6777082
sagemaker-k8s-operator-0.1.0

このコマンドによって BatchTransformJob Kubernetes リソースが作成されます。オペレーター
によって SageMaker で実際の変換ジョブが起動され、SageMaker のジョブのステータスを反映さ
せて BatchTransformJob Kubernetes リソースが更新されます。ジョブの期間中に使用された
SageMaker リソースには料金が発生します。ジョブが完了または停止すると、料金は発生しません。
注意: SageMaker では、実行中のバッチ変換ジョブは更新できません。パラメータを編集してファイル/
設定を再適用することはできません。メタデータ名を変更するか、既存のジョブを削除して新しいジョブ
を作成する必要があります。Kubeflow の TFJob のような既存のトレーニングジョブオペレーターと同様
に、update はサポートされていません。

BatchTransformJob を一覧表示する
以下のコマンドを使用すると、Kubernetes オペレーターを使って作成されたすべてのジョブを一覧表示で
きます。
kubectl get batchtransformjob

出力は次のようになります。
NAME
xgboost-mnist-batch-transform
a88fb19809b511eaac440aa8axgboost

STATUS
Completed

CREATION-TIME
2019-11-18T03:44:00Z

SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-

ジョブが完了または失敗した後も、バッチ変換ジョブは引き続き一覧表示されます。以下の
「BatchTransformJob を削除する」の手順を実行すると、一覧から hyperparametertuningjob を削除
できます。完了または停止したジョブでは、SageMaker リソースの料金は発生しません。

バッチ変換のステータス値
STATUS フィールドの値は以下のいずれかになります。
•
•
•
•
•

Completed
InProgress
Failed
Stopped
Stopping

これらのステータスは SageMaker の公式の API ドキュメントのものです。
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公式の SageMaker のステータス以外にも、STATUS は SynchronizingK8sJobWithSageMaker になる
場合があります。これは、オペレーターがまだジョブを処理していないことを意味します。

BatchTransformJob の詳細を表示する
describe kubectl コマンドを使用すると、デバッグの詳細情報を取得できます。
kubectl describe batchtransformjob xgboost-mnist-batch-transform

出力は次のようになります。
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

xgboost-mnist-batch-transform
default
<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"BatchTransformJob","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboostmnist","namespace"...
API Version: sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:
BatchTransformJob
Metadata:
Creation Timestamp: 2019-11-18T03:44:00Z
Finalizers:
sagemaker-operator-finalizer
Generation:
2
Resource Version: 21990924
Self Link:
/apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
batchtransformjobs/xgboost-mnist
UID:
a88fb198-09b5-11ea-ac44-0aa8a9UIDNUM
Spec:
Model Name: TrainingJob-20190814SMJOb-IKEB
Region:
us-east-1
Transform Input:
Content Type: text/csv
Data Source:
S 3 Data Source:
S 3 Data Type: S3Prefix
S 3 Uri:
s3://my-bucket/mnist_kmeans_example/input
Transform Job Name:
xgboost-mnist-a88fb19809b511eaac440aa8a9SMJOB
Transform Output:
S 3 Output Path: s3://my-bucket/mnist_kmeans_example/output
Transform Resources:
Instance Count: 1
Instance Type:
ml.m4.xlarge
Status:
Last Check Time:
2019-11-19T22:50:40Z
Sage Maker Transform Job Name: xgboost-mnist-a88fb19809b511eaac440aaSMJOB
Transform Job Status:
Completed
Events:
<none>

BatchTransformJob のログを表示する
以下のコマンドを使用して、xgboost-mnist バッチ変換ジョブのログを確認します。
kubectl smlogs batchtransformjob xgboost-mnist-batch-transform

BatchTransformJob を削除する
以下のコマンドを使用して、SageMaker のバッチ変換ジョブを停止します。
kubectl delete batchTransformJob xgboost-mnist-batch-transform
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出力は次のようになります。
batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist" deleted

このコマンドは、バッチ変換ジョブを Kubernetes クラスターから削除し、SageMaker で停止します。停
止または完了したジョブでは、SageMaker リソースの料金は発生しません。delete で SageMaker からリ
ソースをクリーンアップする際には、約 2 分の時間がかかります。
注意: SageMaker ではバッチ変換ジョブは削除されません。停止したジョブは、引き続き SageMaker コン
ソールに表示されます。

HostingDeployment オペレーター
HostingDeployment オペレーターは、リアルタイム推論のためのエンドポイントの作成と削除、既存の
エンドポイントの更新をサポートします。ホスティングデプロイオペレーターは、モデル、エンドポ
イント設定、エンドポイントを SageMaker で作成し、指定したホスティングデプロイジョブの仕様を
SageMaker に照合します。SageMaker の推論については、SageMaker の CreateEndpoint API ドキュメン
トで詳細を確認できます。
トピック
• HostingDeployment リソースを設定する (p. 3113)
• HostingDeployment を作成する (p. 3113)
• HostingDeployment を一覧表示する (p. 3114)
• HostingDeployment の詳細を表示する (p. 3114)
• エンドポイントを呼び出す (p. 3116)
• HostingDeployment を更新する (p. 3116)
• HostingDeployment を削除する (p. 3117)

HostingDeployment リソースを設定する
以下のコマンドを使用して、ホスティングデプロイジョブ用のサンプル YAML ファイルをダウンロードし
ます。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-hostingdeployment.yaml

xgboost-mnist-hostingdeployment.yaml ファイルには以下のコンポーネントが含まれており、必
要に応じて編集できます。
• ProductionVariants。本番稼働用バリアントは、1 つのモデルを提供する一連のインスタンスで
す。SageMaker では、設定された重みに従って、すべての本番稼働用バリアント間で負荷が分散されま
す。
• モデル。モデルは、モデルの提供に必要なコンテナおよび実行ロール ARN です。少なくとも 1 つのコ
ンテナが必要です。
• コンテナ。コンテナは、データセットと提供されるイメージを指定します。SageMaker で提供されてい
るアルゴリズムの代わりに独自のカスタムアルゴリズムを使用する場合は、推論コードが SageMaker
の要件を満たしている必要があります。詳細については、「SageMaker で独自のアルゴリズムを使用す
る」を参照してください。

HostingDeployment を作成する
HostingDeployment を作成するには、kubectl を使用して、ファイル hosting.yaml に以下のコマンド
を適用します。
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kubectl apply -f hosting.yaml

SageMaker では、指定された設定でエンドポイントが作成されます。エンドポイントのライフタイム中に
使用された SageMaker リソースには料金が発生します。エンドポイントが削除されると、料金は発生し
ません。
作成プロセスの所要時間は約 10 分です。

HostingDeployment を一覧表示する
HostingDeployment が作成されたことを確認するには、以下のコマンドを使用します。
kubectl get hostingdeployments

出力は次のようになります。
NAME
host-xgboost

STATUS
Creating

SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450aSMLOGS

HostingDeployment のステータス値
status フィールドは、以下の値のいずれかになります。
• SynchronizingK8sJobWithSageMaker: オペレーターはエンドポイントを作成する準備をしていま
す。
• ReconcilingEndpoint: オペレーターはエンドポイントリソースを作成、更新、削除してい
ます。HostingDeployment がこの状態で変わらない場合は、kubectl describe を使用して
Additional フィールドの理由を確認します。
• OutOfService: エンドポイントは受信リクエストを受け取ることができません。
• Creating: CreateEndpoint が実行中です。
• Updating: UpdateEndpoint または UpdateEndpointWeightsAndCapacities が実行中です。
• SystemUpdating: エンドポイントはメンテナンス中であり、完了するまで更新、削除、再スケーリン
グできません。このメンテナンスオペレーションでは、VPC 設定、KMS 暗号化、モデル、インスタン
スタイプ、インスタンス数などの、ユーザーが指定した値は変更されません。
• RollingBack: エンドポイントがスケールアップやスケールダウンに失敗した、またはバリアントの重
みを変更できなかったため、以前の設定にロールバックしています。ロールバックが完了すると、エン
ドポイントは InService ステータスに戻ります。この移行ステータスは、オートスケーリングが有効
になっているエンドポイントで、UpdateEndpointWeightsAndCapacities 呼び出しの一部としてバリアン
トの重みや容量が変更される場合、または UpdateEndpointWeightsAndCapacities オペレーションが明
示的に呼び出されたときにのみ適用されます。
• InService: エンドポイントは受信リクエストを処理できます。
• Deleting: DeleteEndpoint が実行中です。
• Failed: エンドポイントを作成、更新、再スケーリングできませんでし
た。DescribeEndpoint:FailureReason を使用すると、失敗の詳細を確認できます。失敗したエンドポイ
ントで実行できるオペレーションは、DeleteEndpoint のみです。

HostingDeployment の詳細を表示する
describe kubectl コマンドを使用すると、デバッグの詳細情報を取得できます。
kubectl describe hostingdeployment

出力は次のようになります。
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Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

host-xgboost
default
<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"HostingDeployment","metadata":{"annotations":{},"name":"hostxgboost","namespace":"def..."
API Version: sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:
HostingDeployment
Metadata:
Creation Timestamp: 2019-11-22T19:40:00Z
Finalizers:
sagemaker-operator-finalizer
Generation:
1
Resource Version: 4258134
Self Link:
/apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
hostingdeployments/host-xgboost
UID:
def0e83e-0d5f-11ea-aa45-0a3507uiduid
Spec:
Containers:
Container Hostname: xgboost
Image:
123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:latest
Model Data URL:
s3://my-bucket/inference/xgboost-mnist/model.tar.gz
Models:
Containers:
xgboost
Execution Role Arn: arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole
Name:
xgboost-model
Primary Container:
xgboost
Production Variants:
Initial Instance Count: 1
Instance Type:
ml.c5.large
Model Name:
xgboost-model
Variant Name:
all-traffic
Region:
us-east-2
Status:
Creation Time:
2019-11-22T19:40:04Z
Endpoint Arn:
arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:endpoint/host-xgboostdef0e83e0d5f11eaaaexample
Endpoint Config Name: host-xgboost-1-def0e83e0d5f11e-e08f6c510d5f11eaaa450aexample
Endpoint Name:
host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a350733ba06
Endpoint Status:
Creating
Endpoint URL:
https://runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com/endpoints/hostxgboost-def0e83e0d5f11eaaaexample/invocations
Last Check Time:
2019-11-22T19:43:57Z
Last Modified Time:
2019-11-22T19:40:04Z
Model Names:
Name:
xgboost-model
Value: xgboost-model-1-def0e83e0d5f11-df5cc9fd0d5f11eaaa450aexample
Events:
<none>

status フィールドには、以下のフィールドを使用して詳細情報が表示されます。
• Additional: ホスティングデプロイのステータスに関する追加情報。このフィールドはオプションであ
り、エラーが発生した場合にのみ追加されます。
• Creation Time: エンドポイントが SageMaker で作成された日時。
• Endpoint ARN: SageMaker エンドポイントの ARN。
• Endpoint Config Name: エンドポイント設定の SageMaker 名。
• Endpoint Name: エンドポイントの SageMaker 名。
• Endpoint Status: エンドポイントのステータス。
• Endpoint URL: エンドポイントへのアクセスに使用できる HTTPS URL。詳細については、「Amazon
SageMaker ホスティングサービスでモデルをデプロイする」を参照してください。
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•
•
•
•

FailureReason: 作成、更新、削除のコマンドが失敗した場合、ここに原因が表示されます。
Last Check Time: オペレーターが最後にエンドポイントのステータスをチェックした日時。
Last Modified Time: エンドポイントが最後に変更された日時。
Model Names: HostingDeployment モデル名と SageMaker モデル名のキーと値のペア。

エンドポイントを呼び出す
エンドポイントのステータスが InService になると、エンドポイントを 2 つの方法で呼び出すことがで
きます。1 つは、AWS CLI を使用する方法であり、認証と URL 要求の署名を行います。2 つ目は、cURL
などの HTTP クライアントを使用する方法です。独自のクライアントを使用する場合は、AWS v4 URL 署
名と認証を自分で行う必要があります。
AWS CLI を使用してエンドポイントを呼び出すには、以下のコマンドを実行します。リージョンとエンド
ポイント名は、使用するエンドポイントのリージョンと SageMaker エンドポイント名に置き換えてくだ
さい。この情報は、kubectl describe の出力から得ることができます。
# Invoke the endpoint with mock input data.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--region us-east-2 \
--endpoint-name <endpoint name> \
--body $(seq 784 | xargs echo | sed 's/ /,/g') \
>(cat) \
--content-type text/csv > /dev/null

例えば、リージョンが us-east-2 であり、エンドポイントの設定名が host-xgboostf56b6b280d7511ea824b129926example であれば、以下のコマンドでエンドポイントを呼び出しま
す。
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--region us-east-2 \
--endpoint-name host-xgboost-f56b6b280d7511ea824b1299example \
--body $(seq 784 | xargs echo | sed 's/ /,/g') \
>(cat) \
--content-type text/csv > /dev/null
4.95847082138

ここで、4.95847082138 はモックデータのモデルからの予測になります。

HostingDeployment を更新する
1.

HostingDeployment のステータスが InService になったら、更新が可能になりま
す。HostingDeployment が実行中になるまでに約 10 分かかることがあります。ステータスが
InService になったことを確認するには、以下のコマンドを使用します。
kubectl get hostingdeployments

2.

HostingDeployment は、ステータスが InService になる前にも更新できます。オペレーターは
SageMaker エンドポイントが InService になるのを待ってから、更新を適用します。
更新を適用するには、hosting.yaml ファイルを修正します。例えば、以下のよう
に、initialInstanceCount フィールドを 1 から 2 に変更します。
apiVersion: sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: HostingDeployment
metadata:
name: host-xgboost
spec:
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region: us-east-2
productionVariants:
- variantName: all-traffic
modelName: xgboost-model
initialInstanceCount: 2
instanceType: ml.c5.large
models:
- name: xgboost-model
executionRoleArn: arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole
primaryContainer: xgboost
containers:
- xgboost
containers:
- containerHostname: xgboost
modelDataUrl: s3://my-bucket/inference/xgboost-mnist/model.tar.gz
image: 123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:latest

3.

ファイルを保存してから、以下のように kubectl を使用して更新を適用します。ステータスは
InService から ReconcilingEndpoint、Updating の順に変化します。
$ kubectl apply -f hosting.yaml
hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com/host-xgboost configured
$ kubectl get hostingdeployments
NAME
STATUS
host-xgboost
ReconcilingEndpoint

SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a350abcdef

$ kubectl get hostingdeployments
NAME
STATUS
SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost
Updating
host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a3507abcdef

SageMaker により、モデルで一連の新しいインスタンスがデプロイされ、新しいインスタンスを使用する
ようにトラフィックが切り替わり、古いインスタンスがドレインされます。このプロセスが開始されると
すぐに、ステータスが Updating になります。更新が完了すると、エンドポイントは InService になり
ます。このプロセスの所要時間は約 10 分です。

HostingDeployment を削除する
1.

kubectl を使用し、以下のコマンドで HostingDeployment を削除します。
kubectl delete hostingdeployments host-xgboost

出力は次のようになります。
hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com "host-xgboost" deleted

2.

ホスティングデプロイが削除されたことを確認するには、以下のコマンドを使用します。
kubectl get hostingdeployments
No resources found.

削除されたエンドポイントには、SageMaker リソースに対する料金は一切発生しません。

ProcessingJob オペレーター
ProcessingJob オペレーターは、Amazon SageMaker の処理ジョブを起動するために使用されま
す。SageMaker の処理ジョブの詳細については、「CreateProcessingJob」を参照してください。
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トピック
• YAML ファイルを使用して ProcessingJob を作成する (p. 3118)
• ProcessingJob を一覧表示する (p. 3119)
• ProcessingJob の詳細を表示する (p. 3119)
• ProcessingJob を削除する (p. 3121)

YAML ファイルを使用して ProcessingJob を作成する
以下の手順を実行して、YAML ファイルを使用して Amazon SageMaker の処理ジョブを作成します。
1.

kmeans_preprocessing.py 前処理スクリプトをダウンロードします。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/kmeans_preprocessing.py

2.

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのいずれかに、mnist_kmeans_example/
processing_code フォルダを作成し、そのフォルダにスクリプトをアップロードします。

3.

kmeans-mnist-processingjob.yaml ファイルをダウンロードします。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/kmeans-mnist-processingjob.yaml

4.

YAML ファイルを編集して sagemaker-execution-role を指定し、my-bucket のすべてのイン
スタンスを S3 バケットに置き換えます。
...
metadata:
name: kmeans-mnist-processing
...
roleArn: arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<sagemaker-execution-role>
...
processingOutputConfig:
outputs:
...
s3Output:
s3Uri: s3://<my-bucket>/mnist_kmeans_example/output/
...
processingInputs:
...
s3Input:
s3Uri: s3://<my-bucket>/mnist_kmeans_example/processing_code/
kmeans_preprocessing.py

SageMaker がユーザーに代わって S3 バケット、Amazon CloudWatch、その他のサービスにアクセス
するには、sagemaker-execution-role にアクセス許可が必要です。実行ロールの作成の詳細に
ついては、「SageMaker ロール」を参照してください。
5.

以下のいずれかのコマンドを使用して YAML ファイルを適用します。
クラスターを対象範囲とするインストールの場合:
kubectl apply -f kmeans-mnist-processingjob.yaml

名前空間を対象範囲とするインストールの場合:
kubectl apply -f kmeans-mnist-processingjob.yaml -n <NAMESPACE>
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ProcessingJob を一覧表示する
ProcessingJob オペレーターを使用して作成されたすべてのジョブを一覧表示するには、次のいずれかの
コマンドを使用します。SAGEMAKER-JOB-NAME は、YAML ファイルの metadata セクションから取得
されます。
クラスターを対象範囲とするインストールの場合:
kubectl get ProcessingJob kmeans-mnist-processing

名前空間を対象範囲とするインストールの場合:
kubectl get ProcessingJob -n <NAMESPACE> kmeans-mnist-processing

出力は以下のようになります。
NAME
STATUS
CREATION-TIME
SAGEMAKER-JOB-NAME
kmeans-mnist-processing InProgress 2020-09-22T21:13:25Z kmeans-mnistprocessing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385

出力には、ステータスに関係なく、すべてのジョブが一覧表示されます。リストからジョブを削除するに
は、「処理ジョブを削除する」を参照してください。

ProcessingJob のステータス
• SynchronizingK8sJobWithSageMaker - ジョブは最初にクラスターに送信されます。オペレーター
はリクエストを受け取っており、処理ジョブ作成の準備をしています。
• Reconciling - オペレーターは他のオペレーターと共に初期化、または一時的なエラーからの復旧を実
行しています。処理ジョブがこのステータスのまま変化しない場合は、kubectl describe コマンドを
使用し、Additional フィールドでその理由を確認します。
• InProgress | Completed | Failed | Stopping | Stopped - SageMaker の処理ジョブのス
テータス。詳細については、「DescribeProcessingJob」を参照してください。
• Error - オペレーターは照合によって復旧できません。
完了、停止、失敗したジョブでは、SageMaker リソースの追加料金は発生しません。

ProcessingJob の詳細を表示する
以下のいずれかのコマンドを使用して、処理ジョブの詳細を取得します。通常、これらのコマンドは、問
題のデバッグや処理ジョブのパラメータのチェックに使用されます。
クラスターを対象範囲とするインストールの場合:
kubectl describe processingjob kmeans-mnist-processing

名前空間を対象範囲とするインストールの場合:
kubectl describe processingjob kmeans-mnist-processing -n <NAMESPACE>

処理ジョブの出力は次のようになります。
$ kubectl describe ProcessingJob kmeans-mnist-processing
Name:
kmeans-mnist-processing
Namespace:
default
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Labels:
Annotations:

<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"ProcessingJob","metadata":{"annotations":{},"name":"kmeans-mnistprocessing",...
API Version: sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:
ProcessingJob
Metadata:
Creation Timestamp: 2020-09-22T21:13:25Z
Finalizers:
sagemaker-operator-finalizer
Generation:
2
Resource Version: 21746658
Self Link:
/apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/processingjobs/
kmeans-mnist-processing
UID:
7410ed52-fd18-11ea-b19a-165ae9f9e385
Spec:
App Specification:
Container Entrypoint:
python
/opt/ml/processing/code/kmeans_preprocessing.py
Image Uri: 763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:1.5.0-cpupy36-ubuntu16.04
Environment:
Name:
MYVAR
Value: my_value
Name:
MYVAR2
Value: my_value2
Network Config:
Processing Inputs:
Input Name: mnist_tar
s3Input:
Local Path:
/opt/ml/processing/input
s3DataType:
S3Prefix
s3InputMode: File
s3Uri:
s3://<s3bucket>-us-west-2/algorithms/kmeans/mnist/mnist.pkl.gz
Input Name:
source_code
s3Input:
Local Path:
/opt/ml/processing/code
s3DataType:
S3Prefix
s3InputMode: File
s3Uri:
s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/processing_code/
kmeans_preprocessing.py
Processing Output Config:
Outputs:
Output Name: train_data
s3Output:
Local Path:
/opt/ml/processing/output_train/
s3UploadMode: EndOfJob
s3Uri:
s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/
Output Name:
test_data
s3Output:
Local Path:
/opt/ml/processing/output_test/
s3UploadMode: EndOfJob
s3Uri:
s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/
Output Name:
valid_data
s3Output:
Local Path:
/opt/ml/processing/output_valid/
s3UploadMode: EndOfJob
s3Uri:
s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/
Processing Resources:
Cluster Config:
Instance Count:
1
Instance Type:
ml.m5.xlarge
Volume Size In GB: 20
Region:
us-west-2
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Role Arn:
arn:aws:iam::<acct-id>:role/m-sagemaker-role
Stopping Condition:
Max Runtime In Seconds: 1800
Tags:
Key:
tagKey
Value: tagValue
Status:
Cloud Watch Log URL:
https://us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudwatch/
home?region=us-west-2#logStream:group=/aws/sagemaker/ProcessingJobs;prefix=kmeans-mnistprocessing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385;streamFilter=typeLogStreamPrefix
Last Check Time:
2020-09-22T21:14:29Z
Processing Job Status:
InProgress
Sage Maker Processing Job Name: kmeans-mnist-processing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385
Events:
<none>

ProcessingJob を削除する
処理ジョブを削除すると、Kubernetes からは SageMaker の処理ジョブが削除されますが、SageMaker か
らは削除されません。SageMaker でのジョブのステータスが InProgress の場合、ジョブは停止してい
ます。停止した処理ジョブでは、SageMaker リソースの料金は発生しません。以下のいずれかの手順を使
用して、処理ジョブを削除します。
クラスターを対象範囲とするインストールの場合:
kubectl delete processingjob kmeans-mnist-processing

名前空間を対象範囲とするインストールの場合:
kubectl delete processingjob kmeans-mnist-processing -n <NAMESPACE>

処理ジョブの出力は次のようになります。
processingjob.sagemaker.aws.amazon.com "kmeans-mnist-processing" deleted

Note
SageMaker では処理ジョブは削除されません。停止したジョブは、引き続き SageMaker コン
ソールに表示されます。delete コマンドで SageMaker からリソースをクリーンアップする際に
は、数分の時間がかかります。

HostingAutoscalingPolicy (HAP) オペレーター
HostingAutoscalingPolicy (HAP) オペレーターは、リソース ID のリストを入力として受け取り、それぞれ
に同じポリシーを適用します。それぞれのリソース ID は、エンドポイント名とバリアント名の組み合わ
せになります。HAP オペレーターは 2 つのステップを実行します。最初にリソース ID を登録し、スケー
リングポリシーをそれぞれのリソース ID に適用します。Delete は両方のアクションを元に戻します。
既存の SageMaker エンドポイントに HAP を適用できるほか、HostingDeployment オペレーターを使用し
て新しい SageMaker エンドポイントを作成することもできます。SageMaker 自動スケーリングについて
は、アプリケーションのオートスケーリングポリシーに関するドキュメントで詳細を確認できます。

Note
kubectl コマンドでは、hostingautoscalingpolicy の代わりに短縮形 hap を使用できま
す。
トピック
• YAML ファイルを使用して HostingAutoscalingPolicy を作成する (p. 3122)
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• HostingAutoscalingPolicy を一覧表示する (p. 3124)
•
•
•
•

HostingAutoscalingPolicy の詳細を表示する (p. 3124)
HostingAutoscalingPolicy を更新する (p. 3125)
HostingAutoscalingPolicy を削除する (p. 3125)
HostingAutoscalingPolicy を持つエンドポイントを更新または削除する (p. 3125)

YAML ファイルを使用して HostingAutoscalingPolicy を作成する
YAML ファイルを使用して、事前定義済みまたはカスタムのメトリクスを 1 つまたは複数の SageMaker
エンドポイントに適用する HostingAutoscalingPolicy (HAP) を作成します。
バリアントにオートスケーリングを適用するには、Amazon SageMaker に特定の値が必要です。YAML 仕
様でこれらの値が指定されていない場合、HAP オペレーターは次のデフォルト値を適用します。
# Do not change
Namespace
# Do not change
ScalableDimension
# Only one supported
PolicyType
# This is the default policy
DefaultAutoscalingPolicyName

= "sagemaker"
= "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
= "TargetTrackingScaling"
name but can be changed to apply a custom policy
= "SageMakerEndpointInvocationScalingPolicy"

以下のサンプルを使用して、事前定義済みまたはカスタムのメトリクスを 1 つまたは複数のエンドポイン
トに適用する HAP を作成します。

サンプル 1: 1 つのエンドポイントバリアントに事前定義済みのメトリクスを適用する
1.

以下のコマンドを使用して、事前定義済みのメトリクスのサンプル YAML ファイルをダウンロードし
ます。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/hap-predefined-metric.yaml

2.

YAML ファイルを編集して、endpointName、variantName、region を指定します。

3.

以下のいずれかのコマンドを使用して、1 つのリソース ID (エンドポイント名とバリアント名の組み
合わせ) に事前定義済みのメトリクスを適用します。
クラスターを対象範囲とするインストールの場合:
kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml

名前空間を対象範囲とするインストールの場合:
kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml -n <NAMESPACE>

サンプル 2: 1 つのエンドポイントバリアントにカスタムのメトリクスを適用する
1.

以下のコマンドを使用して、カスタムのメトリクスのサンプル YAML ファイルをダウンロードしま
す。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/hap-custom-metric.yaml

2.

YAML ファイルを編集して、endpointName、variantName、region を指定します。
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3.

以下のいずれかのコマンドを使用して、1 つのリソース ID (エンドポイント名とバリアント名の組み
合わせ) に、推奨の SageMakerVariantInvocationsPerInstance の代わりにカスタムのメトリ
クスを適用します。

Note
Amazon SageMaker では、YAML 仕様の有効性はチェックされません。
クラスターを対象範囲とするインストールの場合:
kubectl apply -f hap-custom-metric.yaml

名前空間を対象範囲とするインストールの場合:
kubectl apply -f hap-custom-metric.yaml -n <NAMESPACE>

サンプル 3: 複数のエンドポイントとバリアントにスケーリングポリシーを適用する
HAP オペレーターを使用すると、同じスケーリングポリシーを複数のリソース ID に適用できます。リ
ソース ID (エンドポイント名とバリアント名の組み合わせ) ごとに個別の scaling_policy リクエストが
作成されます。
1.

以下のコマンドを使用して、事前定義済みのメトリクスのサンプル YAML ファイルをダウンロードし
ます。
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/hap-predefined-metric.yaml

2.

YAML ファイルを編集して、region と複数の endpointName と variantName の値を指定しま
す。

3.

以下のいずれかのコマンドを使用して、複数のリソース ID (エンドポイント名とバリアント名の組み
合わせ) に事前定義済みのメトリクスを適用します。
クラスターを対象範囲とするインストールの場合:
kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml

名前空間を対象範囲とするインストールの場合:
kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml -n <NAMESPACE>

複数のエンドポイントとバリアントの HostingAutoscalingPolicy に関する考慮事項
以下の考慮事項は、複数のリソース ID を使用する場合に適用されます。
• 1 つのポリシーを複数のリソース ID に適用する場合は、リソース ID ごとに 1 つの PolicyARN が作成さ
れます。エンドポイントが 5 つある場合は、PolicyARN も 5 つになります。ポリシーで describe コ
マンドを実行すると、レスポンスは 1 つのジョブとして表示され、含まれるジョブステータスも 1 つに
なります。
• 複数のリソース ID にカスタムのメトリクスを適用すると、すべてのリソース ID (バリアント) 値に同じ
ディメンションまたは値が使用されます。例えば、インスタンス 1～5 にカスタマーメトリクスを適用
し、エンドポイントバリアントのディメンションがバリアント 1 にマッピングされている場合、バリア
ント 1 がメトリクスを超過すると、すべてのエンドポイントがスケールアップまたはスケールダウンさ
れます。
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• HAP オペレーターは、リソース ID のリストの更新をサポートします。仕様のリソース ID を変更、追
加、削除すると、オートスケーリングポリシーが以前のバリアントのリストから削除され、新しく指定
したリソース ID の組み合わせに適用されます。describe コマンドを使用すると、現在ポリシーが適
用されているリソース ID が一覧表示されます。

HostingAutoscalingPolicy を一覧表示する
以下のいずれかのコマンドを使用して、HAP オペレーターを使って作成されたすべての
HostingAutoscalingPolicy (HAP) を一覧表示します。
クラスターを対象範囲とするインストールの場合:
kubectl get hap

名前空間を対象範囲とするインストールの場合:
kubectl get hap -n <NAMESPACE>

出力は以下のようになります。
NAME
hap-predefined

STATUS
Created

CREATION-TIME
2021-07-13T21:32:21Z

以下のコマンドを使用して、HostingAutoscalingPolicy (HAP) のステータスをチェックします。
kubectl get hap <job-name>

以下のいずれかの値が返されます。
• Reconciling - 特定のタイプのエラーでは、ステータスが Error ではなく Reconciling として表示
されます。サーバー側のエラーやエンドポイントなどは、Creating または Updating の状態になりま
す。詳細は、ステータスまたはオペレーターのログの Additional フィールドをチェックします。
• Created
• Error

ポリシーが適用されたオートスケーリングエンドポイントを表示するには
1.

Amazon SageMaker コンソール (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/) を開きます。

2.

左パネルの [Inference] (推論) を展開します。

3.

[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。

4.

対象のエンドポイントの名前を選択します。

5.

[Endpoint runtime settings] (エンドポイントのランタイム設定) セクションまでスクロールします。

HostingAutoscalingPolicy の詳細を表示する
以下のコマンドを使用して、HostingAutoscalingPolicy (HAP) の詳細を取得します。通常、これらのコマン
ドは、問題のデバッグや HAP のリソース ID (エンドポイント名とバリアント名の組み合わせ) のチェック
に使用されます。
kubectl describe hap <job-name>
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HostingAutoscalingPolicy を更新する
HostingAutoscalingPolicy (HAP) オペレーターは更新をサポートします。YAML 仕様を編集して値を変更
し、ポリシーを再適用すると、HAP オペレーターが既存のポリシーを削除し、新しいポリシーを適用しま
す。

HostingAutoscalingPolicy を削除する
以下のいずれかのコマンドを使用して、HostingAutoscalingPolicy (HAP) ポリシーを削除します。
クラスターを対象範囲とするインストールの場合:
kubectl delete hap hap-predefined

名前空間を対象範囲とするインストールの場合:
kubectl delete hap hap-predefined -n <NAMESPACE>

以下のコマンドは、スケーリングポリシーを削除し、Kubernetes からスケーリングターゲットの登録を解
除します。このコマンドでは次の出力が返されます。
hostingautoscalingpolicies.sagemaker.aws.amazon.com "hap-predefined" deleted

HostingAutoscalingPolicy を持つエンドポイントを更新または削除する
HostingAutoscalingPolicy (HAP) を持つエンドポイントを更新するには、kubectl delete コマンドを使
用して HAP を削除し、エンドポイントを更新してから HAP を再適用します。
HAP を持つエンドポイントを削除するには、kubectl delete コマンドを使用して HAP を削除してか
ら、エンドポイントを削除します。

Kubernetes 用の新しい SageMaker オペレーターにリソースを移
行
新しい Amazon SageMaker オペレーター用 Amazon SageMaker オペレーターでは、Amazon SageMaker
AWSコントローラー (ACK) を使用して Amazon SageMaker で機械学習モデルをトレーニング、チュー
ニング、デプロイします。ACKはKubernetesのカスタムコントローラーを構築するためのフレームワー
クで、AWS各コントローラーはサービスAPIと通信します。これらのコントローラーにより、Kubernetes
ユーザーは Kubernetes APIAWS を使用してデータベースやメッセージキューなどのリソースをプロビ
ジョニングできます。すべての ACK サービスコントローラの一覧については、ACK ドキュメントの
「サービス」を参照してください。

Note
Kubernetes 用の新しい SageMaker オペレーターには後方互換性がありません。リソースを移行
するには、次の手順に従います。
詳細については、ACK ドキュメントまたは ACK SageMaker コントローラー GitHub リポジトリを参照し
てください。サポートされている SageMaker リソースのリストについては、ACK API リファレンスを参
照してください。実践例を始めるには、を参照してくださいチュートリアル (p. 3128)。

前提条件
新しい SageMaker オペレータ for Kubernetes にリソースを正常に移行するには、以下を行う必要があり
ます。
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1. Kubernetes 用 SageMaker オペレーター 詳しい手順については、「ACK SageMaker コントローラーを
使用したMachine Learning の設定」を参照してください。
2. を使用している場合はHostingAutoscalingPolicy リソース (p. 3127)、新しいApplication Auto Scaling
Operator をインストールします。詳しい手順については、アプリケーションの Auto Scaling による
SageMaker ワークロードのスケーリングの設定を参照してください。HostingAutoScalingPolicy リソー
スを使用していない場合、このステップは任意です。
権限が正しく設定されていれば、ACK SageMakerAWS サービスコントローラはリソースの仕様とステー
タスを判断し、あたかも ACK コントローラが最初にリソースを作成したかのようにリソースを調整できま
す。

リソースを採用
新しい SageMaker オペレータ for Kubernetes では、元々 ACK サービスコントローラによって作成された
ものではないリソースを採用できます。詳細については、ACK ドキュメントの「AWS既存リソースの採
用」を参照してください。
以下の手順は、Kubernetes 用の新しい SageMaker オペレーターが既存の SageMaker エンドポイントを
どのように採用できるかを示しています。次のサンプル ログをファイル () に保存します。
apiVersion: services.k8s.aws/v1alpha1
kind: AdoptedResource
metadata:
name: adopt-endpoint-sample
spec:
aws:
# resource to adopt, not created by ACK
nameOrID: xgboost-endpoint
kubernetes:
group: sagemaker.services.k8s.aws
kind: Endpoint
metadata:
# target K8s CR name
name: xgboost-endpoint

kubectl apply以下を使用してカスタムリソース (CR) を送信します。
kubectl apply -f adopt-endpoint-sample.yaml

kubectl describe採用したリソースのステータス状況を確認するのに使います。
kubectl describe adoptedresource adopt-endpoint-sample

ACK.Adopted条件がであることを確認しますTrue。出力は次の例のようになります:
--kind: AdoptedResource
metadata:
annotations:
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: '{"apiVersion":"services.k8s.aws/
v1alpha1","kind":"AdoptedResource","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboostendpoint","namespace":"default"},"spec":{"aws":{"nameOrID":"xgboostendpoint"},"kubernetes":{"group":"sagemaker.services.k8s.aws","kind":"Endpoint","metadata":
{"name":"xgboost-endpoint"}}}}'
creationTimestamp: '2021-04-27T02:49:14Z'
finalizers:
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- finalizers.services.k8s.aws/AdoptedResource
generation: 1
name: adopt-endpoint-sample
namespace: default
resourceVersion: '12669876'
selfLink: "/apis/services.k8s.aws/v1alpha1/namespaces/default/adoptedresources/adoptendpoint-sample"
uid: 35f8fa92-29dd-4040-9d0d-0b07bbd7ca0b
spec:
aws:
nameOrID: xgboost-endpoint
kubernetes:
group: sagemaker.services.k8s.aws
kind: Endpoint
metadata:
name: xgboost-endpoint
status:
conditions:
- status: 'True'
type: ACK.Adopted

リソースがクラスターに存在することを確認してください。
kubectl describe endpoints.sagemaker xgboost-endpoint

HostingAutoscalingPolicy リソース
HostingAutoScalingPolicy (HAP) リソースは、ScalableTargetとという複数のApplication Auto Scaling
リソースで構成されていますScalingPolicy。ACK で HAP リソースを採用する場合、まずアプリケー
ションの Auto Scaling コントローラをインストールする必要があります。HAP リソースを採用するに
は、ScalableTargetScalingPolicyとリソースの両方を採用する必要があります。これらのリソース
のリソース識別子は、HostingAutoScalingPolicy リソース (status.ResourceIDList) のステータスにあ
ります。

HostingDeployment リソース
HostingDeployment リソースは複数の SageMaker リソース (Endpoint、EndpointConfig、
およびそれぞれ) で構成されていますModel。ACK で SageMaker エンドポイントを採用する
場合は、EndpointEndpointConfig、Modelおよびをそれぞれ個別に採用する必要がありま
す。Endpoint、EndpointConfig、Modelおよびの名前は、HostingDeployment リソースのステータス
(status.endpointName、status.endpointConfigName、およびstatus.modelNames) にありま
す。
サポートされているすべての SageMaker リソースのリストについては、ACK API リファレンスを参照し
てください。

古い リソースをクリーンアップします。
新しい SageMaker Operators for Kubernetes がリソースを採用したら、古いオペレータをアンインストー
ルして古いリソースをクリーンアップします。

ステップ 1: 古いオペレーターをアンインストールする
古いオペレータをアンインストールするには、を参照してくださいオペレーターを削除する (p. 3096)。

Warning
古いリソースを削除する前に、古い Operator をアンインストールしてください。
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ステップ 2: ファイナライザーを削除して古いリソースを削除する
Warning
古いリソースを削除する前に、古いオペレータがアンインストールされていることを確認してく
ださい。
古いオペレータをアンインストールした後、ファイナライザを明示的に削除して古いオペレータリソース
を削除する必要があります。以下のサンプルスクリプトは、特定の名前空間で古いオペレータによって管
理されていたすべてのトレーニングジョブを削除する方法を示しています。同様のパターンを使用して、
新しいオペレータによって追加リソースが追加されたら削除できます。

Note
リソースを取得するには、完全なリソース名を使用する必要があります。たとえば、kubectl
get trainingjob ではなく kubectl get trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com
を使用します。
namespace=sagemaker_namespace
training_jobs=$(kubectl get trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com -n $namespace -ojson | jq
-r '.items | .[] | .metadata.name')
for job in $training_jobs
do
echo "Deleting $job resource in $namespace namespace"
kubectl patch trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com $job -n $namespace -p '{"metadata":
{"finalizers":null}}' --type=merge
kubectl delete trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com $job -n $namespace
done

チュートリアル
新しい SageMaker Operator for Kubernetes のインストールと使用に関する詳細なガイドについては、以
下のチュートリアルを参照してください。
• ACK SageMaker コントローラーによるMachine Learning
• Application Auto Scaling による SageMaker ワークロードの拡張

Kubeflow Pipelines 用 Amazon SageMaker コンポーネ
ント
このドキュメントでは、Kubeflow Pipelines (KFP) 用 Amazon SageMaker コンポーネントの使用方法を概
説します。これらのパイプラインコンポーネントを使用すると、SageMaker でトレーニング、チューニン
グ、エンドポイントデプロイ、バッチ変換のジョブを作成およびモニタリングできます。SageMaker で
Kubeflow Pipelines ジョブを実行すると、データ処理ジョブおよびトレーニングジョブを Kubernetes クラ
スターから SageMaker の機械学習に最適化されたマネージドサービスに移動できます。このドキュメン
トは、Kubernetes および Kubeflow に関する事前知識を前提としています。
目次
• Kubeflow Pipelines とは (p. 3129)
• Kubeflow Pipeline コンポーネント (p. 3129)
• IAM アクセス許可 (p. 3130)
• SageMaker を使用するようにパイプラインを変換する (p. 3131)
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• SageMaker コンポーネントを使用する (p. 3131)

Kubeflow Pipelines とは
Kubeflow Pipelines (KFP) は、Docker コンテナをベースにしたポータブルでスケーラブルな機械学習
(ML) ワークフローを構築およびデプロイするためのプラットフォームです。Kubeflow Pipelines プラット
フォームは以下の要素で構成されます。
•
•
•
•

実験、ジョブ、実行を管理および追跡するためのユーザーインターフェイス (UI)。
複数ステップの ML ワークフローをスケジューリングするためのエンジン (Argo)。
パイプラインとコンポーネントを定義および操作するための Python SDK。
SDK を使用してシステムとやり取りするためのノートブック。

パイプラインは、以下の図で示すように、Directed Acyclic Graph として ML ワークフローを記述したもの
です。ワークフローの各ステップは Kubeflow Pipeline のコンポーネント (Python モジュール) として表さ
れます。
データが前処理されていると、標準のパイプラインがデータのサブセットを取得し、モデルのハイパーパ
ラメータ最適化を実行します。その後、パイプラインは、最適なハイパーパラメータを使用して、完全な
データセットでモデルをトレーニングします。このモデルは、バッチ推論とエンドポイント作成の両方に
使用されます。
Kubeflow Pipelines の詳細については、「Kubeflow Pipelines のドキュメント」を参照してください。

Kubeflow Pipeline コンポーネント
Kubeflow Pipeline コンポーネントは、Kubeflow パイプラインで 1 つのステップを実行するために使用さ
れる一連のコードです。コンポーネントは、Docker イメージに変換される Python モジュールによって表
されます。これらのコンポーネントを使用すると、基礎となる Kubernetes インフラストラクチャを操作
することなく、実験環境や本番環境のパイプラインを迅速かつ簡単に作成できます。

Kubeflow Pipelines 用 Amazon SageMaker コンポーネントが提供する機能
Kubeflow Pipelines 用 Amazon SageMaker コンポーネントでは、大量の演算を行うジョブを SageMaker
で起動するための代替手段が利用できます。これらのコンポーネントは、SageMaker に Kubeflow
Pipelines のポータブル性とオーケストレーションを統合します。SageMaker コンポーネントを使用する
と、パイプラインワークフロー内の各ジョブは、ローカルの Kubernetes クラスターではなく SageMaker
で実行されます。SageMaker のジョブパラメータ、ステータス、ログ、出力には、Kubeflow パイプライ
ン UI から引き続きアクセスできます。以下の SageMaker コンポーネントは、6 つの主要な SageMaker
機能を ML ワークフローに統合するように作成されています。これらのコンポーネントを使用して完全に
構築された Kubeflow Pipeline を作成できるほか、必要に応じて個々のコンポーネントをワークフローに統
合することもできます。
Kubeflow Pipelines 用 Amazon SageMaker コンポーネントは追加料金なしで使用できます。これらのコン
ポーネントを通じて SageMaker リソースを使用した場合には料金が発生します。

トレーニングコンポーネント
トレーニング
トレーニングコンポーネントを使用すると、Kubeflow Pipelines ワークフローから SageMaker トレーニン
グジョブを直接送信できます。詳細については、「SageMaker トレーニング Kubeflow Pipelines コンポー
ネント」を参照してください。
ハイパーパラメータの最適化
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ハイパーパラメータ最適化コンポーネントを使用すると、Kubeflow Pipelines ワークフローから
SageMaker にハイパーパラメータチューニングジョブを直接送信できます。詳細については、
「SageMaker ハイパーパラメータ最適化 Kubeflow Pipeline コンポーネント」を参照してください。
Processing
処理コンポーネントを使用すると、Kubeflow Pipelines ワークフローから SageMaker に処理ジョブを直
接送信できます。詳細については、「SageMaker Processing Kubeflow Pipeline component」(SageMaker
Processing Kubeflow Pipeline コンポーネント) を参照してください。

推論コンポーネント
ホスティングデプロイ
デプロイコンポーネントを使用すると、Kubeflow Pipelines ワークフローから SageMaker ホスティング
にモデルをデプロイできます。詳細については、「SageMaker ホスティングサービス - エンドポイント
Kubeflow Pipeline コンポーネントを作成する」を参照してください。
バッチ変換コンポーネント
バッチ変換コンポーネントを使用すると、Kubeflow Pipelines ワークフローから SageMaker のデータセッ
ト全体の推論ジョブを実行できます。詳細については、「SageMaker バッチ変換 Kubeflow Pipeline コン
ポーネント」を参照してください。

Ground Truth コンポーネント
Ground Truth Ground Truth コンポーネントを使用すると、Kubeflow Pipelines ワークフローから
SageMaker Ground Truth ラベリングジョブを直接送信できます。詳細については、「SageMaker Ground
Truth Kubeflow Pipelines コンポーネント」を参照してください。
作業チーム
作業チームコンポーネントを使用すると、Kubeflow Pipelines ワークフローから SageMaker のプライ
ベート作業チームジョブを直接作成できます。詳細については、「SageMaker プライベート作業チーム
Kubeflow Pipelines コンポーネントを作成する」を参照してください。

IAM アクセス許可
SageMaker コンポーネントで Kubeflow Pipelines をデプロイするには、次の 3 つのレベルの IAM 許可が
必要です。
• AWS アカウント (your_credentials) にアクセスするための IAM ユーザー/ロール。注意: 既に KFP ウェ
ブ UI にアクセスでき、入力データが Amazon S3 にある場合、または KFP を持つ Amazon Elastic
Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターが既にある場合は必要ありません。
このユーザー/ロールは、ローカルマシンまたはリモートインスタンスであるゲートウェイノードから、
次の目的で使用します。
• Amazon EKS クラスターを作成し、KFP をインストールする
• IAM ロール/ユーザーを作成する
• サンプル入力データ用の Amazon S3 バケットを作成する
IAM ユーザー/ロールには以下のアクセス許可が必要です。
• CloudWatchLogsFullAccess
• AWSCloudFormationFullAccess
• IAMFullAccess
• AmazonS3FullAccess
• AmazonEC2FullAccess
• AmazonEKSAdminPolicy (「Amazon EKS アイデンティティベースのポリシーの例」のスキーマを使
用してこのポリシーを作成)
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• KFP ポッドが SageMaker にアクセスするために使用する IAM ロール (kfp-example-pod-role)。KFP
ポッドはこのアクセス許可を使用して、KFP コンポーネントから SageMaker ジョブを作成します。
注意: KFP ポッドのアクセス許可を制限する場合は、独自のカスタムポリシーを作成してアタッチしま
す。
このロールには以下のアクセス許可が必要です。
• AmazonSageMakerFullAccess
• SageMaker ジョブが Amazon S3 や Amazon ECR などのリソースにアクセスするために使用する IAM
ロール (kfp-example-sagemaker-execution-role)。
SageMaker ジョブは、以下の目的でこのロールを使用します。
• SageMaker リソースにアクセスする
• Amazon S3 からデータを入力する
• 出力モデルを Amazon S3 に保存する
このロールには以下のアクセス許可が必要です。
• AmazonSageMakerFullAccess
• AmazonS3FullAccess
これらはすべて、SageMaker の KFP コンポーネントを実行するために必要な IAM ユーザー/ロールです。
コンポーネントを実行し、SageMaker エンドポイントを作成したら、推論エンドポイントをクエリするた
めの sagemaker:InvokeEndpoint アクセス許可を持つロールも必要です。

SageMaker を使用するようにパイプラインを変換する
汎用的な Python 処理コンテナとトレーニングコンテナを移植すれば、SageMaker を使用するように既存
のパイプラインを変換できます。SageMaker を推論に使用する場合は、IAM 許可をクラスターにアタッチ
し、アーティファクトをモデルに変換する必要があります。

SageMaker コンポーネントを使用する
このチュートリアルでは、Kubeflow Pipelines 用 SageMaker コンポーネントを使用してパイプラインを実
行し、MNIST データセットで Kmeans を使用して分類モデルをトレーニングします。このワークフローで
は、Kubeflow パイプラインをオーケストレーターとして使用し、SageMaker をバックエンドとして使用
し、ワークフローのステップを実行します。このパイプラインおよび他のパイプラインの例の詳細なコー
ドについては、「サンプル SageMaker Kubeflow Pipelines」を参照してください。使用するコンポーネン
トの詳細については、「KubeFlow Pipelines GitHub リポジトリ」を参照してください。
目次
• 設定 (p. 3131)
• Kubeflow パイプラインを実行する (p. 3138)

設定
Kubeflow Pipelines (KFP) を使用するには、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラス
ターとそのクラスターとやり取りするためのゲートウェイノードが必要です。以下のセクションでは、こ
れらのリソースを設定するために必要な手順を示します。
トピック
• ゲートウェイノードを設定する (p. 3132)
•
•
•
•

Amazon EKS クラスターを設定する (p. 3132)
Kubeflow Pipelines をインストールする (p. 3133)
KFP UI にアクセスする (p. 3134)
KFP ポッドと SageMaker サービス用の IAM ユーザー/ロールを作成する (p. 3135)
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• 追加の IAM ユーザーまたはロールへのアクセスを追加する (p. 3137)

ゲートウェイノードを設定する
ゲートウェイノードは、Amazon EKS クラスターを作成し、Kubeflow パイプライン UI にアクセスするた
めに使用されます。ローカルマシンまたは Amazon EC2 インスタンスをゲートウェイノードとして使用し
ます。新しい Amazon EC2 インスタンスを使用する場合は、「DLAMI を起動および設定する」の手順に
従って、AWS コンソールから最新の Ubuntu 18.04 DLAMI バージョンでインスタンスを作成します。
以下の手順を実行して、ゲートウェイノードを設定します。使用する環境によっては、特定の要件が既に
設定されていることもあります。
1.

既存の Amazon EKS クラスターがない場合は、「AWSアカウントでの IAM ユーザーの作
成」your_credentials の手順を使用して、という名前のユーザーを作成します。既存の Amazon
EKS クラスターがある場合は、クラスターにアクセス可能な IAM ロールまたはユーザーの認証情報を
使用します。

2.

「IAM ユーザーのアクセス許可の変更」の手順を使用して、次のアクセス許可をユーザーに追加しま
す。
•
•
•
•
•
•

3.

CloudWatchLogsFullAccess
AWSCloudFormationFullAccess
IAMFullAccess
AmazonS3FullAccess
AmazonEC2FullAccess
AmazonEKSAdminPolicy (「Amazon EKS アイデンティティベースのポリシーの例」のスキーマを
使用してこのポリシーを作成)

Amazon EKS クラスターと KFP UI にアクセスするために、ゲートウェイノードに以下をインストー
ルします。
• AWS CLI。IAM ユーザーを使用する場合は、aws configure を実行して、アクセスキー ID、シー
クレットアクセスキーおよび希望 AWS リージョンを設定します。
• aws-iam-authenticator。バージョン 0.1.31 以降。
• eksctl。バージョン 0.15 以降。
• kubectl (バージョンは、マイナーバージョン 1 つ差以内で Kubernetes のバージョンに合わせる必
要があります)

4.

boto3 をインストールします。
pip install boto3

Amazon EKS クラスターを設定する
ゲートウェイノードのコマンドラインから以下の手順を実行して、Amazon EKS クラスターを設定しま
す。
1.

既存の Amazon EKS クラスターがない場合は、以下のサブステップを実行します。Amazon EKS ク
ラスターが既にある場合は、この手順はスキップします。
a.

コマンドラインから以下のコマンドを実行して、バージョン 1.17 以降の Amazon EKS クラス
ターを作成します。<your-cluster-name> は使用するクラスターの名前に置き換えます。
eksctl create cluster --name <your-cluster-name> --region us-east-1 --autokubeconfig --timeout=50m --managed --nodes=1

b.

クラスターの作成が完了したら、以下のコマンドを使用し、クラスターにアクセスできることを
確認します。
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kubectl get nodes

2.

以下のコマンドを使用して、現在の kubectl コンテキストが、使用するクラスターになっているこ
とを確認します。出力では、現在のコンテキストはアスタリスク (*) でマークされています。
kubectl config get-contexts
CURRENT NAME
CLUSTER
*
<username>@<clustername>.us-east-1.eksctl.io

3.

<clustername>.us-east-1.eksctl.io

目的のクラスターが現在のデフォルトとして設定されていない場合は、以下のコマンドを使用してデ
フォルトを更新します。
aws eks update-kubeconfig --name <clustername> --region us-east-1

Kubeflow Pipelines をインストールする
ゲートウェイノードのコマンドラインから以下の手順を実行して、クラスターに Kubeflow Pipelines をイ
ンストールします。
1.

「Kubeflow Pipelines をデプロイするドキュメント」の手順 1 を実行して、クラスターに Kubeflow
Pipelines をインストールします。KFP のバージョンは 1.7.0 以降である必要があります。

2.

Kubeflow Pipelines サービスおよびその他の関連リソースが実行中であることを確認します。
kubectl -n kubeflow get all | grep pipeline

出力は次のようになります。
pod/ml-pipeline-6b88c67994-kdtjv
1/1
Running
2d
pod/ml-pipeline-persistenceagent-64d74dfdbf-66stk
1/1
Running
2d
pod/ml-pipeline-scheduledworkflow-65bdf46db7-5x9qj
1/1
Running
2d
pod/ml-pipeline-ui-66cc4cffb6-cmsdb
1/1
Running
2d
pod/ml-pipeline-viewer-crd-6db65ccc4-wqlzj
1/1
Running
2d
pod/ml-pipeline-visualizationserver-9c47576f4-bqmx4
1/1
Running
2d
service/ml-pipeline
ClusterIP
10.100.170.170
<none>
8888/TCP,8887/TCP
2d
service/ml-pipeline-ui
ClusterIP
10.100.38.71
<none>
80/TCP
2d
service/ml-pipeline-visualizationserver
ClusterIP
10.100.61.47
<none>
8888/TCP
2d
deployment.apps/ml-pipeline
1/1
1
1
deployment.apps/ml-pipeline-persistenceagent
1/1
1
1
deployment.apps/ml-pipeline-scheduledworkflow
1/1
1
1
deployment.apps/ml-pipeline-ui
1/1
1
1
deployment.apps/ml-pipeline-viewer-crd
1/1
1
1
deployment.apps/ml-pipeline-visualizationserver
1/1
1
1
replicaset.apps/ml-pipeline-6b88c67994
1
1
2d
replicaset.apps/ml-pipeline-persistenceagent-64d74dfdbf
1
1
2d
replicaset.apps/ml-pipeline-scheduledworkflow-65bdf46db7
1
1
2d
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replicaset.apps/ml-pipeline-ui-66cc4cffb6
2d
replicaset.apps/ml-pipeline-viewer-crd-6db65ccc4
2d
replicaset.apps/ml-pipeline-visualizationserver-9c47576f4
2d

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KFP UI にアクセスする
Kubeflow Pipelines UI を使用すると、クラスターで実験、ジョブ、実行を管理および追跡できます。ポー
ト転送を使用すれば、ゲートウェイノードから Kubeflow Pipelines UI にアクセスできます。

KFP UI サービスへのポート転送を設定する
ゲートウェイノードのコマンドラインから以下を実行します。
1.

以下のコマンドを使用して、KFP UI サービスが実行中であることを確認します。
kubectl -n kubeflow get service ml-pipeline-ui
NAME
ml-pipeline-ui

2.

TYPE
ClusterIP

CLUSTER-IP
10.100.38.71

EXTERNAL-IP
<none>

PORT(S)
80/TCP

AGE
2d22h

以下のコマンドを実行して、KFP UI サービスへのポート転送を設定します。これにより、KFP UI が
ゲートウェイノードのポート 8080 に転送され、ブラウザから KFP UI にアクセスできるようになりま
す。
kubectl port-forward -n kubeflow service/ml-pipeline-ui 8080:80

アクティビティがないと、リモートマシンからのポート転送はドロップされます。ダッシュボードで
ログや更新を取得できない場合は、このコマンドを再度実行します。コマンドでエラーが返される場
合は、使用しようとしているポートで実行中のプロセスがないことを確認します。

KFP UI サービスにアクセスする
KFP UI へのアクセス方法は、ゲートウェイノードのタイプによって異なります。
• ゲートウェイノードにローカルマシンを使用する場合
1.

以下の手順を実行して、ブラウザでダッシュボードにアクセスします。
http://localhost:8080

2.

[Pipelines] (パイプライン) を選択して、パイプライン UI にアクセスします。

• ゲートウェイノードに Amazon EC2 インスタンスを使用する場合
1.

Kubeflow ダッシュボードにローカルマシンのブラウザからアクセスするには、Amazon EC2 インス
タンスに SSH トンネルを設定する必要があります。
ローカルマシンの新しいターミナルセッションから、以下のコマンドを実行します。<publicDNS-of-gateway-node> は、Amazon EC2 コンソールで見つかったインスタンスの IP アドレス
に置き換えます。パブリック DNS を使用することもできます。<path_to_key> は、ゲートウェ
イノードへのアクセスに使用する pem キーへのパスに置き換えます。
public_DNS_address=<public-DNS-of-gateway-node>
key=<path_to_key>
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on Ubuntu:
ssh -i ${key} -L 9000:localhost:8080 ubuntu@${public_DNS_address}
or on Amazon Linux:
ssh -i ${key} -L 9000:localhost:8080 ec2-user@${public_DNS_address}

2.

ブラウザでダッシュボードにアクセスします。
http://localhost:9000

3.

[Pipelines] (パイプライン) を選択して、KFP UI にアクセスします。

KFP ポッドと SageMaker サービス用の IAM ユーザー/ロールを作成する
これで、Kubernetes クラスターで Kubeflow が設定できました。Kubeflow Pipelines 用 SageMaker コン
ポーネントを実行するには、Kubeflow Pipeline ポッドが SageMaker にアクセスする必要があります。こ
のセクションでは、Kubeflow Pipeline ポッドと SageMaker で使用する IAM ユーザー/ロールを作成しま
す。

KFP 実行ロールを作成する
ゲートウェイノードのコマンドラインから以下を実行します。
1.

以下のコマンドを使用して、Amazon EKS クラスターで OIDC サポートを有効にしま
す。<cluster_name> をクラスターの名前、<cluster_region> をクラスターのあるリージョンに
置き換えます。
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster <cluster-name> \
--region <cluster-region> --approve

2.

以下を実行して、OIDC 発行者 URL を取得します。この URL は https://
oidc.eks.<region>.amazonaws.com/id/<OIDC_ID> の形式になります。
aws eks describe-cluster --region <cluster-region> --name <cluster-name> --query
"cluster.identity.oidc.issuer" --output text

3.

以下のコマンドを実行して、trust.json という名前のファイルを作成します。<OIDC_URL>
は、OIDC 発行者 URL で置き換えます。OIDC 発行者 URL にある場合でも、https:// は含めない
でください。<AWS_account_number> を使用する AWS アカウント番号で置き換えます。
OIDC_URL="<OIDC-URL>"
AWS_ACC_NUM="<AWS-account-number>"
# Run this to create trust.json file
cat <<EOF > trust.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::${AWS_ACC_NUM}:oidc-provider/${OIDC_URL}"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"${OIDC_URL}:aud": "sts.amazonaws.com",
"${OIDC_URL}:sub": "system:serviceaccount:kubeflow:pipeline-runner"
}
}
}
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]
}
EOF

4.

以下のコマンドを使用して、trust.json を使用する kfp-example-pod-role という名前の IAM
ロールを作成します。このロールは、KFP ポッドが KFP コンポーネントから SageMaker ジョブを作
成する際に使用されます。出力で返される ARN を書き留めておきます。
aws iam create-role --role-name kfp-example-pod-role --assume-role-policy-document
file://trust.json
aws iam attach-role-policy --role-name kfp-example-pod-role --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam get-role --role-name kfp-example-pod-role --output text --query 'Role.Arn'

5.

以下のコマンドを使用して、pipeline-runner サービスアカウントを編集します。
kubectl edit -n kubeflow serviceaccount pipeline-runner

6.

ファイルに、以下の Amazon EKS ロール注釈を追加し、<role_arn> をロール ARN に置き換えま
す。
eks.amazonaws.com/role-arn: <role-arn>

7.

Amazon EKS ロール注釈を追加すると、ファイルは以下のようになります。ファイルを保存します。
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
annotations:
eks.amazonaws.com/role-arn: <role-arn>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |
{"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount","metadata":{"annotations":
{},"labels":{"app":"pipeline-runner","app.kubernetes.io/component":"pipelinesrunner","app.kubernetes.io/instance":"pipelines-runner-0.2.0","app.kubernetes.io/
managed-by":"kfctl","app.kubernetes.io/name":"pipelines-runner","app.kubernetes.io/
part-of":"kubeflow","app.kubernetes.io/version":"0.2.0"},"name":"pipelinerunner","namespace":"kubeflow"}}
creationTimestamp: "2020-04-16T05:48:06Z"
labels:
app: pipeline-runner
app.kubernetes.io/component: pipelines-runner
app.kubernetes.io/instance: pipelines-runner-0.2.0
app.kubernetes.io/managed-by: kfctl
app.kubernetes.io/name: pipelines-runner
app.kubernetes.io/part-of: kubeflow
app.kubernetes.io/version: 0.2.0
name: pipeline-runner
namespace: kubeflow
resourceVersion: "11787"
selfLink: /api/v1/namespaces/kubeflow/serviceaccounts/pipeline-runner
uid: d86234bd-7fa5-11ea-a8f2-02934be6dc88
secrets:
- name: pipeline-runner-token-dkjrk

SageMaker 実行ロールを作成する
kfp-example-sagemaker-execution-role IAM ロールは SageMaker ジョブが AWS リソースにアク
セスする際に使用されます。詳細については、「IAM 許可」を参照してください。このロールは、パイプ
ラインの実行時に入力パラメータとして指定します。
以下を実行して、ロールを作成します。出力で返される ARN を書き留めておきます。
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SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME=kfp-example-sagemaker-execution-role
TRUST="{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Effect\": \"Allow\", \"Principal
\": { \"Service\": \"sagemaker.amazonaws.com\" }, \"Action\": \"sts:AssumeRole\" } ] }"
aws iam create-role --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --assume-role-policydocument "$TRUST"
aws iam attach-role-policy --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam attach-role-policy --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess
aws iam get-role --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --output text --query
'Role.Arn'

追加の IAM ユーザーまたはロールへのアクセスを追加する
Jupyter のような直感的な IDE を使用したり、自分が設定したクラスターを組織内の他のユーザーが使
用できるようにしたりするには、アクセス権を付与します。以下の手順では、SageMaker ノートブック
を使用してこのワークフローを実行します。SageMaker ノートブックインスタンスは、Jupyter ノート
ブックアプリを実行するフルマネージド Amazon EC2 コンピューティングインスタンスです。ノートブッ
クインスタンスを使用して、ML ワークフローを作成するための Jupyter ノートブックを作成および管理
します。KFP Python SDK や CLI を使用すると、パイプラインを定義、コンパイル、デプロイ、実行で
きます。Jupyter の実行に SageMaker ノートブックを使用しない場合は、AWS CLI と最新バージョンの
kubectl をインストールする必要があります。
1.

2.

SageMaker ノートブックインスタンスがない場合は、「SageMaker ノートブックインスタンスを作
成する」の手順に従って SageMaker ノートブックインスタンスを作成します。このインスタンスの
IAM ロールには S3FullAccess アクセス許可を付与します。
Amazon EKS クラスターは IAM ユーザーとロールを使用して、クラスターへのアクセスを制御し
ます。このルールは、aws-auth という名前の設定マップに実装されます。クラスターへのアクセ
ス権を持つユーザー/ロールのみがこの設定マップを編集できます。ゲートウェイノードのコマンド
ラインから以下のコマンドを実行し、作成したノートブックインスタンスの IAM ロールを取得しま
す。<instance-name> は、インスタンスの名前に置き換えます。
aws sagemaker describe-notebook-instance --notebook-instance-name <instance-name> -region <region> --output text --query 'RoleArn'

このコマンドでは、IAM ロールの ARN が arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name> の
形式で出力されます。この ARN を書き留めておきます。
3.

以下を実行して、ポリシーを IAM ロールにアタッチします。<role-name> は、ARN の <rolename> に置き換えます。
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policyarn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policyarn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess

4.

eksctl には、aws-auth 設定マップの読み取りおよび編集を行うコマンドが用意されていま
す。system:masters は、デフォルトのユーザーグループの 1 つです。グループにユーザーを追加
します。system:masters グループには、クラスターに対するスーパーユーザーアクセス許可があ
ります。より制限の厳しいアクセス許可を持つグループを作成したり、アクセス許可をユーザーに
直接バインドしたりすることもできます。<IAM-Role-arn> は、IAM ロールの ARN に置き換えま
す。<your_username> は、任意の固有のユーザー名です。
eksctl create iamidentitymapping \
--cluster <cluster-name> \
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--arn <IAM-Role-arn> \
--group system:masters \
--username <your-username> \
--region <region>

5.

Jupyter ノートブックを SageMaker インスタンスで開き、以下を実行して、クラスターにアクセスで
きることを確認します。
aws eks --region <region> update-kubeconfig --name <cluster-name>
kubectl -n kubeflow get all | grep pipeline

Kubeflow パイプラインを実行する
ゲートウェイノードと Amazon EKS クラスターの設定が完了したため、分類パイプラインを作成できま
す。パイプラインを作成するには、パイプラインを定義してコンパイルする必要があります。次に、それ
をデプロイして、ワークフローを実行するために使用します。Python でパイプラインを定義し、KFP ダッ
シュボード、KFP CLI、Python SDK を使用してワークフローをコンパイル、デプロイ、実行できます。サ
ンプルの MNIST 分類パイプラインの完全なコードについては、「Kubeflow Github リポジトリ」を参照し
てください。パイプラインを使用するには、サンプルの Python ファイルのクローンをゲートウェイノー
ドに作成します。
トピック
• データセットを準備する (p. 3138)
• SageMaker コンポーネントを使用して Kubeflow パイプラインを作成する (p. 3138)
• パイプラインをコンパイルしてデプロイする (p. 3139)
• 予測を実行する (p. 3141)
• 結果とログを表示する (p. 3142)
• クリーンアップ (p. 3142)

データセットを準備する
パイプラインを実行するには、データ抽出前処理スクリプトを Amazon S3 バケットにアップロードする
必要があります。このバケットとこのサンプルのすべてのリソースは、us-east-1 Amazon リージョン
に配置する必要があります。バケットがない場合は、「バケットの作成」の手順を使用してバケットを作
成します。
ゲートウェイノードでクローンを作成した Kubeflow リポジトリの mnist-kmeans-sagemaker フォルダ
から、以下のコマンドを実行して Amazon S3 バケットに kmeans_preprocessing.py ファイルをアッ
プロードします。<bucket-name> は、作成した Amazon S3 バケットの名前に変更します。
aws s3 cp mnist-kmeans-sagemaker/kmeans_preprocessing.py s3://<bucket-name>/
mnist_kmeans_example/processing_code/kmeans_preprocessing.py

SageMaker コンポーネントを使用して Kubeflow パイプラインを作成する
MNIST 分類パイプラインの完全なコードについては、「Kubeflow Github リポジトリ」を参照してくださ
い。パイプラインを使用するには、サンプルの Python ファイルのクローンをゲートウェイノードに作成
します。

入力パラメータ
完全な MNIST 分類パイプラインには、実行作成時に値の指定が必要になる、実行固有のパラメータがあ
ります。これらのパラメータは、パイプラインのコンポーネントごとに指定する必要があります。他のパ
イプラインを使用するときには、これらのパラメータを更新することもできます。サンプルの分類パイプ
ラインファイルには、すべてのパラメータにデフォルト値が指定されています。
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サンプルのパイプラインを実行する際に渡す必要があるパラメータは、以下のパラメータのみです。これ
らのパラメータを渡すには、新しい実行を作成する際にエントリを更新します。
• Role-ARN: AWS アカウントで、SageMaker への完全アクセス権を持つ IAM ロールの ARN を指定しま
す。kfp-example-pod-role の ARN を使用します。
• Bucket: kmeans_preprocessing.py ファイルをアップロードした Amazon S3 バケットの名前です。
KFP UI を使用して任意の入力パラメータを調整したり、実行を再度トリガーしたりできます。

パイプラインをコンパイルしてデプロイする
Python でパイプラインを定義したら、パイプラインを中間表現にコンパイルしてから、Kubeflow パイプ
ラインサービスにパイプラインを送信する必要があります。中間表現は、tar.gz ファイルに圧縮された
YAML ファイルの形式のワークフロー仕様です。 パイプラインをコンパイルするには KFP SDK が必要で
す。

KFP SDK をインストールする
ゲートウェイノードのコマンドラインから以下を実行します。
1.

「Kubeflow pipelines のドキュメント」の手順を実行して、KFP SDK をインストールします。

2.

以下のコマンドを使用して、KFP SDK がインストールされたことを確認します。
pip show kfp

3.

以下を使用して、dsl-compile が正しくインストールされたことを確認します。
which dsl-compile

パイプラインをコンパイルする
Kubeflow Pipelines とのやり取りには、KFP UI、KFP CLI、KFP SDK の 3 つの方法を使用できます。以下
のセクションでは、KFP UI と CLI を使用したワークフローについて説明します。
ゲートウェイノードから以下を実行して、パイプラインをコンパイルします。
1.

使用する Amazon S3 バケット名と IAM ロール ARN で Python ファイルを変更します。

2.

以下のように、コマンドラインから dsl-compile コマンドを実行して、パイプラインをコンパイル
します。<path-to-python-file> はパイプラインのパスに、<path-to-output> は tar.gz ファ
イルの保存先の場所に置き換えます。
dsl-compile --py <path-to-python-file> --output <path-to-output>

KFP CLI を使用してパイプラインをアップロードして実行する
ゲートウェイノードのコマンドラインから以下の手順を実行します。KFP では、パイプラインの実行は実
験として整理されます。実験名を指定することもできます。実験名を指定しない場合は、[Default] (デフォ
ルト) の実験の下に実行が一覧表示されます。
1.

以下のようにパイプラインをアップロードします。
kfp pipeline upload --pipeline-name <pipeline-name> <path-to-output-tar.gz>

出力は次のようになります。ID を書き留めておきす。
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Pipeline 29c3ff21-49f5-4dfe-94f6-618c0e2420fe has been submitted
Pipeline Details
-----------------ID
29c3ff21-49f5-4dfe-94f6-618c0e2420fe
Name
sm-pipeline
Description
Uploaded at 2020-04-30T20:22:39+00:00
...
...

2.

以下のコマンドを使用して実行を作成します。現在のところ、KFP CLI の run コマンドは、実行作
成中の入力パラメータの指定をサポートしていません。コンパイルする前に、Python パイプライン
ファイルのパラメータを更新する必要があります。<experiment-name> と <job-name> を任意の
名前に置き換えます。<pipeline-id> を、送信済みのパイプラインの ID に置き換えます。<yourrole-arn> を、kfp-example-pod-role の ARN に置き換えます。<your-bucket-name> を、
作成した Amazon S3 バケットの名前に置き換えます。
kfp run submit --experiment-name <experiment-name> --run-name <job-name> --pipelineid <pipeline-id> role_arn="<your-role-arn>" bucket_name="<your-bucket-name>"

dsl-compile コマンドの出力として作成されたコンパイル済みパイプラインパッケージを使用し
て、実行を直接送信することもできます。
kfp run submit --experiment-name <experiment-name> --run-name <job-name> --packagefile <path-to-output> role_arn="<your-role-arn>" bucket_name="<your-bucket-name>"

出力は次のようになります。
Creating experiment aws.
Run 95084a2c-f18d-4b77-a9da-eba00bf01e63 is submitted
+--------------------------------------+--------+----------+--------------------------+
| run id
| name
| status
| created at
|
+======================================+========+==========+===========================
+
| 95084a2c-f18d-4b77-a9da-eba00bf01e63 | sm-job |
| 2020-04-30T20:36:41+00:00
|
+--------------------------------------+--------+----------+--------------------------+

3.

UI に移動して、ジョブの進行状況をチェックします。

KFP UI を使用してパイプラインをアップロードして実行します。
1.

左パネルで、[Pipelines] (パイプライン) タブを選択します。

2.

右上にある [+UploadPipeline] を選択します。

3.

パイプラインの名前と説明を入力します。

4.

[Upload a file] (ファイルのアップロード) を選択し、CLI または Python SDK を使用して作成した
tar.gz ファイルへのパスを入力します。

5.

左パネルで、[Pipelines] (パイプライン) タブを選択します。

6.

作成したパイプラインを見つけます。

7.

[+CreateRun] を選択します。

8.

入力パラメータを入力します。
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9.

[Run] (実行) を選択します。

予測を実行する
分類パイプラインがデプロイされると、デプロイコンポーネントによって作成されたエンドポイントに対
して分類予測を実行できます。KFP UI を使用して、sagemaker-deploy-model-endpoint_name の
出力アーティファクトをチェックします。.tgz ファイルをダウンロードしてエンドポイント名を抽出する
か、使用したリージョンで SageMaker コンソールをチェックします。

予測を実行するアクセス許可を設定する
予測をゲートウェイノードから実行する場合は、このセクションをスキップしてください。
1.

他のマシンを使用して予測を実行するには、クライアントマシンで使用される IAM ロールまたは IAM
ユーザーに sagemaker:InvokeEndpoint アクセス許可を割り当てます。このアクセス許可は、予
測を実行するために使用されます。

2.

ゲートウェイノードで、以下のコマンドを実行してポリシーファイルを作成します。
cat <<EoF > ./sagemaker-invoke.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:InvokeEndpoint"
],
"Resource": "*"
}
]
}
EoF

3.
4.

クライアントノードの IAM ロールまたは IAM ユーザーにポリシーをアタッチします。
クライアントマシンに IAM ロールがアタッチされている場合は、以下を実行します。<yourinstance-IAM-role> は、クライアントノードの IAM ロールの名前に置き換えます。<path-tosagemaker-invoke-json> は、作成したポリシーファイルへのパスに置き換えます。
aws iam put-role-policy --role-name <your-instance-IAM-role> --policy-name sagemakerinvoke-for-worker --policy-document file://<path-to-sagemaker-invoke-json>

5.

クライアントマシンに IAM ユーザー認証情報が設定されている場合は、以下を実行しま
す。<your_IAM_user_name> は、クライアントノードの IAM ユーザーの名前に置き換えま
す。<path-to-sagemaker-invoke-json> は、作成したポリシーファイルへのパスに置き換えま
す。
aws iam put-user-policy --user-name <your-IAM-user-name> --policy-name sagemakerinvoke-for-worker --policy-document file://<path-to-sagemaker-invoke-json>

予測を実行する
1.

クライアントマシンから、mnist-predictions.py という名前で、次の内容の Python ファイルを
作成します。ENDPOINT_NAME 変数を置き換えます。このスクリプトは MNIST データセットをロー
ドし、それらの数字から CSV を作成して、予測のためにエンドポイントに送信します。その後、結果
が出力されます。
import boto3
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import
import
import
import
import

gzip
io
json
numpy
pickle

ENDPOINT_NAME='<endpoint-name>'
region = boto3.Session().region_name
# S3 bucket where the original mnist data is downloaded and stored
downloaded_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{region}"
downloaded_data_prefix = "1p-notebooks-datasets/mnist"
# Download the dataset
s3 = boto3.client("s3")
s3.download_file(downloaded_data_bucket, f"{downloaded_data_prefix}/mnist.pkl.gz",
"mnist.pkl.gz")
# Load the dataset
with gzip.open('mnist.pkl.gz', 'rb') as f:
train_set, valid_set, test_set = pickle.load(f, encoding='latin1')
# Simple function to create a csv from our numpy array
def np2csv(arr):
csv = io.BytesIO()
numpy.savetxt(csv, arr, delimiter=',', fmt='%g')
return csv.getvalue().decode().rstrip()
runtime = boto3.Session(region).client('sagemaker-runtime')
payload = np2csv(train_set[0][30:31])
response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=ENDPOINT_NAME,
ContentType='text/csv',
Body=payload)
result = json.loads(response['Body'].read().decode())
print(result)

2.

以下のように、Python ファイルを実行します。
python mnist-predictions.py

結果とログを表示する
パイプラインの実行中は、コンポーネントを選択することによって、入力や出力などの実行の詳細を
チェックできます。作成されたリソースの名前が一覧表示されます。
KFP リクエストが正常に処理され、SageMaker ジョブが作成されると、KFP UI のコンポーネントログに
SageMaker で作成されたジョブへのリンクが記載されます。ジョブが正常に作成されると、CloudWatch
ログも提供されます。
同じクラスターで実行するパイプラインジョブが多すぎると、十分なポッドを利用できないことを示すエ
ラーメッセージが表示されることがあります。これを修正するには、ゲートウェイノードにログインし、
使用していないパイプラインで作成されたポッドを以下のように削除します。
kubectl get pods -n kubeflow
kubectl delete pods -n kubeflow <name-of-pipeline-pod>

クリーンアップ
パイプラインの処理が終了したら、リソースをクリーンアップする必要があります。
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1.

パイプラインが正常に終了しない場合は、KFP ダッシュボードで [Terminate] (終了) を選択して、パ
イプラインの実行を終了します。

2.

[Terminate] (終了) オプションが機能しない場合は、ゲートウェイノードにログインし、パイプライン
によって作成されたすべてのポッドを以下のように手動で終了します。
kubectl get pods -n kubeflow
kubectl delete pods -n kubeflow <name-of-pipeline-pod>

3.

AWS アカウントを使用し、SageMaker サービスにログインします。すべてのトレーニング、バッチ
変換、HPO のジョブを手動で停止します。追加コストが発生しないように、モデル、データバケッ
ト、エンドポイントを削除します。パイプラインの実行を終了しても、SageMaker のジョブは停止し
ません。

Amazon SageMaker ワークフローに関するよくあ
る質問
以下の FAQ 項目を参照して、MLOps ワークフローに関するよくある質問に対する回答を見つけてくださ
い。

Q: SageMaker パイプラインを作成するために SageMaker
Python SDK を使用する必要がありますか?
いいえ、SageMaker パイプラインの作成に SageMaker Python SDK は必要ありません。boto3 また
は AWS CloudFormation を使用することもできます。パイプラインを作成するには、パイプライン定
義が必要です。パイプライン定義は、パイプラインの各ステップを定義する JSON オブジェクトで
す。SageMaker SDK は、パイプライン定義を構築する簡単な方法を提供します。パイプライン定義は、
前述の任意の API と共に使用してパイプライン自体を作成できます。SDK を使用しない場合、ユーザーは
パイプラインを作成するために生の JSON 定義を記述する必要があり、SageMaker Python SDK によるエ
ラーチェックは利用できません。パイプライン JSON 定義のスキーマを確認するには、「SageMaker パイ
プライン定義 JSON スキーマ」を参照してください。次のコードサンプルは、SageMaker パイプライン定
義 JSON オブジェクトの例を示しています。
{'Version': '2020-12-01',
'Metadata': {},
'Parameters': [{'Name': 'ProcessingInstanceType',
'Type': 'String',
'DefaultValue': 'ml.m5.xlarge'},
{'Name': 'ProcessingInstanceCount', 'Type': 'Integer', 'DefaultValue': 1},
{'Name': 'TrainingInstanceType',
'Type': 'String',
'DefaultValue': 'ml.m5.xlarge'},
{'Name': 'ModelApprovalStatus',
'Type': 'String',
'DefaultValue': 'PendingManualApproval'},
{'Name': 'ProcessedData',
'Type': 'String',
'DefaultValue': 'S3_URL',
{'Name': 'InputDataUrl',
'Type': 'String',
'DefaultValue': 'S3_URL',
'PipelineExperimentConfig': {'ExperimentName': {'Get': 'Execution.PipelineName'},
'TrialName': {'Get': 'Execution.PipelineExecutionId'}},
'Steps': [{'Name': 'ReadTrainDataFromFS',
'Type': 'Processing',
'Arguments': {'ProcessingResources': {'ClusterConfig': {'InstanceType': 'ml.m5.4xlarge',
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'InstanceCount': 2,
'VolumeSizeInGB': 30}},
'AppSpecification': {'ImageUri': 'IMAGE_URI',
'ContainerArguments': [....]},
'RoleArn': 'ROLE',
'ProcessingInputs': [...],
'ProcessingOutputConfig': {'Outputs': [.....]},
'StoppingCondition': {'MaxRuntimeInSeconds': 86400}},
'CacheConfig': {'Enabled': True, 'ExpireAfter': '30d'}},
...
...
...
}

Q: SageMaker パイプラインに再パックステップが表示されるの
はなぜですか?
モデルの再パックは、パイプラインが圧縮モデルファイル (model.tar.gz) にカスタムスクリプトを含めて
Amazon S3 にアップロードし、SageMaker エンドポイントへのモデルのデプロイに使用する必要がある
ときに発生します。SageMaker パイプラインがモデルをトレーニングしてモデルレジストリに登録すると
きに、トレーニングジョブからのトレーニング済みモデルの出力にカスタム推論スクリプトを含める必要
がある場合に、再パックステップが導入されます。再パックステップでは、モデルを圧縮解除し、新しい
スクリプトを追加して、モデルを再圧縮します。パイプラインを実行すると、再パックステップはトレー
ニングジョブとして追加されます。

Q. SageMaker Experiments を SageMaker Pipelines と併用でき
ますか?
はい。SageMaker Pipelines は SageMaker Experiments とネイティブに統合されています。パイプラ
インを作成し、独自の SageMaker Experiment 名を設定するときに PipelineExperimentConfig を
使用できます。パイプラインの実行ごとに試行が作成され、パイプライン内の各ステップは試行内の
TrialComponent に対応します。実験設定に試行名が指定されていない場合は、パイプラインの実行 ID
が試行名として使用されます。
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[...],
steps=[...],
sagemaker_session=sagemaker_session,
pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
ExecutionVariables.PIPELINE_NAME,
ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID
)
)

Q. SageMaker プロジェクトテンプレートには、CloudFormation
(CFN) を使用してエンドポイントを作成するモデルデプロイリポ
ジトリがあります。CloudFormation を使用せずにモデルをデプ
ロイする方法はありますか?
プロジェクトテンプレートでデプロイリポジトリをカスタマイズし、モデルレジストリから任意の方法で
モデルをデプロイできます。テンプレートは、CloudFormation を使用してリアルタイムエンドポイント
をサンプルとして作成します。CFN の代わりにエンドポイントを作成できる SageMaker SDK、boto3、
またはその他の API を使用するようにデプロイを更新できます。デプロイパイプラインの一部として
CodeBuild ステップを更新する必要がある場合は、カスタムテンプレートを作成できます。
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Q: 実行時に SageMaker パイプラインでトレーニングステップか
らモデル登録ステップにモデルファイル Amazon S3 URL を渡す
にはどうすればよいですか?
モデルの場所をトレーニングステップのプロパティとして参照できます。Github でエンドツーエンドの例
CustomerChurn pipeline を参照してください。

Q. 推定器のトレーニングや、SageMaker Pipelines での
ProcessingStep のために事前構築済みコンテナを拡張する場
合、Dockerfile 内のコンテナにスクリプトをコピーする必要があ
りますか?
いいえ、スクリプトはコンテナにコピーすることも、entry_point 引数 (推定器エンティティの場合) ま
たは code 引数 (プロセッサエンティティの場合) を介して渡すこともできます。次のコードサンプルを参
照してください。
step_process = ProcessingStep(
name="PreprocessAbaloneData",
processor=sklearn_processor,
inputs = [
ProcessingInput(
input_name='dataset',
source=...,
destination="/opt/ml/processing/code",
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train",
destination = processed_data_path),
ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/validation",
destination = processed_data_path),
ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test", destination
= processed_data_path),
],
code=os.path.join(BASE_DIR, "process.py"), ## Code is passed through an argument
cache_config = cache_config,
job_arguments = ['--input', 'arg1']
)
sklearn_estimator = SKLearn(
entry_point=os.path.join(BASE_DIR, "train.py"), ## Code is passed through the
entry_point
framework_version="0.23-1",
instance_type=training_instance_type,
role=role,
output_path=model_path, # New
sagemaker_session=sagemaker_session, # New
instance_count=1, # New
base_job_name=f"{base_job_prefix}/pilot-train",
metric_definitions=[
{'Name': 'train:accuracy', 'Regex': 'accuracy_train=(.*?);'},
{'Name': 'validation:accuracy', 'Regex': 'accuracy_validation=(.*?);'}
],
)
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Q: さまざまな SageMaker Pipelines ステップで依存関係を管理
する際に推奨される方法は何ですか?
SageMaker プロジェクトテンプレートを使用して、イメージ構築 CI/CD を実装できます。このテンプ
レートを使用すると、構築して Amazon ECR にプッシュするイメージの CI/CD を自動化できます。プ
ロジェクトのソース管理リポジトリでコンテナファイルを変更すると、機械学習パイプラインが開始
され、コンテナの最新バージョンがデプロイされます。詳細については、ブログ記事「Create Amazon
SageMaker projects with image building CI/CD pipelines」を参照してください。

Q: SageMaker プロジェクトへのアクセス権を Amazon
SageMaker Studio の特定のユーザープロファイルに提供するに
はどうすればよいですか?
SageMaker プロジェクトは AWS Service Catalog を基盤としているため、SageMaker プロジェクトへ
のアクセスを必要とする各ロールは、サービスカタログの Amazon SageMaker ソリューションおよび機
械学習 Ops 製品ポートフォリオに追加する必要があります。この操作は、次の図に示すように [Groups,
roles, and users]タブ (グループ、ロール、およびユーザー) タブで実行できます。Studio のユーザープロ
ファイルごとに異なるロールがある場合は、これらの各ロールをサービスカタログに追加する必要があり
ます。これは、Studioでのユーザープロファイルの作成時に実行することもできます。

Q: 各 SageMaker パイプラインステップに関連付けられたプロパ
ティを後続のステップで使用したいのですが、これらのプロパ
ティはどこにありますか?
パイプラインの各ステップは、対応するジョブの基礎となる SageMaker API を使用し
ます。例えば、TrainingStep は CreateTrainingJob API を呼び出し、ステップ
プロパティは DescribeTrainingJob からの応答に対応します。応答の出力は、API
リファレンスの DescribeTrainingJob へのリンクで見つかります。同じ手順に従っ
て、TransformStep、ProcessingStep、TuningStep、CreateModelStep のプロパティを取得できます。パ
イプラインステップの詳細については、「パイプラインのステップ」を参照してください。

Q: SageMaker でモデルを再現する最良の方法は何ですか?
SageMaker の系統追跡サービスは、バックエンドで動作し、モデルのトレーニングおよびデプロイワー
クフローに関連するすべてのメタデータを追跡します。これには、トレーニングジョブ、使用したデー
タセット、パイプライン、エンドポイント、実際のモデルが含まれます。系統サービスに対していつでも
クエリを実行し、モデルのトレーニングに使用された正確なアーティファクトを確認できます。これらの
アーティファクトを使用すると、使用した正確なデータセットにアクセスできる限り、同じ機械学習ワー
クフローを再作成してモデルを再現できます。トライアルコンポーネントは、トレーニングジョブを追跡
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します。このトライアルコンポーネントには、トレーニングジョブの一部として使用されたすべてのパラ
メータがあります。ワークフロー全体を再実行する必要がない場合は、トレーニングジョブを再現して同
じモデルを派生させることができます。
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Amazon Augmented AI を使用した人
間によるレビュー
Amazon Rekognition、Amazon Textract、またはカスタム機械学習 (ML) モデルなどの AI アプリケーショ
ンを使用する場合、Amazon Augmented AI を使用して、信頼性の低い予測やランダムな予測サンプルにつ
いて人間によるレビューを行うことができます。
Amazon Augmented AI とは
Amazon Augmented AI (Amazon A2I) は、人間によるレビューシステムの構築や多数の人間によるレ
ビュー担当者の管理に伴う面倒な作業を行う必要なく、誰でも ML 予測の人間によるレビューを利用でき
るようにするサービスです。
多くの ML アプリケーションでは、信頼性の低い予測は人間が確認し、結果が正しいかどうかを確認する
必要があります。例えば、スキャンした住宅ローン申請書から情報を抽出する場合、スキャンや手書きの
品質が低いなどの理由から、人間によるレビューが必要になることがあります。人間によるレビューシス
テムの構築は、複雑なプロセスまたはワークフローの実装、レビュータスクと結果を管理するためのカス
タムソフトウェアの作成、大規模なレビュー担当グループの管理を伴うため、時間と費用がかかります。
Amazon A2I は ML アプリケーションの人間によるレビューの構築と管理を効率化します。Amazon A2I に
は、コンテンツモデレーションやドキュメントからのテキスト抽出など、一般的な ML のユースケース用
に組み込みの人間によるレビューワークフローが用意されています。SageMaker またはその他のツールで
構築した ML モデル用に、独自のワークフローを作成することも可能です。Amazon A2I を使用すると、
モデルが信頼性の高い予測を行うことができない場合、またはその予測を継続的に監査できない場合に、
人間によるレビュー担当者を介入させることができます。
Amazon A2I のユースケース例
次の例は、Amazon A2I を使用して ML アプリケーションに人間によるレビューループを統合する方法を
示しています。これらの各例については、「Amazon A2I を使用したユースケースと例 (p. 3170)」でその
ワークフローを示す Jupyter ノートブックを参照できます。
• Amazon Textract で Amazon A2I を使用する - 単一ページのドキュメントで重要なキーと値のペアにつ
いて人間によるレビューを行うか、Amazon Textract を使用してランダムにサンプリングし、データ
セットからドキュメントを人間によるレビュー用に送ります。
• Amazon Rekognition で Amazon A2I を使用する - Amazon Rekognition が信頼性の低いスコアを返した
場合に明示的なアダルトコンテンツや暴力的なコンテンツなどの安全でない画像について人間によるレ
ビューを行うか、Amazon Rekognition を使用してランダムにサンプリングし、データセットから画像を
人間によるレビュー用に送ります。
• Amazon A2I を使用してリアルタイム ML 推論を確認する - Amazon A2I を使用して、SageMaker でホ
ストされているエンドポイントにデプロイされたモデルによって行われたリアルタイムの信頼性の低い
推論を確認し、Amazon A2I 出力データを使用してモデルを段階的にトレーニングします。
• Amazon Comprehend で Amazon A2I を使用する - 感情分析、テキスト構文、エンティティ検出など、
テキストデータに関する Amazon Comprehend の推論について人間によるレビューを行います。
• Amazon Transcribe で Amazon A2I を使用する - Amazon Transcribe によるビデオファイルやオーディ
オファイルのトランスクリプションについて人間によるレビューを行います。トランスクリプションの
人間によるレビューループの結果を使用してカスタム語彙を作成し、今後の類似するビデオまたはオー
ディオコンテンツのトランスクリプションを向上させます。
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• Amazon Translate で Amazon A2I を使用する - Amazon Translate から返された信頼性の低い翻訳につ
いて人間によるレビューを行います。
• Amazon A2I を使用して表形式のデータを確認する - Amazon A2I を使用して表形式のデータを使用する
ML アプリケーションに人間によるレビューループを統合します。

トピック
• Amazon Augmented AI の使用を開始する (p. 3149)
• Amazon A2I を使用したユースケースと例 (p. 3170)
• 人間によるレビューワークフローを作成する (p. 3178)
• 人間によるレビューワークフローを削除する (p. 3197)
• ヒューマンループを作成および開始する (p. 3198)
• ヒューマンループを削除する (p. 3203)
• ワーカータスクテンプレートを作成および管理する (p. 3206)
• ヒューマンループの監視と管理 (p. 3217)
• Amazon A2I 出力データ (p. 3218)
• Amazon Augmented AI におけるアクセス許可とセキュリティ (p. 3227)
• Amazon Augmented AI で Amazon CloudWatch Events を使用する (p. 3233)
• Amazon Augmented AI で API を使用する (p. 3235)

Amazon Augmented AI の使用を開始する
Amazon Augmented AI の使用を開始するには、Amazon A2I のコアコンポーネント (p. 3149) と
Augmented AI の使用の前提条件 (p. 3153) を確認してください。次に、以下に示すドキュメントを使用し
て、Amazon A2I コンソールと API の使用方法について学習します。
• チュートリアル: Amazon A2I コンソールで開始する (p. 3154)
• チュートリアル: Amazon A2I API の使用を開始する (p. 3159)
Jupyter ノートブックのチュートリアルに従って Amazon A2I API の使用を開始することもできます。ノー
トブックとユースケースのリストについては、「Amazon A2I を使用したユースケースと例 (p. 3170)」を
参照してください。

Amazon A2I のコアコンポーネント
Amazon A2I のコアコンポーネントを理解するために、以下の用語を確認してください。
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タスクタイプ
Amazon A2I を統合する AI/ML ワークフローでは、Amazon A2I が定義されていますタスクタイプ。
Amazon A2I では以下をサポートしています。
• Two組み込みタスクタイプ: Amazon Textract キーおよび値のペアの抽出そしてAmazon Rekognition 画
像のモデレーション。
• あるカスタムタスクタイプ: カスタムタスクタイプを使用して、ヒューマンレビューループを任意の機械
学習ワークフロー。カスタムタスクタイプを使用して Amazon A2I を Amazon Comprehend、Amazon
Transcribe、Amazon Translate などの他の AWS のサービスや、独自のカスタム機械学習ワークフロー
と統合できます。詳細については、「Amazon A2I を使用したユースケースと例 (p. 3170)」を参照して
ください。
次の表でタブを選択すると、Amazon A2I が各タスクタイプとどのように連携しているかを示す図が表示
されます。前述したリストのリンクを使用してタスクタイプのページを選択し、そのタスクタイプの詳細
を確認してください。
Amazon Textract – Key-value pair extraction
この図は、Amazon Textract を使用した Amazon A2I 組み込みのワークフローを示しています。左側
には、Amazon Textract の人間によるレビューワークフロー作成に必要なリソース (Amazon S3 バ
ケット、アクティベーション条件、ワーカータスクテンプレート、ワークチーム) が表示されていま
す。これらのリソースは、人間によるレビューワークフロー (フロー定義) の作成に使用されます。矢
印は、右側にあるワークフローの次のステップ (Amazon Textract を使用して人間によるレビューワー
クフローのヒューマンループを設定する) を指しています。2 番目の矢印は、このステップから右側
にあるステップ (人間によるレビューワークフローで指定されたアクティベーション条件が満たされ
る) を指しています。これにより、ヒューマンループの作成が開始されます。図の右側には、1) ワー
カー UI とツールが生成され、タスクをワーカーが使用できるようにし、2) ワーカーが入力データを
レビューし、最終的に 3) 結果が Amazon S3 に保存されるという 3 つのステップのヒューマンループ
が示されています。

Amazon Rekognition – Image moderation
この図は、Amazon Rekognition を使用した Amazon A2I 組み込みのワークフローを示しています。左
側には、Amazon Rekognition の人間によるレビューワークフロー作成に必要なリソース (Amazon S3
バケット、アクティベーション条件、ワーカータスクテンプレート、ワークチーム) が表示されていま
す。これらのリソースは、人間によるレビューワークフロー (フロー定義) の作成に使用されます。矢
印は、右側にあるワークフローの次のステップ (Amazon Rekognition を使用して人間によるレビュー
ワークフローのヒューマンループを設定する) を指しています。2 番目の矢印は、このステップから右
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側にあるステップ (人間によるレビューワークフローで指定されたアクティベーション条件が満たされ
る) を指しています。これにより、ヒューマンループの作成が開始されます。図の右側には、1) ワー
カー UI とツールが生成され、タスクをワーカーが使用できるようにし、2) ワーカーが入力データを
レビューし、最終的に 3) 結果が Amazon S3 に保存されるという 3 つのステップのヒューマンループ
が示されています。

Custom Task Type
次の図は、Amazon A2I カスタムワークフローを示しています。カスタム ML モデルは予測の生成に
使用されます。クライアントアプリケーションは、ユーザー定義の基準を使用してこれらの予測を
フィルタリングし、人間によるレビューが必要かどうかを判断します。必要と判断した場合、これら
の予測は人間によるレビュー用に Amazon A2I に送信されます。Amazon A2I は人間によるレビュー
の結果を Amazon S3 で収集します。この結果にはクライアントアプリケーションからアクセスでき
ます。人間によるレビューが必要ないとフィルターによって判断された場合、予測をクライアントア
プリケーションに直接送信できます。

人間によるレビューワークフロー (フロー定義)
人間によるレビューワークフローを使用して、ヒューマンワークチームを指定し、ワーカータスクテンプ
レートを使用してワーカー UI を設定し、ワーカーがレビュータスクを完了する方法に関する情報を提供し
ます。
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組み込みタスクタイプの場合、フロー定義を使用して、ヒューマンループが開始される条件を特定するこ
ともできます。例えば、Amazon Rekognition は機械学習を使用してイメージコンテンツのモデレーション
を実行できます。人間によるレビューワークフローを使用して、Amazon Rekognition の信頼度が低すぎる
場合に、コンテンツモデレーションレビュー用にイメージを人に送信するように指定できます。
人間によるレビューワークフローを使用して、複数のヒューマンループを作成できます。
フロー定義は、SageMaker コンソールで、または SageMaker API を使用して作成できます。これらのオ
プションの詳細については、「人間によるレビューワークフローを作成する (p. 3178)」を参照してくださ
い。
ワークチーム
ワークチームとは、人間によるレビュータスクを送信する人間のワーカーグループです。
人間によるレビューワークフローを作成するときは、1 つのワークチームを指定します。
ワークチームは、Amazon Mechanical Turk ワークフォース、ベンダー管理のワークフォース、独自のプ
ライベートワークフォースから形成できます。プライベートワークフォースを使用する場合、複数のワー
クチームを作成できます。各ワークチームは、複数の人間によるレビューワークフローで使用できます。
ワークフォースとワークチームの作成方法については、「ワークフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照
してください。
ワーカータスクテンプレートとヒューマンタスク UI
ワーカータスクテンプレートを使用して、人間によるレビュータスク用のワーカー UI (ヒューマンタスク
UI) を作成します。
ヒューマンタスク UI には、ドキュメントやイメージなどの入力データ、ワーカーへの指示が表示されま
す。また、ワーカーがタスクを完了するために使用する対話型ツールも用意されています。
組み込みタスクタイプの場合、そのタスクタイプに用意されている Amazon A2I ワーカータスクテンプ
レートを使用する必要があります。

ヒューマンループ
ヒューマンループを使用して、人間によるレビュージョブが作成されます。人間によるレビュージョブ
ごとに、1 つのデータオブジェクトをレビューするタスクを送信するワーカーの数を選択できます。例え
ば、イメージ分類ラベリングジョブに対するオブジェクトあたりのワーカー数を 3 に設定すると、3 人の
ワーカーが各入力イメージを分類します。オブジェクトあたりのワーカー数を増やすと、ラベルの精度を
向上させることができます。
ヒューマンループは人間によるレビューワークフローを使用して次のように作成されます。
• 組み込みタスクタイプの場合、人間によるレビューワークフローで指定された条件によって、ヒューマ
ンループが作成されるタイミングが決まります。
• 人間によるレビュータスクは、人間によるレビューワークフローで指定されたワークチームに送信され
ます。
• 人間によるレビューワークフローで指定されたワーカータスクテンプレートは、ヒューマンタスク UI の
レンダリングに使用されます。
ヒューマンループが作成されるタイミング
組み込みタスクタイプのいずれかを使用すると、人間によるレビューワークフローで指定された条件が満
たされた場合、対応する AWS サービスによってヒューマンループが作成され、開始されます。以下に例
を示します。
• Amazon Textract で Augmented AI を使用する場合、API オペレーション AnalyzeDocument を使用し
て Amazon A2I をドキュメントレビュータスクに統合できます。ヒューマンループは、Amazon Textract
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が人間によるレビューワークフローで指定した条件を満たすキーと値のペアについての推論を返すたび
に作成されます。
• Amazon Rekognition で Augmented AI を使用する場合、API オペレーション
DetectModerationLabels を使用して Amazon A2I をイメージモデレーションタスクに統合できま
す。ヒューマンループは、Amazon Rekognition が人間によるレビューワークフローで指定した条件を満
たすイメージコンテンツについての推論を返すたびに作成されます。
カスタムタスクタイプを使用する場合、Amazon Augmented AI ランタイム API を使用してヒューマン
ループを開始します。カスタムアプリケーションで StartHumanLoop を呼び出すと、タスクはヒューマ
ンレビュワーに送信されます。
ヒューマンループを作成して開始する方法については、「ヒューマンループを作成および開始す
る (p. 3198)」を参照してください。
これらのリソースを生成し、人間によるレビューワークフローを作成するために、Amazon A2I
は、Amazon Augmented AI ランタイムモデル、SageMaker API、タスクタイプに関連付けられた API な
ど、複数の API を統合します。詳細については、「Amazon Augmented AI で API を使用する (p. 3235)」
を参照してください。

Note
AWS リージョンの可用性は、Augmented AI をAmazon Textract などの他の AWS のサービスと
ともに使用する場合と異なることがあります。これらの AWS のサービスとのやり取りに使用す
る AWS リージョンに Augmented AI リソースを作成します。すべてのサービスの AWS リージョ
ンの可用性については、「リージョン表」を参照してください。

Augmented AI の使用の前提条件
Amazon A2I は IAM、SageMaker、Amazon S3 のリソースを使用して、人間によるレビューワークフロー
を作成して実行します。人間によるレビューワークフローを作成するときに、Amazon A2I コンソールで
これらのリソースの一部を作成できます。この方法の詳細は、「チュートリアル: Amazon A2I コンソール
で開始する (p. 3154)」を参照してください。
Amazon A2I を使用するには、次のリソースが必要です。
• 入力および出力データのワークフローと同じ AWS リージョン内の 1 つ以上の Amazon S3 バケット。
バケットを作成するには、Amazon Simple Storage Service コンソールユーザーガイドの「バケットの
作成」の手順に従います。
• 人間によるレビューワークフローの作成に必要な権限を持つ IAM ロールと、Augmented AI へのアクセ
ス許可を持つ IAM ユーザーまたはロール。詳細については、「Amazon Augmented AI におけるアクセ
ス許可とセキュリティ (p. 3227)」を参照してください。
• 人間によるレビューワークフローに対するパブリック、プライベート、ベンダーワークフォース。プラ
イベートワークフォースを使用する場合、Amazon A2I ワークフローと同じ AWS リージョンで事前に
ワークフォースを設定する必要があります。これらのワークフォースタイプの詳細については、「ワー
クフォースの作成と管理 (p. 580)」を参照してください。

Important
現時点でAmazon Augmented AI を対象とするコンプライアンスプログラムの詳細について
は、「」を参照してください。AWSコンプライアンスプログラムによる対象範囲内ののサービ
ス。Amazon Augmented AI を他の AWS のサービス (Amazon Rekognition や Amazon Textract
など) と組み合わせて使用する場合、Amazon Augmented AI はこれらの他のサービスと同じコ
ンプライアンスプログラムのスコープ外である可能性があることに注意してください。お客様
は、サービスによる顧客データの処理と保存方法や、データ環境のコンプライアンスへの影響
について理解することなど、Amazon Augmented AI の使用について責任があります。ワーク
ロードの目的や目標について、AWS アカウントチームと話し合う必要があります。このチーム
は、提案されたユースケースとアーキテクチャにサービスが適しているかどうかを評価するの
を支援します。
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チュートリアル: Amazon A2I コンソールで開始する
次のチュートリアルは、Amazon A2I コンソールで Amazon A2I の使用を開始する方法を示しています。
このチュートリアルでは、ドキュメントレビューに Amazon Textract で Augmented AI を使用するか、イ
メージコンテンツのレビューに Amazon Rekognition を使用するオプションが用意されています。

前提条件
Amazon A2I の使用を開始するには、次の前提条件を満たしてください。
• Amazon S3 バケットを入出力データのワークフロー同じ AWS リージョンに作成します。例えば、useast-1 で Amazon A2I を Amazon Textract と使用している場合、us-east-1 でバケットを作成します。バ
ケットを作成するには、Amazon Simple Storage Service コンソールユーザーガイドの「バケットの作
成」の手順に従います。
• 以下の いずれかを 実行します。
• Amazon Textract を使用してチュートリアルを完了する場合は、このサンプルドキュメントをダウン
ロードして Amazon S3 バケットに配置します。
• Amazon Rekognition を使用してチュートリアルを完了する場合は、このイメージをダウンロードして
Amazon S3 バケットに配置します。

Note
Amazon A2I コンソールは SageMaker コンソールに埋め込まれています。

ステップ 1: 作業チームを作成する
まず、Amazon A2I コンソールでワークチームを作成し、ワーカーレビュータスクをプレビューできるよ
うにワーカーとして自分自身を追加します。

Important
このチュートリアルでは、プライベートワークチームを使用します。Amazon A2I プライベー
トワークフォースは SageMaker コンソールの Ground Truth 領域で設定され、Amazon A2I と
Ground Truth 間で共有されます。

ワーカーの E メールを使用してプライベートワークフォースを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ で SageMaker コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Ground Truth] にある [Labeling workforces] (ラベリングワークフォース)
を選択します。

3.

[Private] (プライベート)、[Create private team] (プライベートチームの作成) の順に選択します。

4.

[Invite new workers by email] (E メールで新しいワーカーを招待する) を選択します。

5.

このチュートリアルでは、E メールや、ヒューマンタスク UI をプレビュー可能にするその他の要素を
入力します。最大 50 のメールアドレスが含まれるカンマ区切りの E メールアドレスリストを E メー
ルアドレスボックスに貼り付けるか、入力できます。

6.

組織名と連絡先メールアドレスを入力します。

7.

必要に応じて、新しい Ground Truth ラベリングジョブが利用可能になったときに、ワーカーに
E メールで通知されるように、チームをサブスクライブする Amazon SNS トピックを選択しま
す。Amazon SNS 通知は Ground Truth でサポートされていますが、Augmented AI ではサポートされ
ていません。Amazon SNS 通知を受信するようワーカーをサブスクライブすると、Ground Truth ラベ
リングジョブに関する通知のみがワーカーに届きます。Augmented AI タスクに関する通知は届きませ
ん。
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8.

[Create private team] (プライベートチームを作成) を選択します。

プライベートワークチームに自分自身を追加すると、ログイン情報が含まれる E メールが noreply@verificationemail.com から届きます。この E メールのリンクを使用してパスワードをリ
セットし、ワーカーポータルにログインします。ヒューマンループの作成時に、人間によるレビュータス
クはここに表示されます。

ステップ 2: 人間によるレビューワークフローを作成する
このステップでは、人間によるレビューワークフローを作成します。人間によるレビューワークフローは
特定のタスクタイプごとに作成されます。このチュートリアルでは、組み込みタスクタイプを選択できま
す。Amazon Rekognition と Amazon Textract。

人間によるレビューワークフローを作成するには、次の手順を実行します。
1.

Augmented AI コンソール (https://console.aws.amazon.com/a2i) を開き、[Human review workflows]
(人間によるレビューワークフロー) ページにアクセスします。

2.

[Create human review workflow] (人間によるレビューワークフローを作成) を選択します。

3.

[Workflow settings] (ワークフロー設定)で、ワークフローの [Name] (名前)、[S3 bucket] (S3 バケッ
ト)、AWS 管理ポリシー AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess がアタッチされているこの
チュートリアル用に作成した [IAM role] (IAM ロール) を入力します。

4.

[Task type] (タスクタイプ) に対して、[Textract – Key-value pair extraction] (Textract - キーと値のペア
の抽出) または [Rekognition – Image moderation] (Rekognition - イメージモデレーション) を選択しま
す。

5.

次の表から選択したタスクタイプを選択し、そのタスクタイプの手順を確認します。
Amazon Textract – Key-value pair extraction
1. [Trigger a human review for specific form keys based on the form key confidence score or when
specific form keys are missing] (フォームキーの信頼性スコアに基づいて、または特定のフォーム
キーが見つからない場合、特定のフォームキーに対して人間によるレビューをトリガー) を選択し
ます。
2. [Key name] (キー名) で Mail Address を入力します。
3. 0 から 99 までの識別信頼度しきい値を設定します。
4. 0 から 99 までの資格信頼度しきい値を設定します。
5. [Trigger a human review for all form keys identified by Amazon Textract with confidence scores
in a specific range] (指定された範囲の信頼性スコアであると Amazon Textract によって識別され
たすべてのフォームキーに対して、人間によるレビューをトリガー) を選択します。
6. 0 から 90 までの識別信頼度しきい値を設定します。
7. 0 から 90 までの資格信頼度しきい値を設定します。
この結果、Amazon Textract が Mail Address とそのキーに対して 99 未満の信頼スコアを返
すか、ドキュメントで検出された任意のキーと値のペアに対して 90 未満の信頼スコアを返す場
合、人間によるレビューが開始されます。
次の図は、Amazon A2I コンソールの [Amazon Textract form extraction - Conditions for invoking
human review ] (Amazon Textract フォームの抽出 - 人間によるレビューを呼び出す条件) セク
ションを示しています。この図では、前の段落で説明した 2 つのタイプのトリガーのチェック
ボックスがオンになっており、Mail Address は最初のトリガーの [Key name] (キー名) として
使われています。識別信頼しきい値は、フォーム内で検出されるキーと値のペアの信頼度スコア
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を使用して定義され、0 ～ 99 の間で設定されます。資格信頼度しきい値は、フォーム内のキーと
値に含まれるテキストの信頼度スコアを使用して定義され、0 ～ 99 の間で設定されます。

Amazon Rekognition – Image moderation
1. [Trigger human review for labels identified by Amazon Rekognition based on label confidence
score] (ラベルの信頼性スコアに基づいて Amazon Rekognition によって識別されたラベルに対し
て人間によるレビューをトリガー) を選択します。
2. 0 から 98 の [Threshold] (しきい値) を設定します。
Amazon Rekognition がイメージモデレーションジョブに対して 98 未満の信頼度スコアを返す場
合、人間によるレビューが開始されます。
次の図は、[Trigger human review for labels identified by Amazon Rekognition based on label
confidence score] (ラベルの信頼性スコアに基づいて Amazon Rekognition によって識別されたラ
ベルに対して人間によるレビューをトリガー) オプションを選択し、Amazon A2I コンソールで 0
～ 98 の [Threshold] (しきい値) を入力する方法を示しています。
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6.

[Worker task template creation] (ワーカータスクテンプレートを作成) で、[Create from a default
template] (既定のテンプレートから作成) を選択します。

7.

[Template name] (テンプレート名) を入力します。

8.

[Task description] (タスクの説明) フィールドに、次のテキストを入力します。
Read the instructions carefully and complete the task.

9.

[Workers] (ワーカー) で、[Private] (プライベート) を選択します。

10. 作成したプライベートチームを選択します。
11. [Create] (作成) を選択します。
人間によるレビューワークフローが作成されると、そのワークフローは、[Human review workflows] (人間
によるレビューワークフロー) ページに表示されます。[Status] (ステータス) が Active の場合、ワークフ
ロー ARN をコピーして保存します。これは次の手順で必要になります。

ステップ 3: ヒューマンループを開始する
ヒューマンループを開始するには、API オペレーションを使用する必要があります。これらの API オペ
レーションの操作には言語固有のさまざまな SDK を使用できます。これらの SDK の各ドキュメントにつ
いては、次の図に示すように、API ドキュメントの「以下の資料も参照してください」を参照してくださ
い。

このチュートリアルでは、次の API のいずれかを使用します。
• Amazon Textract タスクタイプを選択した場合、AnalyzeDocument オペレーションを使用します。
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• Amazon Rekognition タスクタイプを選択した場合、DetectModerationLabels オペレーションを使
用します。
これらの API は、SageMaker ノートブックインスタンス (新規ユーザーに推奨) または AWS Command
Line Interface (AWS CLI) を使用して操作できます。これらのオプションの詳細について、次のいずれかを
選択して参照します。
• ノートブックインスタンスの詳細を確認して設定する場合は、「Amazon SageMaker ノートブックイン
スタンスを使用する (p. 192)」を参照してください。
• AWS CLI を使用して開始する場合は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS
Command Line Interface とは」を参照してください。
AWS SDK for Python (Boto3) を使用した Amazon Textract および Amazon Rekognition のリクエスト例に
ついては、次の表からタスクタイプを選択して参照してください。
Amazon Textract – Key-value pair extraction
次の例では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して us-west-2 で analyze_document を呼び出
します。斜体の赤いテキストはリソースに置き換えます。Amazon Mechanical Turk ワークフォース
を使用している場合は、DataAttributes パラメータを含めます。詳細については、AWS SDK for
Python (Boto) API リファレンスの「analyze_document」のドキュメントを参照してください。
response = client.analyze_document(
Document={
"S3Object": {
"Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET",
"Name": "document-name.pdf"
}
},
HumanLoopConfig={
"FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"HumanLoopName":"human-loop-name",
"DataAttributes" : {
"ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent"]
}
},
FeatureTypes=["TABLES", "FORMS"])

Amazon Rekognition – Image moderation
次の例では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して us-west-2 で detect_moderation_labels
を呼び出します。斜体の赤いテキストはリソースに置き換えます。Amazon Mechanical Turk ワーク
フォースを使用している場合は、DataAttributes パラメータを含めます。詳細については、AWS
SDK for Python (Boto) API リファレンスの「detect_moderation_labels」のドキュメントを参照
してください。
response = client.detect_moderation_labels(
Image={
"S3Object":{
"Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET",
"Name": "image-name.png"
}
},
HumanLoopConfig={
"FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
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"HumanLoopName":"human-loop-name",
"DataAttributes":{
ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]
}
})

ステップ 4: コンソールでヒューマンループステータスを表示す
る
ヒューマンループを開始すると、Amazon A2I コンソールでそのステータスを表示できます。

ヒューマンループステータスを表示するには
1.

Augmented AI コンソール (https://console.aws.amazon.com/a2i) を開き、[Human review workflows]
(人間によるレビューワークフロー) ページにアクセスします。

2.

ヒューマンループの開始に使用した人間によるレビューワークフローを選択します。

3.

[Human loops] (ヒューマンループ) セクションで、ヒューマンループを確認できます。そのステータ
スを [Status] (ステータス) 列で確認します。

ステップ 5: 出力データのダウンロード
出力データは、人間によるレビューワークフローの作成時に指定した Amazon S3 バケットに保存されま
す。

Amazon A2I 出力データを表示するには
1.

Amazon S3 コンソールを開きます。

2.

この例のステップ 2 で人間によるレビューワークフローの作成時に指定した Amazon S3 バケットを
選択します。

3.

人間によるレビューワークフローと同じ名前のフォルダから開始し、次の命名規則でフォルダを選択
して出力データに移動します。
s3://output-bucket-specified-in-human-review-workflow/human-review-workflowname/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json

4.

output.json を選択し、[Download] (ダウンロード) を選択します。

チュートリアル: Amazon A2I API の使用を開始する
このチュートリアルでは、Amazon A2I で使用開始に使用できる API オペレーションについて説明しま
す。
Jupyter ノートブックを使用してこれらの操作を実行するには、「Amazon A2I を使用したユースケースと
例 (p. 3170)」から Jupyter ノートブックを選択し、それを SageMaker ノートブックインスタンスで使用
する方法について、「Amazon A2I Jupyter ノートブックで SageMaker ノートブックインスタンスを使用
する (p. 3171)」を参照して学習します。
Amazon A2I で使用できる API オペレーションの詳細については、「Amazon Augmented AI で API を使用
する (p. 3235)」を参照してください。
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プライベートワークチームを作成する
プライベートワークチームを作成し、自分自身をワーカーとして追加して Amazon A2I をプレビューでき
ます。
Amazon Cognito について詳しくない場合は、SageMaker コンソールを使用してプライベートワーク
フォースを作成し、プライベートワーカーとして自分自身を追加することをお勧めします。手順について
は、ステップ 1: 作業チームを作成する (p. 3154) を参照してください。
Amazon Cognito に精通している場合は、次の手順に従い、SageMaker API を使用してプライベートワー
クチームを作成できます。ワークチームを作成したら、ワークチーム ARN (WorkteamArn) を確認しま
す。
プライベートワークフォースと、利用可能な他の設定の詳細については、「プライベートワークフォース
を使用する (p. 586)」を参照してください。
プライベートワークフォースを作成する
プライベートワークフォースを作成していない場合、Amazon Cognito ユーザープールを使用して作成で
きます。このユーザープールに自分自身を追加してください。プライベートワークチームは AWS SDK for
Python (Boto3) create_workforce 関数を使用して作成できます。その他の言語固有の SDK について
は、「CreateWorkforce」のリストを参照してください。

response = client.create_workforce(
CognitoConfig={
"UserPool": "Pool_ID",
"ClientId": "app-client-id"
},
WorkforceName="workforce-name"
)

プライベートワークチームを作成する
ヒューマンループを設定して開始するプライベートワークフォースを AWS リージョンで作成した
後、AWS SDK for Python (Boto3) create_workteam 関数を使用してプライベートワークチームを作成で
きます。その他の言語固有の SDK については、「CreateWorkteam」のリストを参照してください。

response = client.create_workteam(
WorkteamName="work-team-name",
WorkforceName= "workforce-name",
MemberDefinitions=[
{
"CognitoMemberDefinition": {
"UserPool": "<aws-region>_ID",
"UserGroup": "user-group",
"ClientId": "app-client-id"
},
}
]
)

次のように、ワークチーム ARN にアクセスします。

workteamArn = response["WorkteamArn"]

アカウント内のプライベートワークチームを一覧表示する
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プライベートワークチームをすでに作成している場合、AWS SDK for Python (Boto3) list_workteams
関数を使用してアカウントで指定された AWS リージョンのすべてのワークチームを一覧表示できます。
その他の言語固有の SDK については、「ListWorkteams」のリストを参照してください。
response = client.list_workteams()

アカウントに多数のワークチームがある場合、MaxResults、SortBy、NameContains を使用して結果
をフィルタリングすることもできます。

人間によるレビューワークフローを作成する
Amazon A2I CreateFlowDefinition オペレーションを使用して、人間によるレビューワークフローを
作成できます。人間によるレビューワークフローを作成する前に、ヒューマンタスク UI を作成する必要が
あります。これは、CreateHumanTaskUi オペレーションで実行できます。
Amazon Textract または Amazon Rekognition 統合で Amazon A2I を使用している場合、JSON を使用して
アクティベーション条件を指定できます。

ヒューマンタスク UI を作成する
Amazon Textract または Amazon Rekognition 統合で使用する人間によるレビューワークフローを作成する
場合、事前に作成されたワーカータスクテンプレートを使用して変更する必要があります。すべてのカス
タム統合で独自のカスタムワーカータスクテンプレートを使用できます。次の表では、2 つの組み込み統
合のワーカータスクテンプレートを使用してヒューマンタスク UI を作成する方法について説明します。テ
ンプレートを独自のテンプレートに置き換えて、このリクエストをカスタマイズしてください。
Amazon Textract – Key-value pair extraction
このテンプレートの詳細については、「Amazon Textract のカスタムテンプレートの例 (p. 3209)」を
参照してください。
template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-textract-analyze-document
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}"
header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they
don"t match the following document."
no-key-edit=""
no-geometry-edit=""
keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}"
block-types='["KEY_VALUE_SET"]'>
<short-instructions header="Instructions">
<p>Click on a key-value block to highlight the corresponding key-value pair in
the document.
</p><p><br></p>
<p>If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the
content is incorrect, correct it.
</p><p><br></p>
<p>The text of the value is incorrect, correct it.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correct-valuetext.png">
</p><p><br></p>
<p>A wrong value is identified, correct it.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correct-value.png">
</p><p><br></p>
<p>If it is not a valid key-value relationship, choose No.</p>
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<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/not-a-key-valuepair.png">
</p><p><br></p>
<p>If you can’t find the key in the document, choose Key not found.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/key-is-not-found.png">
</p><p><br></p>
<p>If the content of a field is empty, choose Value is blank.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/value-is-blank.png">
</p><p><br></p>
<p><strong>Examples</strong></p>
<p>Key and value are often displayed next or below to each other.
</p><p><br></p>
<p>Key and value displayed in one line.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-key-valuepair-1.png">
</p><p><br></p>
<p>Key and value displayed in two lines.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-key-valuepair-2.png">
</p><p><br></p>
<p>If the content of the value has multiple lines, enter all the text without
line break.
Include all value text even if it extends beyond the highlight box.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/multiple-lines.png"></
p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>
"""

Amazon Rekognition – Image moderation
このテンプレートの詳細については、「Amazon Rekognition のカスタムテンプレートの
例 (p. 3211)」を参照してください。
template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-rekognition-detect-moderation-labels
categories='[
{% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
{
name: "{{ label.name }}",
parentName: "{{ label.parentName }}",
},
{% endfor %}
]'
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
header="Review the image and choose all applicable categories."
>
<short-instructions header="Instructions">
<style>
.instructions {
white-space: pre-wrap;
}
</style>
<p class="instructions">Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.
<b>Nudity</b>
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Visuals depicting nude male or female person or persons
<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose
<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses
<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching
<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting
<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>"""

Custom Integration
カスタム統合で使用できるテンプレートの例を次に示します。このテンプレートは、Amazon
Comprehend とのカスタム統合を示す、こちらのノートブックで使用されています。
template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="sentiment"
categories='["Positive", "Negative", "Neutral", "Mixed"]'
initial-value="{{ task.input.initialValue }}"
header="What sentiment does this text convey?"
>
<classification-target>
{{ task.input.taskObject }}
</classification-target>
<full-instructions header="Sentiment Analysis Instructions">
<p><strong>Positive</strong> sentiment include: joy, excitement, delight</p>
<p><strong>Negative</strong> sentiment include: anger, sarcasm, anxiety</p>
<p><strong>Neutral</strong>: neither positive or negative, such as stating a
fact</p>
<p><strong>Mixed</strong>: when the sentiment is mixed</p>
</full-instructions>
<short-instructions>
Choose the primary sentiment that is expressed by the text.
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>
"""

上で指定したテンプレートでは、AWS SDK for Python (Boto3) create_human_task_ui 関数を使用して
テンプレートを作成できます。その他の言語固有の SDK については、「CreateHumanTaskUi」のリス
トを参照してください。

response = client.create_human_task_ui(
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)

HumanTaskUiName="human-task-ui-name",
UiTemplate={
"Content": template
}

このレスポンス要素には、ヒューマンタスク UI ARN が含まれます。これを次のように保存します。
humanTaskUiArn = response["HumanTaskUiArn"]

JSON を作成してアクティベーション条件を指定する
Amazon Textract と Amazon Rekognition の組み込み統合では、アクティベーション条件を JSON オブ
ジェクトに保存し、それを CreateFlowDefinition リクエストで使用できます。
次に、タブを選択して、これらの組み込み統合に使用できるアクティベーション条件の例を確認します。
アクティベーション条件オプションの詳細については、「Amazon Augmented AI のヒューマンループのア
クティベーション条件に対する JSON スキーマ (p. 3184)」を参照してください。
Amazon Textract – Key-value pair extraction
この例では、ドキュメント内の特定のキー (Mail address など) の条件を指定します。Amazon
Textract の信頼度がこちらで設定したしきい値を超えている場合、ドキュメントは人間によるレ
ビュー用に送られ、ヒューマンループを開始した特定のキーによりそのワーカーにプロンプト表示さ
れます。
import json
humanLoopActivationConditions = json.dumps(
{
"Conditions": [
{
"Or": [
{

"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Mail address",
"ImportantFormKeyAliases": ["Mail Address:","Mail
address:", "Mailing Add:","Mailing Addresses"],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
"WordBlockConfidenceLessThan": 100
}
},
{
"ConditionType": "MissingImportantFormKey",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Mail address",
"ImportantFormKeyAliases": ["Mail Address:","Mail
address:","Mailing Add:","Mailing Addresses"]
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Phone Number",
"ImportantFormKeyAliases": ["Phone number:", "Phone No.:",
"Number:"],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
"WordBlockConfidenceLessThan": 100
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}

},
{

"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "*",
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
"WordBlockConfidenceLessThan": 100
}

},
{

}
)

}

]

}

"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "*",
"KeyValueBlockConfidenceGreaterThan": 0,
"WordBlockConfidenceGreaterThan": 0
}

]

Amazon Rekognition – Image moderation
ここで使われるヒューマンループのアクティベーション条件は、Amazon Rekognition コンテンツ
のモデレーションに合わせて調整されます。これらは、Suggestive と Female Swimwear Or
Underwear モデレーションラベルに対する信頼度しきい値に基づいています。

import json

)

humanLoopActivationConditions = json.dumps(
{
"Conditions": [
{
"Or": [
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Suggestive",
"ConfidenceLessThan": 98
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Female Swimwear Or Underwear",
"ConfidenceGreaterThan": 98
}
}
]
}
]
}

人間によるレビューワークフローを作成する
このセクションでは、前のセクションで作成したリソースを使用して CreateFlowDefinition
AWS SDK for Python (Boto3) リクエストの例を示します。その他の言語固有の SDK については、
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「CreateFlowDefinition」のリストを参照してください。次の表にあるタブで、Amazon Textract と
Amazon Rekognition の組み込み統合に対する人間によるレビューワークフローの作成リクエストを確認し
ます。
Amazon Textract – Key-value pair extraction
Amazon Textract との組み込み統合を使用する場合、HumanLoopRequestSource で "AWS/
Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1" と "AwsManagedHumanLoopRequestSource" を指定
する必要があります。

response = client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName="human-review-workflow-name",
HumanLoopRequestSource={
"AwsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1"
},
HumanLoopActivationConfig={
"HumanLoopActivationConditionsConfig": {
"HumanLoopActivationConditions": humanLoopActivationConditions
}
},
HumanLoopConfig={
"WorkteamArn": workteamArn,
"HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn,
"TaskTitle": "Document entry review",
"TaskDescription": "Review the document and instructions. Complete the
task",
"TaskCount": 1,
"TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200,
"TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
"TaskKeywords": [
"document review",
],
},
OutputConfig={
"S3OutputPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/",
},
RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>",
Tags=[
{
"Key": "string",
"Value": "string"
},
]
)

Amazon Rekognition – Image moderation
Amazon Rekognition との組み込み統合を使用する場合、HumanLoopRequestSource
で "AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3" と
"AwsManagedHumanLoopRequestSource" を指定する必要があります。

response = client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName="human-review-workflow-name",
HumanLoopRequestSource={
"AwsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/Image/V3"
},
HumanLoopActivationConfig={
"HumanLoopActivationConditionsConfig": {
"HumanLoopActivationConditions": humanLoopActivationConditions
}
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)

},
HumanLoopConfig={
"WorkteamArn": workteamArn,
"HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn,
"TaskTitle": "Image content moderation",
"TaskDescription": "Review the image and instructions. Complete the task",
"TaskCount": 1,
"TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200,
"TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
"TaskKeywords": [
"content moderation",
],
},
OutputConfig={
"S3OutputPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/",
},
RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>",
Tags=[
{
"Key": "string",
"Value": "string"
},
]

Custom Integration
カスタム統合を使用する場合、HumanLoopRequestSource と HumanLoopActivationConfig の
パラメータを除外します。

response = client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName="human-review-workflow-name",
HumanLoopConfig={
"WorkteamArn": workteamArn,
"HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn,
"TaskTitle": "Image content moderation",
"TaskDescription": "Review the image and instructions. Complete the task",
"TaskCount": 1,
"TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200,
"TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
"TaskKeywords": [
"content moderation",
],
},
OutputConfig={
"S3OutputPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/",
},
RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>",
Tags=[
{
"Key": "string",
"Value": "string"
},
]
)

人間によるレビューワークフローを作成した後、レスポンスからフロー定義 ARN を取得できます。

humanReviewWorkflowArn = response["FlowDefinitionArn"]
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ヒューマンループを作成する
ヒューマンループの開始に使用する API オペレーションは、使用する Amazon A2I 統合によって異なりま
す。
• Amazon Textract 組み込み統合を使用する場合、AnalyzeDocument オペレーションを使用します。
• Amazon Rekognition 組み込み統合を使用する場合、DetectModerationLabels オペレーションを使用し
ます。
• カスタム統合を使用する場合、StartHumanLoop オペレーションを使用します。
AWS SDK for Python (Boto3) を使用した Amazon Textract および Amazon Rekognition のリクエスト例に
ついては、次の表からタスクタイプを選択して参照してください。
Amazon Textract – Key-value pair extraction
次の例では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して us-west-2 で analyze_document を呼び出
します。斜体の赤いテキストはリソースに置き換えます。Amazon Mechanical Turk ワークフォース
を使用している場合は、DataAttributes パラメータを含めます。詳細については、AWS SDK for
Python (Boto) APIリファレンスの「analyze_document」のドキュメントを参照してください。
response = client.analyze_document(
Document={"S3Object": {"Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET", "Name": "documentname.pdf"},
HumanLoopConfig={
"FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"HumanLoopName":"human-loop-name",
"DataAttributes" : {ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]}
}
FeatureTypes=["FORMS"]
)

ヒューマンループは、Amazon Textract のドキュメント分析に対する信頼度タスクが人間による
レビューワークフローで指定したアクティベーション条件を満たしている場合にのみ作成されま
す。response 要素をチェックし、ヒューマンループが作成されたかどうかを判断できます。このレ
スポンスに含まれるものすべてを表示するには、HumanLoopActivationOutput を確認します。
if "HumanLoopArn" in analyzeDocumentResponse["HumanLoopActivationOutput"]:
# A human loop has been started!
print(f"A human loop has been started with ARN:
{analyzeDocumentResponse["HumanLoopActivationOutput"]["HumanLoopArn"]}"

Amazon Rekognition – Image moderation
次の例では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して us-west-2 で detect_moderation_labels
を呼び出します。斜体の赤いテキストはリソースに置き換えます。Amazon Mechanical Turk ワーク
フォースを使用している場合は、DataAttributes パラメータを含めます。詳細については、AWS
SDK for Python (Boto) API リファレンスの「detect_moderation_labels」のドキュメントを参照してく
ださい。
response = client.detect_moderation_labels(
Image={"S3Object":{"Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET", "Name": "imagename.png"}},
HumanLoopConfig={
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"FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"HumanLoopName":"human-loop-name",
"DataAttributes":{ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]}
}
)

ヒューマンループは、イメージモデレーションタスクに対する Amazon Rekognition の信頼度が人間
によるレビューワークフローで指定したアクティベーション条件を満たしている場合にのみ作成され
ます。response 要素をチェックし、ヒューマンループが作成されたかどうかを判断できます。この
レスポンスに含まれるものすべてを表示するには、HumanLoopActivationOutput を確認します。
if "HumanLoopArn" in response["HumanLoopActivationOutput"]:
# A human loop has been started!
print(f"A human loop has been started with ARN:
{response["HumanLoopActivationOutput"]["HumanLoopArn"]}")

Custom Integration
次の例では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して us-west-2 で start_human_loop を呼び出
します。斜体の赤いテキストはリソースに置き換えます。Amazon Mechanical Turk ワークフォース
を使用している場合は、DataAttributes パラメータを含めます。詳細については、AWS SDK for
Python (Boto) APIリファレンスの「start_human_loop」のドキュメントを参照してください。
response = client.start_human_loop(
HumanLoopName= "human-loop-name",
FlowDefinitionArn= "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-definition/
flow-definition-name",
HumanLoopInput={"InputContent": inputContentJson},
DataAttributes={"ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]}
)

この例では、入力コンテンツを変数 inputContentJson に保存します。入力コンテンツには、宣
伝文とセンチメント (Positive、Negative、Neutral など) の 2 つの要素が含まれ、次のように
フォーマットされていると想定します。
inputContent = {
"initialValue": sentiment,
"taskObject": blurb
}

キー initialValue と taskObject は、ワーカータスクテンプレートの liquid 要素で使用される
キーに対応している必要があります。例については、「ヒューマンタスク UI を作成する (p. 3161)」
のカスタムテンプレートを参照してください。
inputContentJson を作成するには、次の手順を実行します。
import json
inputContentJson = json.dumps(inputContent)

ヒューマンループは start_human_loop を呼び出すたびに開始されます。ヒューマンループのス
テータスを確認するには、describe_human_loop を使用します。
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human_loop_info = a2i.describe_human_loop(HumanLoopName="human_loop_name")
print(f"HumanLoop Status: {resp["HumanLoopStatus"]}")
print(f"HumanLoop Output Destination: {resp["HumanLoopOutput"]}")

Amazon A2I を使用したユースケースと例
Amazon Augmented AI を使用して、人間によるレビューを組み込みタスクタイプ (Amazon Textract と
Amazon Rekognition) またはカスタムタスクタイプを使ったワークフローに組み込むことができます。
組み込みタスクタイプのいずれかを使用して人間によるレビューワークフローを作成する場合、信頼度し
きい値などの条件を指定して、人間によるレビューを開始できます。サービス (Amazon Rekognition また
は Amazon Textract) は、これらの条件が満たされた場合にユーザーに代わってヒューマンループを作成
し、入力データを Amazon A2I に直接提供して人間によるレビュー担当者に送信します。組み込みタスク
タイプの詳細については、以下を参照してください。
• Amazon Textract で Amazon Augmented AI を使用する (p. 3172)
• Amazon Rekognition で Amazon Augmented AI を使用する (p. 3175)
カスタムタスクタイプを使用する場合は、Amazon A2I ランタイム API を使用してヒューマンループを
作成して開始します。カスタムタスクタイプを使用して、人間によるレビューワークフローを他の AWS
サービス、または独自のカスタム ML アプリケーションに組み込むことができます。
• 詳細については、「カスタムタスクタイプで Amazon Augmented AI を使用する (p. 3177)」を参照して
ください。
次の表に、SageMaker Jupyter ノートブックを使用して参照できる Amazon A2I のさまざまなユースケー
スの概要を示します。Jupyter ノートブックの使用を開始するには、「Amazon A2I Jupyter ノートブック
で SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 3171)」の手順を参照してください。その他の例
については、この GitHub リポジトリを参照してください。
ユースケース

説明

タスクタイプ

Amazon A2I で Amazon Textract
を使用する

人間が単一ページのドキュメン
トで重要なフォームのキーと値
のペアについてレビューを行う
か、Amazon Textract でランダム
にサンプリングを行い、ドキュ
メントをデータセットから人間
に送り人間がレビューします。

組み込み

Amazon A2I で Amazon
Rekognition を使用する

Amazon Rekognition が信頼性の
低いスコアを返した場合に明示
的なアダルトコンテンツや暴力
的なコンテンツなどの安全でな
い画像について人間がレビュー
を行うか、Amazon Rekognition
でランダムにサンプリングを
行い、データセットから人間に
画像を送り人間がレビューしま
す。

組み込み

Amazon A2I で Amazon
Comprehend を使用する

感情分析、テキスト構文、
エンティティ検出など、テキ

Custom
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ユースケース

説明

タスクタイプ

ストデータに関する Amazon
Comprehend の推論について人
間によるレビューを行います。
Amazon A2I で Amazon
Transcribe を使用する

Amazon Transcribe によるビデオ Custom
ファイルやオーディオファイル
のトランスクリプションについ
て人間によるレビューを行いま
す。トランスクリプションの人
間によるレビューループの結果
を使用してカスタム語彙を作成
し、今後の類似するビデオまた
はオーディオコンテンツのトラ
ンスクリプションを向上させま
す。

Amazon A2I で Amazon
Translate を使用する

Amazon Translate から返された
信頼性の低い翻訳について人間
によるレビューを行います。

Custom

Amazon A2I を使用してリアルタ
イム ML 推論を確認する

Amazon A2I を使用し
て、SageMaker でホストされて
いるエンドポイントにデプロイ
されたモデルによって行われた
リアルタイムの信頼性の低い推
論を確認し、Amazon A2I 出力
データを使用してモデルを段階
的にトレーニングします。

Custom

Amazon A2I を使用して表形式の
データを確認する

Amazon A2I を使用して表形式の Custom
データを使用する ML アプリケー
ションに人間によるレビュー
ループを統合します。

トピック
• Amazon A2I Jupyter ノートブックで SageMaker ノートブックインスタンスを使用する (p. 3171)
• Amazon Textract で Amazon Augmented AI を使用する (p. 3172)
• Amazon Rekognition で Amazon Augmented AI を使用する (p. 3175)
• カスタムタスクタイプで Amazon Augmented AI を使用する (p. 3177)

Amazon A2I Jupyter ノートブックで SageMaker ノー
トブックインスタンスを使用する
Amazon A2I の人間によるレビューループを機械学習ワークフローに統合する方法を示すエンドツーエン
ドの例については、SageMaker ノートブックインスタンスでこちらの「GitHub リポジトリ」から Jupyter
ノートブックを参照してください。

Amazon SageMaker ノートブックインスタンスで Amazon A2I カスタムタスクタイプのサンプル
ノートブックを使用するには、次の手順を実行します。
1.

アクティブな SageMaker ノートブックインスタンスがない場合、「ステップ 1: Amazon SageMaker
ノートブックインスタンスを作成する (p. 74)」に記載されている手順に従って作成できます。
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2.

3.

ノートブックインスタンスがアクティブになったら、ノートブックインスタンスの名前の右側にある
[Open JupyterLab] (JupyterLab を開く) を選択します。JupyterLab の読み込みにはしばらく時間がか
かる場合があります。
アイコンを選択して、GitHub リポジトリのクローンをワークスペースに作成します。

4.

amazon-a2i-sample-jupyter-notebooks リポジトリの HTTPS URL を入力します。

5.

[クローン] を選択します。

6.

実行するノートブックを開きます。

7.

ノートブックの手順に従って、人間によるレビューワークフローとヒューマンループを設定し、セル
を実行します。

8.

不要な料金が発生しないようにするため、デモが終了したら、チュートリアル中に作成された
Amazon S3 バケット、IAM ロール、CloudWatch Events リソースに加えてノートブックインスタンス
を停止して削除します。

Amazon Textract で Amazon Augmented AI を使用す
る
Amazon Textract を使用すると、ドキュメントのテキスト検出と分析をアプリケーションに追加できま
す。Amazon Augmented AI (Amazon A2I) は、Amazon Textract の AnalyzeDocument API オペレーショ
ンと直接統合します。AnalyzeDocument を使用して、ドキュメントで検出されたアイテム間の関係を
分析できます。Amazon A2I の人間によるレビューループを AnalyzeDocument リクエストに追加する
と、Amazon A2I は Amazon Textractの 結果をモニタリングし、フロー定義で指定された条件が満たさ
れると、レビュー用に 1 人以上の人間のワーカーにドキュメントを送信します。例えば、人間に「Full
name:」などの特定のキーとそれに関連する入力値をレビューしてもらう場合は、キー「Full name:」
が検出されたときや、そのキーの推論信頼性が指定した範囲内にあるときは随時、人間によるレビューを
開始するアクティベーション条件を作成できます。
次の図は、Amazon Textract を使用した Amazon A2I 組み込みのワークフローを示しています。左側に
は、Amazon Textract の人間によるレビューワークフロー作成に必要なリソース (Amazon S3 バケット、
アクティベーション条件、ワーカータスクテンプレート、ワークチーム) が表示されています。これらの
リソースは、人間によるレビューワークフロー (フロー定義) の作成に使用されます。矢印は、右側にある
ワークフローの次のステップ (Amazon Textract を使用して人間によるレビューワークフローのヒューマ
ンループを設定する) を指しています。2 番目の矢印は、このステップから右側にあるステップ (人間によ
るレビューワークフローで指定されたアクティベーション条件が満たされる) を指しています。これによ
り、ヒューマンループの作成が開始されます。図の右側には、1) ワーカー UI とツールが生成され、タス
クをワーカーが使用できるようにし、2) ワーカーが入力データをレビューし、最終的に 3) 結果が Amazon
S3 に保存されるという 3 つのステップのヒューマンループが示されています。

3172

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Amazon Textract で使用する

人間によるレビューのワークフロー (フロー定義) の作成時に、アクティベーション条件を指定することに
より、Amazon Textract から人間のワーカーにレビュー用のタスクが送信されるタイミングを指定できま
す。
Amazon Textract タスクタイプを使用する場合は、次のアクティベーション条件を設定できます。
• フォームキーの信頼性スコアに基づいて、特定のフォームキーに対して人間によるレビューを開始しま
す。
• 特定のフォームキーが見つからない場合に人間によるレビューを開始します。
• 指定された範囲の信頼性スコアであると Amazon Textract によって識別されたすべてのフォームキーに
対して、人間によるレビューを開始します。
• ランダムにフォームのサンプルを人間に送信してレビューします。
アクティベーション条件がフォームのキー信頼性スコアに依存する場合、次の 2 種類の予測信頼度を使用
してヒューマンループを開始できます。
• Identification confidence (識別信頼度) - フォーム内で検出されたキーと値のペアの信頼スコア。
• Qualification confidence (資格信頼度)- フォーム内のキーと値に含まれるテキストの信頼性スコア。
次のセクションの画像では、フルネーム: Jane Doeキーと値のペアはフルネーム鍵はあれJane Doeは値で
す。
これらのアクティベーション条件は、人間によるレビューワークフローを作成するときに Amazon
SageMaker コンソールを使用するか、ヒューマンループアクティベーション条件の JSON を作成し、これ
を CreateFlowDefinition API オペレーションの HumanLoopActivationConditions パラメータで
入力として指定することによっても設定できます。JSON 形式でアクティベーション条件を指定する方法
については、「Amazon Augmented AI のヒューマンループのアクティベーション条件に対する JSON ス
キーマ (p. 3184)」および「Amazon Textract でヒューマンループのアクティベーション条件 JSON スキー
マを使用する (p. 3186)」を参照してください。

Note
Amazon Textract で Augmented AI を使用する場合、AnalyzeDocument の呼び出しで使用する
場合と同じ AWS リージョン内に Augmented AI リソースを作成します。
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はじめに: Amazon Textract ドキュメント分析Job にヒューマン
レビューを統合する
人間によるレビューを Amazon Textract テキスト検出および分析ジョブに統合するには、フロー定義
を作成し、Amazon Textract API を使用してそのフロー定義をワークフローに統合する必要がありま
す。SageMaker コンソールまたは Augmented AI API を使用してフロー定義を作成する方法については、
次のトピックを参照してください。
• ヒューマンレビューワークフローを作成する (コンソール) (p. 3179)
• ヒューマンレビューワークフローを作成する (API) (p. 3181)
フロー定義を作成したら、「Amazon Textract で Augmented AI を使用する」を参照して、フロー定義を
Amazon Textract タスクに統合する方法を確認してください。

Amazon Textract と Amazon A2I を使用したエンドツーエンドの
例
コンソールを使用して Amazon Textract を Amazon A2I で使用する方法を示すエンドツーエンドの例につ
いては、「チュートリアル: Amazon A2I コンソールで開始する (p. 3154)」を参照してください。
Amazon A2I API を使用して人間によるレビューを作成し、開始する方法については、SageMaker ノート
ブックインスタンスで「Amazon Textract 分析ドキュメントとの Amazon Augmented AI (Amazon A2I) 統
合 [例]」を参照してください。開始するには、「Amazon A2I Jupyter ノートブックで SageMaker ノート
ブックインスタンスを使用する (p. 3171)」を参照してください。

A2I Textract ワーカーコンソールのプレビュー
Amazon Textract ワークフローでレビュータスクが割り当てられると、ワーカーに次のようなユーザーイ
ンターフェイスが表示されることがあります。

このインターフェイスは、人間によるレビュー定義を作成するとき、またはカスタムテンプレートを作成
して使用することによって、SageMaker コンソールでカスタマイズできます。詳細については、「ワー
カータスクテンプレートを作成および管理する (p. 3206)」を参照してください。
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Amazon Rekognition で Amazon Augmented AI を使用
する
Amazon Rekognition では、画像分析と動画分析をアプリケーションに簡単に追加できます。Amazon
Rekognition DetectModerationLabels API オペレーションは Amazon A2Iと直接統合されているた
め、ヒューマンループを作成して、明示的なアダルトコンテンツや暴力的なコンテンツなど、安全でな
い画像を簡単に確認できます。DetectModerationLabels を使用して、フロー定義 ARN を使用して
ヒューマンループを設定できます。これにより、Amazon A2I は Amazon Rekognition が行った予測を分析
し、フロー定義で設定された条件を満たしているかを確認するために人に結果を送信します。
次の図は、Amazon Rekognition を使用した Amazon A2I 組み込みのワークフローを示しています。左側に
は、Amazon Rekognition の人間によるレビューワークフロー作成に必要なリソース (Amazon S3 バケッ
ト、アクティベーション条件、ワーカータスクテンプレート、ワークチーム) が表示されています。これ
らのリソースは、人間によるレビューワークフロー (フロー定義) の作成に使用されます。矢印は、右側
にあるワークフローの次のステップ (Amazon Rekognition を使用して人間によるレビューワークフローの
ヒューマンループを設定する) を指しています。2 番目の矢印は、このステップから右側にあるステップ
(人間によるレビューワークフローで指定されたアクティベーション条件が満たされる) を指しています。
これにより、ヒューマンループの作成が開始されます。図の右側には、1) ワーカー UI とツールが生成さ
れ、タスクをワーカーが使用できるようにし、2) ワーカーが入力データをレビューし、最終的に 3) 結果が
Amazon S3 に保存されるという 3 つのステップのヒューマンループが示されています。

Amazon Rekognition タスクタイプを使用する場合は、次のアクティベーション条件を設定できます。
• ラベルの信頼性スコアに基づいて Amazon Rekognition によって識別されたラベルに対して人間による
レビューを開始します。
• ランダムにイメージのサンプルを人に送信してレビューします。
これらのアクティベーション条件は、人間によるレビューワークフローを作成するときに Amazon
SageMaker コンソールを使用するか、ヒューマンループアクティベーション条件の JSON を作成し、これ
を CreateFlowDefinition API オペレーションの HumanLoopActivationConditions パラメータで
入力として指定することによっても設定できます。JSON 形式でアクティベーション条件を指定する方法
については、「Amazon Augmented AI のヒューマンループのアクティベーション条件に対する JSON ス
キーマ (p. 3184)」および「Amazon Rekognition でヒューマンループのアクティベーション条件 JSON ス
キーマを使用する (p. 3192)」を参照してください。
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Note
Amazon Rekognition で Augmented AI を使用する場合、DetectModerationLabels の呼び出
しで使用する場合と同じ AWS リージョン内に Augmented AI リソースを作成します。

はじめに: 人によるレビューを Amazon Rekognition イメージモ
デレーションJob に統合する
人間によるレビューを Amazon Rekognition に統合するには、次のトピックを参照してください。
• ヒューマンレビューワークフローを作成する (コンソール) (p. 3179)
• ヒューマンレビューワークフローを作成する (API) (p. 3181)
フロー定義を作成したら、「Amazon Rekognition で Augmented AI を使用する」を参照して、フロー定義
を Amazon Rekognition タスクに統合する方法を確認してください。

Amazon Rekognition と Amazon A2I を使用したエンドツーエン
ドのデモ
コンソールを使用して Amazon Rekognition を Amazon A2I で使用する方法を示すエンドツーエンドの例
については、「チュートリアル: Amazon A2I コンソールで開始する (p. 3154)」を参照してください。
Amazon A2I API を使用して人間によるレビューを作成し、開始する方法については、SageMaker ノート
ブックインスタンスで「Amazon Rekognition との Amazon Augmented AI (Amazon A2I) 統合 [例]」を参照
してください。開始するには、「Amazon A2I Jupyter ノートブックで SageMaker ノートブックインスタ
ンスを使用する (p. 3171)」を参照してください。

A2I Rekognition ワーカーコンソールプレビュー
Amazon Rekognition ワークフローでレビュータスクが割り当てられると、ワーカーに次のようなユーザー
インターフェイスが表示されることがあります。

このインターフェイスは、人間によるレビュー定義を作成するとき、またはカスタムテンプレートを作成
して使用することによって、SageMaker コンソールでカスタマイズできます。詳細については、「ワー
カータスクテンプレートを作成および管理する (p. 3206)」を参照してください。
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カスタムタスクタイプで Amazon Augmented AI を使
用する
Amazon Augmented AI (Amazon A2I) を使用して、カスタムタスクタイプを使用した任意の機械学習ワー
クフローに人間によるレビュー (ヒューマンループ) を組み込むことができます。このオプションを使用す
ると、ワーカーユーザーインターフェイスのルックアンドフィールのみでなく、データオブジェクトが人
間によるレビュー用に送信される条件を柔軟にカスタマイズできます。
カスタムタスクタイプを使用する場合、カスタムの人間によるレビューワークフローを作成し、アプリ
ケーションで直接、データオブジェクトが人間によるレビュー用に送信される条件を指定します。
次の図は、Amazon A2I カスタムワークフローを示しています。カスタム ML モデルは予測の生成に使用
されます。クライアントアプリケーションは、ユーザー定義の基準を使用してこれらの予測をフィルタリ
ングし、人間によるレビューが必要かどうかを判断します。必要と判断した場合、これらの予測は人間に
よるレビュー用に Amazon A2I に送信されます。Amazon A2I は人間によるレビューの結果を Amazon S3
で収集します。この結果にはクライアントアプリケーションからアクセスできます。人間によるレビュー
が必要ないとフィルターによって判断された場合、予測をクライアントアプリケーションに直接送信でき
ます。

このページの手順では、カスタムタスクタイプを使用して Amazon A2I を機械学習ワークフローに統合す
る方法について説明します。

フロー定義を使用してヒューマンループを作成し、アプリケーションに統合して結果をモニタリ
ングする
1.

2.
3.

Amazon A2I Augmented AI の使用の前提条件 (p. 3153) を完了します。以下の点に注意してくださ
い。
• 入出力データを保存する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのパス。
• 必要なアクセス許可がアタッチされた AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。
• (オプション) プライベートワークフォースを使用する場合は、その ARN。
HTML 要素を使用して、Amazon A2I がワーカータスク UI を生成するために使用するカスタムワー
カーテンプレートを作成します。カスタムテンプレートを作成する方法については、「カスタムワー
カータスクテンプレートを作成する (p. 3208)」を参照してください。
ステップ 2 のカスタムワーカーテンプレートを使用して、Amazon SageMaker コンソールにワー
カータスクテンプレートを生成します。この方法の詳細は、「ワーカータスクテンプレートを作成す
る (p. 3207)」を参照してください。
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次のステップでは、フロー定義を作成します。
• SageMaker API を使用してフロー定義を作成する場合は、次のステップでこのワーカータスクテン
プレートの ARN を書き留めます。
• コンソールを使用してフロー定義を作成する場合、[Create human review workflow] (人間によるレ
ビューワークフローを作成) を選択するとテンプレートは自動的に [Worker task template] (ワーカー
タスクテンプレート) セクションに表示されます。
4.

フロー定義を作成するときは、S3 バケット、IAM ロール ARN、ワーカーテンプレートへのパスを指
定します。
• SageMaker CreateFlowDefinition API を使用してフロー定義を作成する方法については、
「ヒューマンレビューワークフローを作成する (API) (p. 3181)」を参照してください。
• SageMaker コンソールを使用してフロー定義を作成する方法については、「ヒューマンレビュー
ワークフローを作成する (コンソール) (p. 3179)」を参照してください。

5.

Amazon A2I ランタイム API を使用してヒューマンループを設定します。この方法の詳細は、
「ヒューマンループを作成および開始する (p. 3198)」を参照してください。

6.

ヒューマンレビューが開始されるタイミングを制御するには、カスタムアプリケーションで
StartHumanLoop が呼び出される条件を指定します。カスタムタスクタイプで Amazon A2I を使用
する場合、ヒューマンループを開始する信頼度しきい値などのヒューマンループのアクティベーショ
ン条件は使用できません。すべての StartHumanLoop 呼び出しの結果は、ヒューマンレビューにな
ります。

ヒューマンループを開始したら、Amazon Augmented AI ランタイム API と Amazon EventBridge
(Amazon CloudWatch Events とも呼ばれます) を使用してループを管理およびモニタリングできます。詳
細については、「ヒューマンループの監視と管理 (p. 3217)」を参照してください。

Amazon A2I のカスタムタスクタイプを使用したエンドツーエン
ドのチュートリアル
Amazon A2I をさまざまな ML ワークフローに統合する方法を示すエンドツーエンドの例については、
「Amazon A2I を使用したユースケースと例 (p. 3170)」の表を参照してください。これらのいずれかの
ノートブックを使用する場合は、「Amazon A2I Jupyter ノートブックで SageMaker ノートブックインス
タンスを使用する (p. 3171)」を参照してください。

人間によるレビューワークフローを作成する
Amazon Augmented AI (Amazon A2I) の人間によるレビューワークフローまたはフロー定義を使用して、
次の項目を指定します。
• Amazon Textract および Amazon Rekognition 組み込みタスクタイプの場合、ヒューマンループが呼び出
される条件
• タスクの送信先となるワークフォース
• ワーカータスクテンプレートと呼ばれるワークフォースが受け取る一連の指示
• タスクを受け取ったワーカーの数やタスクを完了するための時間制限など、ワーカータスクの構成
• 出力データが保存される場所
SageMaker コンソールまたは SageMaker を使用して、ヒューマンレビューワークフローを作成できま
す。CreateFlowDefinitionオペレーション. フロー定義の作成中に、Amazon Textract および Amazon
Rekognition タスクタイプのコンソールを使用してワーカータスクテンプレートを作成できます。
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Important
Amazon A2I カスタムタスクタイプでは、ヒューマンループを開始するヒューマンルー
プのアクティベーション条件 (信頼しきい値など) は使用できません。コンソールを
使用してカスタムタスクタイプのフロー定義を作成する場合、アクティベーション条
件を指定することはできません。Amazon A2I API を使用してカスタムタスクタイプ
のフロー定義を作成する場合、HumanLoopActivationConditions パラメータの
HumanLoopActivationConditionsConfig 属性を設定することはできません。ヒューマンレ
ビューが開始されるタイミングを制御するには、カスタムアプリケーションで StartHumanLoop
が呼び出される条件を指定します。この場合、すべての StartHumanLoop 呼び出しはヒューマ
ンレビューになります。詳細については、「カスタムタスクタイプで Amazon Augmented AI を
使用する (p. 3177)」を参照してください。
前提条件
人間によるレビューワークフロー定義を作成するには、Augmented AI の使用の前提条件 (p. 3153) で説明
されている前提条件を満たしている必要があります。
API を使用して任意のタスクタイプのフロー定義を作成する場合、またはコンソールでフロー定義を作成
するときにカスタムタスクタイプを使用する場合、まずワーカータスクテンプレートを作成します。詳細
については、「ワーカータスクテンプレートを作成および管理する (p. 3206)」を参照してください。
コンソールで組み込みタスクタイプのフロー定義を作成するときにワーカータスクテンプレートをプレ
ビューする場合、フロー定義の作成に使用するロールに、ワーカータスクテンプレートプレビューを有効
にする (p. 3232) で説明されているようなポリシーを使用して、テンプレートアーティファクトを含む
Amazon S3 バケットにアクセスするアクセス許可を付与してください。
トピック
• ヒューマンレビューワークフローを作成する (コンソール) (p. 3179)
• ヒューマンレビューワークフローを作成する (API) (p. 3181)
• Amazon Augmented AI のヒューマンループのアクティベーション条件に対する JSON スキー
マ (p. 3184)

ヒューマンレビューワークフローを作成する (コン
ソール)
この手順では、SageMaker コンソールを使用して Amazon Augmented AI (Amazon A2I) の人間によるレ
ビューワークフローを作成します。Amazon A2I を初めて使用する場合、組織内のユーザーを使用してプ
ライベートワークチームを作成し、フロー定義の作成時にこのワークチームの ARN を使用することをお
勧めします。プライベートワークフォースを設定し、ワークチームを作成する方法については、「プライ
ベートワークフォースを作成する (Amazon) SageMakerコンソール) (p. 587)」を参照してください。プラ
イベートワークフォースをすでに設定している場合は、「を使用して作業チームを作成する SageMaker
コンソール (p. 590)」を参照して、そのワークフォースにワークチームを追加する方法を学習します。
組み込みタスクタイプの 1 つで Amazon A2I を使用している場合、コンソールで人間によるレビューワー
クフローを作成するときに、Augmented AI が提供するデフォルトのワーカータスクテンプレートを使用し
てワーカー指示を作成できます。Augmented AI で提供されるデフォルトテンプレートのサンプルについて
は、Amazon A2I を使用したユースケースと例 (p. 3170)の組み込みタスクタイプを参照してください。

フロー定義を作成するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ で SageMaker コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Augmented AI ] セクションで、[Human review workflows (ヒューマンレ
ビューワークフロー)] を選択し、[Create human review workflow (ヒューマンレビューワークフローの
作成)] を選択します。
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3.

[Overview (概要)] で、次の操作を行います。
a.

[Name (名前)] に、一意のワークフロー名を入力します。名前は小文字で 63 文字まで入力できま
す。アカウントの AWS リージョン内で一意の名前にしてください。有効な文字は、a～z、0～
9、- (ハイフン) です。

b.

[S3 location for output (出力先の S3 の場所)] に、ヒューマンレビューの結果を保存する S3 バ
ケットを入力します。このバケットは、ワークフローと同じ AWS リージョンにある必要があり
ます。

c.

[IAM role] (IAM ロール) に対して、必要なアクセス許可を持つロールを選択します。組み込みタス
クタイプを選択し、コンソールでワーカーテンプレートをプレビューする場合は、「ワーカータ
スクテンプレートプレビューを有効にする (p. 3232)」で説明されているポリシーのタイプをア
タッチしたロールを指定します。

4.

[Task type (タスクタイプ)] で、ヒューマンワーカーが実行するタスクタイプを選択します。

5.

Amazon Rekognition または Amazon Textract タスクタイプを選択した場合、人間によるレビューを実
行する条件を指定します。
• Amazon Rekognition 画像モデレーションタスクの場合、人間によるレビューを開始する推論信頼ス
コアのしきい値間隔を選択します。
• Amazon Textract タスクの場合、特定のフォームキーが欠落しているとき、またはフォームキー
検出の信頼性が低いときに、人間によるレビューを開始できます。テキスト内のすべてのフォー
ムキーを評価した後、フォームキーに必要なしきい値より信頼度が低い場合に、人間によるレ
ビューを開始することもできます。2 つの変数で信頼しきい値を指定します。識別信頼度そして資
格確信。これらの変数の詳細については、「Amazon Textract で Amazon Augmented AI を使用す
る (p. 3172)」を参照してください。
• どちらのタスクタイプでも、一部のデータオブジェクト (イメージまたはフォーム) とそのラベルを
人間にランダムに送信してレビューすることができます。

6.

ワーカータスクテンプレートを設定および指定します。
a.

Amazon Rekognition または Amazon Textract タスクタイプを使用している場合は、次のようにし
ます。
•

[Create template (テンプレートの作成)] セクションで、次の操作を行います。
• Amazon Rekognition および Amazon Textract タスクタイプの Amazon A2I デフォルトテ
ンプレートを使用してワーカー向け指示書を作成するには、[Build from a default template]
(デフォルトテンプレートからビルド) を選択します。
• [Build from a default template (デフォルトテンプレートからビルド)] を選択した場合、
[Worker task design (ワーカータスクデザイン)] で指示を作成します。
• 現在の AWS リージョンに一意のテンプレート名を指定します。
• [Instructions (指示)] セクションを使用して、タスクを完了するための詳しい手順を指
定します。ワーカーが高い精度を達成できるよう、良い例と悪い例を挙げます。
• (オプション) [Additional instructions (追加手順)] を提供して、ワーカーに追加の情報と
手順を提供します。
効果的な手順の作成については、「適切なワーカー指示書の作成 (p. 3216)」を参照し
てください。
• テンプレートを作成したら、[Template (テンプレート)] メニューからテンプレートを選択
し、ワーカーに対してタスクを簡単に説明するための [Task description (タスクの説明)] を
入力します。カスタムテンプレートを作成する方法については、「ワーカータスクテンプ
レートを作成する (p. 3207)」を参照してください。

b.

カスタムタスクタイプを使用している場合は、次の手順を行います。
•

[Worker task template] (ワーカータスクテンプレート) セクションで、リストからテンプレー
トを選択します。SageMaker コンソールで作成したすべてのテンプレートがこのリストに表
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示されます。カスタムタスクタイプのテンプレートを作成する方法については、「ワーカー
タスクテンプレートを作成および管理する (p. 3206)」を参照してください。
7.

(オプション) ワーカーテンプレートをプレビューします。
Amazon Rekognition および Amazon Textract タスクタイプの場合、[See a sample worker task] (サン
プルワーカータスクを表示) を選択してワーカータスク UI をプレビューできます。
カスタムタスクタイプのフロー定義を作成している場合は、RenderUiTemplate オペレーションを
使用してワーカータスク UI をプレビューできます。詳細については、「ワーカータスクテンプレート
をプレビューする (p. 3215)」を参照してください。

8.

[Workers (ワーカー)] で、ワークフォースタイプを選択します。

9.

[Create] (作成) を選択します。

次のステップ
ヒューマンレビューワークフローを作成すると、コンソールの [Human review workflows (ヒューマンレ
ビューワークフロー)] に表示されます。フロー定義の Amazon リソースネーム (ARN) および設定の詳細を
表示するには、名前を選択してワークフローを選択します。
組み込みタスクタイプを使用している場合、フロー定義 ARN を使用して、その AWS サービスの API
(Amazon Textract API など) を使用してヒューマンループを開始できます。カスタムタスクタイプの場
合、ARN を使用して、Amazon Augmented AI ランタイム API によるヒューマンループを開始できます。
両方のオプションの詳細については、「ヒューマンループを作成および開始する (p. 3198)」を参照してく
ださい。

ヒューマンレビューワークフローを作成する (API)
SageMaker API を使用してフロー定義を作成するには、CreateFlowDefinition オペレーションを使用
します。Augmented AI の使用の前提条件 (p. 3153)を完了したら、次の手順に従って、この API オペレー
ションを使用する方法について説明します。
概要を説明します。CreateFlowDefinitionオペレーション、および各パラメータの詳細については、
「」を参照してください。CreateFlowDefinition。

フロー定義を作成するには (API)
1.

FlowDe#nitionName に一意の名前を入力します。名前は、アカウントの AWS リージョン内で一意
である必要があり、63 文字以内で指定できます。有効な文字は、a～z、0～9、- (ハイフン) です。

2.

RoleArn に、データソースへのアクセスを許可するように設定したロールの ARN を入力します。

3.

HumanLoopConfig に、ワーカーに関する情報と、ワーカーに表示する内容を入力しま
す。HumanLoopConfig の各パラメータの詳細については、「HumanLoopConfig」を参照してくだ
さい。

4.

(オプション) 組み込みタスクタイプを使用している場合、HumanLoopActivationCon#g でヒュー
マンループを開始する条件を指定します。HumanLoopActivationCon#g パラメータに必要な入力
を作成する方法については、「Amazon Augmented AI のヒューマンループのアクティベーション条件
に対する JSON スキーマ (p. 3184)」を参照してください。こちらで条件を指定しない場合、組み込
みタスクタイプ (Amazon Textract または Amazon Rekognition など) に関連付けられた AWS サービ
スにフロー定義を指定すると、そのサービスはすべてのタスクを人間のワーカーに送信してレビュー
を行います。
カスタムタスクタイプを使用している場合、HumanLoopActivationConfig は無効になります。カ
スタムタスクタイプを使用してタスクをヒューマンワーカーに送信するタイミングを制御する方法に
ついては、「カスタムタスクタイプで Amazon Augmented AI を使用する (p. 3177)」を参照してくだ
さい。
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5.

(オプション) 組み込みタスクタイプを使用する場合、統合のソース (Amazon Rekognition や Amazon
Textract など) を HumanLoopRequestSource パラメータに指定します。

6.

OutputConfig の場合、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) でヒューマンループの出力を
保存する場所を指定します。

7.

(オプション) Tags を使用して、フロー定義の分類と整理に役立つキーと値のペアを入力します。タ
グはそれぞれ、1 つのキーと 1 つの値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。

Amazon Textract – Key-value pair extraction
AWS SDK for Python (Boto3) を使用して Amazon Textract の人間によるレビューワークフロー (フ
ロー定義) を作成するリクエストの例を次に示します。'AWS/Textract/AnalyzeDocument/
Forms/V1' を使用して Amazon Textract ヒューマンループを作成する必要があります。Mechanical
Turk ワークフォースを使用している場合は PublicWorkforceTaskPrice のみを含めます。
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)
response = sagemaker_client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition',
HumanLoopRequestSource={
'AwsManagedHumanLoopRequestSource': 'AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1'
},
HumanLoopActivationConfig={
'HumanLoopActivationConditionsConfig': {
'HumanLoopActivationConditions': '{...}'
}
},
HumanLoopConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name',
'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:human-taskui/template_name',
'TaskTitle': 'Example task title',
'TaskDescription': 'Example task description.',
'TaskCount': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskKeywords': [
'Keyword1','Keyword2'
],
'PublicWorkforceTaskPrice': {
'AmountInUsd': {
'Dollars': 123,
'Cents': 123,
'TenthFractionsOfACent': 123
}
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/',
'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
},
RoleArn='arn:aws:iam::aws_account_number:role/role_name',
Tags=[
{
'Key': 'KeyName',
'Value': 'ValueName'
},
]
)
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Amazon Rekognition – Image moderation
AWS SDK for Python (Boto3) を使用して Amazon Rekognition の人間によるレビューワー
クフロー (フロー定義) を作成するリクエストの例を次に示します。'AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/Image/V3' を使用して Amazon Rekognition フロー定
義を作成する必要があります。Mechanical Turk ワークフォースを使用している場合は
PublicWorkforceTaskPrice のみを含めます。
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)
response = sagemaker_client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition',
HumanLoopRequestSource={
'AwsManagedHumanLoopRequestSource': 'AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/
Image/V3'
},
HumanLoopActivationConfig={
'HumanLoopActivationConditionsConfig': {
'HumanLoopActivationConditions': '{...}'
}
},
HumanLoopConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name',
'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:human-taskui/template_name',
'TaskTitle': 'Example task title',
'TaskDescription': 'Example task description.',
'TaskCount': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskKeywords': [
'Keyword1','Keyword2'
],
'PublicWorkforceTaskPrice': {
'AmountInUsd': {
'Dollars': 123,
'Cents': 123,
'TenthFractionsOfACent': 123
}
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/',
'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
},
RoleArn='arn:aws:iam::aws_account_number:role/role_name',
Tags=[
{
'Key': 'KeyName',
'Value': 'ValueName'
},
]
)

Custom Workflow
カスタムの統合で人間によるレビューワークフロー (フロー定義) を作成するリクエス
トの例を次に示します。このタイプの人間によるレビューワークフローを作成する場
合、HumanLoopRequestSource をフロー定義リクエストから省略します。Mechanical Turk ワーク
フォースを使用している場合に含める必要があるのは PublicWorkforceTaskPrice のみです。
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)
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response = sagemaker_client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition',
HumanLoopActivationConfig={
'HumanLoopActivationConditionsConfig': {
'HumanLoopActivationConditions': '{...}'
}
},
HumanLoopConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name',
'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_acount_number:human-taskui/template_name',
'TaskTitle': 'Example task title',
'TaskDescription': 'Example task description.',
'TaskCount': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskKeywords': [
'Keyword1','Keyword2'
],
'PublicWorkforceTaskPrice': {
'AmountInUsd': {
'Dollars': 123,
'Cents': 123,
'TenthFractionsOfACent': 123
}
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/',
'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
},
RoleArn='arn:aws:iam::account_number:role/role_name',
Tags=[
{
'Key': 'KeyName',
'Value': 'ValueName'
},
]
)

次のステップ
CreateFlowDefinition API オペレーションの正常な呼び出しの戻り値は、フロー定義 Amazon リソー
スネーム (ARN) です。
組み込みタスクタイプを使用している場合、フロー定義 ARN を使用して、その AWS サービスの API
(Amazon Textract API など) を使用してヒューマンループを開始できます。カスタムタスクタイプの場
合、ARN を使用して、Amazon Augmented AI ランタイム API によるヒューマンループを開始できます。
これらのオプションの詳細については、「ヒューマンループを作成および開始する (p. 3198)」を参照して
ください。

Amazon Augmented AI のヒューマンループのアク
ティベーション条件に対する JSON スキーマ
HumanLoopActivationConditions は CreateFlowDefinition API の入力パラメータです。
このパラメータは JSON 形式の文字列です。JSON によってヒューマンループを作成する条件をモ
デル化し、それらの条件を統合 AI サービス API (Rekognition.DetectModerationLabels や
Textract.AnalyzeDocument など) からのレスポンスに対して評価します。このレスポンスは、推論と
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呼ばれます。例えば、Amazon Rekognition でモデレーションラベルの推論とそれに関する信頼スコアを
送信するとします。その場合、推論は、モデルによってイメージの最も適切なラベルであると推定された
ものになります。Amazon Textract では、推論はテキストのブロックの関連性 (キーと値のペア) に対して
作成されます。例えば、フォームの Name: と Sue の関連性やテキストのブロック (単語ブロック) の内容
(「名前」など) です。
以下に、JSON のスキーマを示します。最上位レベルでは、HumanLoopActivationConditions には
JSON 配列、Conditions があります。この配列の各メンバーは、true と評価された場合、Amazon A2I
がヒューマンループを作成する独立した条件です。このような独立した条件は、単純な条件または複雑な
条件にすることができます。単純な条件には、次の属性があります。
• ConditionType: この属性は、条件のタイプを識別します。Amazon A2I と統合される各 AWS AI サー
ビス API は、許可される ConditionTypes の独自のセットを定義します。
• Rekognition DetectModerationLabels - この API では、ModerationLabelConfidenceCheck
と Sampling ConditionType の値がサポートされています。
• Textract AnalyzeDocument - この API で
は、ImportantFormKeyConfidenceCheck、MissingImportantFormKey、Sampling
ConditionType の値がサポートされています。
• ConditionParameters - これは、条件をパラメータ化する JSON オブジェクトです。このオブ
ジェクトで許可される属性のセットは、ConditionType の値によって異なります。それぞれの
ConditionType が独自の ConditionParameters のセットを定義します。
Conditions 配列のメンバーは、複雑な条件をモデル化できます。これは、論理演算子の And および Or
を使用して基になる単純な条件をネストして、単純な条件を論理的に結合することで実現されます。最大
2 つのレベルのネストがサポートされています。
{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"definitions": {
"Condition": {
"type": "object",
"properties": {
"ConditionType": {
"type": "string"
},
"ConditionParameters": {
"type": "object"
}
},
"required": [
"ConditionType"
]
},
"OrConditionArray": {
"type": "object",
"properties": {
"Or": {
"type": "array",
"minItems": 2,
"items": {
"$ref": "#/definitions/ComplexCondition"
}
}
}
},
"AndConditionArray": {
"type": "object",
"properties": {
"And": {
"type": "array",
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}

}

"minItems": 2,
"items": {
"$ref": "#/definitions/ComplexCondition"
}

},
"ComplexCondition":
"anyOf": [
{
"$ref":
},
{
"$ref":
},
{
"$ref":
}
]
}

}

{
"#/definitions/Condition"
"#/definitions/OrConditionArray"
"#/definitions/AndConditionArray"

},
"type": "object",
"properties": {
"Conditions": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/definitions/ComplexCondition"
}
}
}

Note
ヒューマンループのアクティブ化条件は、カスタムタスクタイプと統合された
ヒューマンレビューワークフローでは使用できません。カスタムタスクタイプで
は、HumanLoopActivationConditions パラメータは無効です。
トピック
• Amazon Textract でヒューマンループのアクティベーション条件 JSON スキーマを使用する (p. 3186)
• Amazon Rekognition でヒューマンループのアクティベーション条件 JSON スキーマを使用す
る (p. 3192)

Amazon Textract でヒューマンループのアクティベーション条件
JSON スキーマを使用する
Amazon A2I で使用する場合、AnalyzeDocument オペレーションでは、ConditionType パラメータで
次の入力がサポートされます。
• ImportantFormKeyConfidenceCheck - この条件を使用して、推論の信頼度がドキュメントのフォー
ムのキーと単語ブロックに対して指定した範囲内である場合にヒューマンループを作成します。フォー
ムのキーは、入力に関連付けられているドキュメント内の任意の単語です。入力は値と呼ばれます。
フォームのキーと値の組み合わせは、キーと値のペアと呼ばれます。単語ブロックは、検出されたテキ
ストのブロック内で Amazon Textract によって認識される単語を指します。Amazon Textract ドキュメ
ントブロックの詳細については、Amazon Textract デベロッパーガイドの「ドキュメントとブロックオ
ブジェクト」を参照してください。
• MissingImportantFormKey - Amazon Textract でドキュメント内のキーまたは関連するエイリアスが
識別されなかった場合、この条件を使用してヒューマンループを作成します。
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• Sampling - 推論信頼スコアに関係なく、人間によるレビュー用に送る推論の割合を指定するには、こ
の条件を使用します。この条件を使用して、次のオペレーションを行います。
• モデルによって分析されたすべてのフォームからランダムにサンプリングし、指定した割合をヒュー
マンレビューに送ることにより、ML モデルを監査します。
• ImportantFormKeyConfidenceCheck 条件を使用して、ImportantFormKeyConfidenceCheck
で指定したヒューマンループを開始するための条件と一致する推論の何割かをランダムにサンプリン
グし、その指定した割合のみをヒューマンレビューに送ります。

Note
同じリクエストを AnalyzeDocument に複数回送っても、その入力の推論に対する Sampling
の結果は変わりません。例えば、AnalyzeDocument へのリクエストを 1 回行って Sampling
によってヒューマンループが開始されなかった場合、同じ設定で AnalyzeDocument に続けてリ
クエストを行ってもヒューマンループは開始されません。

ImportantFormKeyConfidenceCheck の入力と結果
ImportantFormKeyConfidenceCheck ConditionType では、以下の ConditionParameters がサ
ポートされています。
• ImportantFormKey - Amazon Textract によって検出されるキーと値のペアのキーを表す文字列であ
り、人間のワーカーによるレビューが必要です。このパラメータの値が特別なキャッチオール値 (*) の場
合、すべてのキーは条件に一致していると見なされます。これを使用することにより、キーと値のペア
が信頼度の特定のしきい値を超えた場合にヒューマンレビューを必要とする条件をモデル化できます。
• ImportantFormKeyAliases - 重要なフォームキーの代替スペルまたは論理的な同等を表す配列で
す。
• KeyValueBlockConfidenceEquals
• KeyValueBlockConfidenceLessThan
• KeyValueBlockConfidenceLessThanEquals
• KeyValueBlockConfidenceGreaterThan
• KeyValueBlockConfidenceGreaterThanEquals
• WordBlockConfidenceEquals
• WordBlockConfidenceLessThan
• WordBlockConfidenceLessThanEquals
• WordBlockConfidenceGreaterThan
• WordBlockConfidenceGreaterThanEquals
ImportantFormKeyConfidenceCheck ConditionType を使用すると、Amazon A2I によって、人間
によるレビューのために ImportantFormKey と ImportantFormKeyAliases で指定されているキーと
値のブロック、そのキーと値のブロックの単語ブロックの推論、関連付けられているエイリアスが送られ
ます。
フロー定義を作成するときに、で提供されているデフォルトのワーカータスクテンプレートを使用する場
合ヒューマンレビューワークフローアマゾンのセクション SageMakerこのアクティベーション条件によっ
て人間によるレビュー用に送られたコンソール、キーと値、ブロック推論がワーカー UI に含まれます。カ
スタムのワーカータスクテンプレートを使用する場合、Amazon Textract の初期値入力データ (推論) を含
めるために {{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }} 要素を含める必要がありま
す。この入力要素を使用するカスタムテンプレートの例については、「Amazon Textract のカスタムテン
プレートの例 (p. 3209)」を参照してください。

MissingImportantFormKey の入力と結果
MissingImportantFormKey ConditionType では、以下の ConditionParameters がサポートされ
ています。
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• ImportantFormKey - Amazon Textract によって検出されるキーと値のペアのキーを表す文字列であ
り、人間のワーカーによるレビューが必要です。
• ImportantFormKeyAliases - 重要なフォームキーの代替スペルまたは論理的な同等を表す配列で
す。
MissingImportantFormKey ConditionType を使用する場合、ImportantFormKey または
ImportantFormKeyAliases のエイリアスが Amazon Textract 推論に含まれていない場合、
そのフォームは人間によるレビュー用に送られます。予測されたキーと値のペアは含められませ
ん。例えば、Amazon Textract によってフォーム内の Address および Phone のみが特定され、
(MissingImportantFormKey 条件タイプ内で) ImportantFormKey Name が欠落していた場合、その
フォームは人間によるレビュー用に送られます。検出されたフォームキー (Address および Phone) は含
められません。
で提供されているデフォルトのワーカータスクテンプレートを使用する場合 SageMaker コンソールで
は、作業者に鍵を特定するように求めるタスクが作成されますImportantFormKeyおよび関連する価値。
カスタムのワーカータスクテンプレートを使用する場合、このタスクを設定するにはカスタム HTML 要素
の <task.input.humanLoopContext> を含める必要があります。

サンプリングの入力と結果
Sampling ConditionType では、RandomSamplingPercentage ConditionParameters がサポート
されています。RandomSamplingPercentage の入力は、0.01～100 の実数である必要があります。この
数値は、人間によるレビューの対象となるデータの割合を表し、この割合が人間によるレビューに送られ
ます。Sampling 条件をその他の条件を指定せずに使用する場合、この数値は 1 つのリクエストによって
AnalyzeDocument オペレーションが行ったすべての推論に対する割合を表し、この割合が人間によるレ
ビュー用に送られます。
その他の条件タイプを指定せずに Sampling 条件を指定すると、すべてのキーと値のペアとブロックの推
論がレビューのためにワーカーに送られます。
フロー定義を作成するときに、で提供されているデフォルトのワーカータスクテンプレートを使用する場
合ヒューマンレビューワークフローのセクション SageMakerコンソールでは、このアクティベーション条
件によって人間によるレビュー用に送られたすべてのキーと値およびブロック推論がワーカー UI に含まれ
ます。カスタムのワーカータスクテンプレートを使用する場合、Amazon Textract の初期値入力データ (推
論) を含めるために {{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }} 要素を含める必要が
あります。この入力要素を使用するカスタムテンプレートの例については、「Amazon Textract のカスタ
ムテンプレートの例 (p. 3209)」を参照してください。

例
ヒューマンループを開始するために true と評価される必要がある条件は 1 つのみですが、Amazon A2I
は Amazon Textract によって分析される各オブジェクトのすべての条件を評価します。人間によるレ
ビュー担当者は、true と評価されたすべての条件の重要なフォームキーを確認するように求められま
す。
例 1: ヒューマンループを開始する指定された範囲の信頼スコアを持つ重要なフォームキーを検出する
次の 3 つの条件のいずれかが満たされた場合に、ヒューマンループを開始する
HumanLoopActivationConditions JSON の例を以下に示します。
• Amazon Textract AnalyzeDocument API は、キーが Employee Name、Name、EmployeeName のい
ずれかであるキーと値のペアで、キーと値のブロックの信頼度が 60 未満であり、キーと値を構成する
各単語ブロックの信頼度が 85 未満のものを返します。
• Amazon Textract AnalyzeDocument API は、キーが Pay Date、PayDate、DateOfPay、pay-date
のいずれかであるキーと値のペアで、キーと値のブロックの信頼度が 65 未満であり、キーと値を構成
する各単語ブロックの信頼度が 85 未満のものを返します。

3188

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Amazon Augmented AI のヒューマンループのア
クティベーション条件に対する JSON スキーマ

• Amazon Textract AnalyzeDocument API は、キーが Gross Pay、GrossPay、GrossAmount のいず
れかであるキーと値のペアで、キーと値のブロックの信頼度が 60 未満であり、キーと値を構成する各
単語ブロックの信頼度が 85 未満のものを返します。

{

}

"Conditions": [
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Employee Name",
"ImportantFormKeyAliases": [
"Name",
"EmployeeName"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
"WordBlockConfidenceLessThan": 85
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Pay Date",
"ImportantFormKeyAliases": [
"PayDate",
"DateOfPay",
"pay-date"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65,
"WordBlockConfidenceLessThan": 85
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Gross Pay",
"ImportantFormKeyAliases": [
"GrossPay",
"GrossAmount"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
"WordBlockConfidenceLessThan": 85
}
}
]

例 2: 使用ImportantFormKeyConfidenceCheck
次の例では、Amazon Textract によって、キーと値のブロックの信頼度が 60 未満で、基になる単語ブロッ
クの信頼度が 90 未満のキーと値のペアが検出されると、ヒューマンループが作成されます。ヒューマン
レビュー担当者は、信頼度の値の比較に一致するすべての形式のキーと値のペアを確認するように求めら
れます。
{

"Conditions": [
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "*",
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
"WordBlockConfidenceLessThan": 90
}
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}

]

}

例 3: サンプリングを使う
次の例では、Amazon Textract の AnalyzeDocument へのリクエストによって行われた推論の 5% がレ
ビューのために人間のワーカーに送られます。Amazon Textract から返された検出されたすべてのキーと
値のペアがレビュー用にワーカーに送られます。
{

}

"Conditions": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
}
]

例 4: 使用MissingImportantFormKey
次の例では、Amazon Textract によって検出されたキーで、Mailing Address またはそのエイリア
ス Mailing Address: が欠落している場合に、人間によるレビューが開始されます。デフォルトの
ワーカータスクテンプレートを使用する場合、ワーカーは、キー Mailing Address か、Mailing
Address: および関連する値を特定するように、ワーカー UI によって要求されます。
{

}

"ConditionType": "MissingImportantFormKey",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Mailing Address",
"ImportantFormKeyAliases": ["Mailing Address:"]
}

例 5 サンプリングを使用してImportantFormKeyConfidenceCheckとAndオペレーター
この例では、Amazon Textract によって検出されたキーと値のペアの 5% のうち、キーが Pay
Date、PayDate、DateOfPay、pay-date のいずれかであり、キーと値のブロックの信頼度が 65 未
満で、キーと値を構成する各単語ブロックの信頼度が 85 未満のものがレビュー用にワーカーに送られま
す。
{

"Conditions": [
{
"And": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Pay Date",
"ImportantFormKeyAliases": [
"PayDate",
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"DateOfPay",
"pay-date"

}

]

}

]

}

}

],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65,
"WordBlockConfidenceLessThan": 85

例 6 サンプリングを使用してImportantFormKeyConfidenceCheckとAndオペレーター
この例では、指定したキーと値のペアの信頼度の低い推論は常にヒューマンレビューに送り、信頼度の高
い推論は指定した割合でサンプリングするようにヒューマンレビューワークフローを設定します。
この例では、人間によるレビューは次のいずれかの方法で開始されます。
• 検出されたキーと値のペアのうち、キーが Pay Date、PayDate、DateOfPay、pay-date のいずれ
かであり、キーと値のブロックおよび単語ブロックの信頼度が 60 未満のものが人間によるレビューに
送られます。Pay Date フォームキー (およびそのエイリアス) と関連する値のみが、レビューのために
ワーカーに送られます。
• 検出されたキーと値のペアの 5% のうち、キーが Pay Date、PayDate、DateOfPay、pay-date の
いずれかであり、キーと値のブロックおよび単語ブロックの信頼度が 90 より上のものが人間によるレ
ビューに送られます。Pay Date フォームキー (およびそのエイリアス) と関連する値のみが、レビュー
のためにワーカーに送られます。

{

"Conditions": [
{
"Or": [
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Pay Date",
"ImportantFormKeyAliases": [
"PayDate",
"DateOfPay",
"pay-date"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
"WordBlockConfidenceLessThan": 60
}
},
{
"And": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Pay Date",
"ImportantFormKeyAliases": [
"PayDate",
"DateOfPay",
"pay-date"
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}

]

}

]

}

]

}

}

],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 90
"WordBlockConfidenceGreaterThan": 90

例 7 サンプリングを使用してImportantFormKeyConfidenceCheckとOrオペレーター
次の例では、Amazon Textract の AnalyzeDocument オペレーションによって、キーと値のペアのうち、
キーが Pay Date、PayDate、DateOfPay、pay-date のいずれかであり、キーと値のブロックの信頼
度が 65 未満で、キーと値を構成する各単語ブロックの信頼度が 85 未満のものが返されます。また、そ
の他のすべてのフォームの 5% によって、ヒューマンループが開始されます。ランダムに選択された各
フォームについて、そのフォームで検出されたすべてのキーと値のペアは、人間によるレビュー用に送ら
れます。
{

}

"Conditions": [
{
"Or": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Pay Date",
"ImportantFormKeyAliases": [
"PayDate",
"DateOfPay",
"pay-date"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65,
"WordBlockConfidenceLessThan": 85
}
}
}
]
}
]

Amazon Rekognition でヒューマンループのアクティベーション
条件 JSON スキーマを使用する
Amazon A2I で使用する場合、Amazon Rekognition DetectModerationLabels オペレーションで
は、ConditionType パラメータで次の入力がサポートされます。
• ModerationLabelConfidenceCheck - この条件タイプを使用することにより、指定した 1 つ以上の
ラベルの推論の信頼度が低い場合にヒューマンループを作成します。
• Sampling - この条件を使用することにより、人間によるレビュー用に送るすべての推論の割合を指定
します。この条件を使用して、次のオペレーションを行います。
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• ML モデルのすべての推論からランダムにサンプリングして、指定した割合をヒューマンレビューに
送ることにより、モデルを監査します。
• ModerationLabelConfidenceCheck 条件を使用して、ModerationLabelConfidenceCheck で
指定したヒューマンループを開始するための条件と一致する推論の何割かをランダムにサンプリング
し、その指定した割合のみをヒューマンレビューに送ります。

Note
同じリクエストを DetectModerationLabels に複数回送っても、その入力の推論に対す
る Sampling の結果は変わりません。例えば、DetectModerationLabels へのリクエス
トを 1 回行って Sampling によってヒューマンループが開始されなかった場合、同じ設定で
DetectModerationLabels に続けてリクエストを行ってもヒューマンループは開始されませ
ん。
フロー定義を作成するときに、で提供されているデフォルトのワーカータスクテンプレートを使用する
場合ヒューマンレビューワークフローアマゾンのセクション SageMaker コンソールでは、これらのアク
ティベーション条件によって人間によるレビュー用に送られた推論はワーカーがタスクを開くとワーカー
UI に含まれます。カスタムワーカータスクテンプレートを使用する場合は、それらの推論にアクセスする
にはカスタム HTML 要素の <task.input.selectedAiServiceResponse.blocks> を含める必要が
あります。この HTML 要素を使用するカスタムテンプレートの例については、「Amazon Rekognition の
カスタムテンプレートの例 (p. 3211)」を参照してください。

ModerationLabelConfidenceCheck 入力
ModerationLabelConfidenceCheck ConditionType では、以下の ConditionParameters がサ
ポートされています。
• ModerationLabelName— a の正確な名前 (大文字と小文字が区別されます)ModerationLabelAmazon
Rekognition によって検出されましたDetectModerationLabels操作. 特別なキャッチオール値 (*) を
指定して、モデレーションラベルを示すことができます。
• ConfidenceEquals
• ConfidenceLessThan
• ConfidenceLessThanEquals
• ConfidenceGreaterThan
• ConfidenceGreaterThanEquals
ModerationLabelConfidenceCheck ConditionType を使用すると、Amazon A2I によって、人間に
よるレビューのために ModerationLabelName で指定されているラベルの推論が送られます。

入力のサンプリング
Sampling ConditionType では、RandomSamplingPercentage ConditionParameters がサポー
トされています。RandomSamplingPercentage パラメータの入力は、0.01～100 の実数である必要
があります。この数値は、ヒューマンレビューの対象となる推論の割合を表し、その数量がヒューマン
レビューに送られます。Sampling 条件をその他の条件を指定せずに使用する場合、この数値は 1 つの
DetectModerationLabel リクエストによって行われたすべての推論に対する割合を表し、その割合が
ヒューマンレビューに送られます。

例
例 1: 使用アイテムModerationLabelConfidenceCheckとAndオペレーター
この HumanLoopActivationConditions 条件の例では、次の 1 つ以上の条件が満たされた場合に
ヒューマンループが開始されます。

3193

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Amazon Augmented AI のヒューマンループのア
クティベーション条件に対する JSON スキーマ

• Amazon Rekognition は、90 ～ 99 の信頼度を持つ Graphic Male Nudity モデレーションラベルを検
出します。
• Amazon Rekognition は、80 ～ 99 の信頼度を持つ Graphic Female Nudity モデレーションラベル
を検出します。
このロジックのモデル化には、論理演算子の Or と And が使用されていることに注意してください。
ヒューマンループが作成されるために Or 演算子によって true と評価される必要がある条件は 2 つのう
ちの 1 つのみですが、Amazon Augmented AI はすべての条件を評価します。人間によるレビュー担当者
は、true と評価されたすべての条件のモデレーションラベルを確認するように求められます。
{

}

"Conditions": [{
"Or": [{
"And": [{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceLessThanEquals": 99
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceGreaterThanEquals": 90
}
}
]
},
{
"And": [{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Female Nudity",
"ConfidenceLessThanEquals": 99
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Female Nudity",
"ConfidenceGreaterThanEquals": 80
}
}
]
}
]
}]

例 2: 使用アイテムModerationLabelConfidenceCheckキャッチオール値 (*) で使用する
次の例では、信頼度が 75 以上のモデレーションラベルが検出された場合にヒューマンループが開始さ
れます。ヒューマンレビュー担当者には、信頼スコアが 75 以上のすべてのモデレーションラベルをレ
ビューすることが求められます。
{

"Conditions": [
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
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}

]

}

"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "*",
"ConfidenceGreaterThanEquals": 75
}

例 3: サンプリングを使う
次の例では、DetectModerationLabels リクエストによって行われた Amazon Rekognition の推論の
5% が人間のワーカーに送られます。で提供されているデフォルトのワーカータスクテンプレートを使用
する場合 SageMaker コンソールでは、Amazon Rekognition から返されたすべてのモデレーションラベル
がレビュー用にワーカーに送られます。
{

}

"Conditions": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
}
]

例 4: サンプリングを使用してModerationLabelConfidenceCheckとAndオペレーター
この例では、Amazon Rekognition の信頼度が 50 より上の Graphic Male Nudity モデレーションラ
ベルの推論の 5% がレビュー用にワーカーに送られます。で提供されているデフォルトのワーカータス
クテンプレートを使用する場合 SageMakerコンソール、の推論のみGraphic Male Nudityラベルがレ
ビュー用にワーカーに送られます。
{

}

"Conditions": [
{
"And": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceGreaterThan": 50
}
}
]
}
]

例 5 サンプリングを使用してModerationLabelConfidenceCheckとAndオペレーター
この例では、指定したラベルの信頼度の低い推論は常に人間によるレビュー用に送られ、ラベルの信頼度
の高い推論は指定した割合でサンプリングされるように人間によるレビューワークフローを設定します。
この例では、人間によるレビューは次のいずれかの方法で開始されます。
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• 信頼スコアが 60 未満の Graphic Male Nudity モデレーションラベルの推論は常にヒューマンレ
ビューに送られます。Graphic Male Nudity ラベルのみがレビューのためにワーカーに送られま
す。
• 信頼スコアが 90 より上の Graphic Male Nudity モデレーションラベルのすべての推論の 5% が人
間によるレビュー用に送られます。Graphic Male Nudity ラベルのみがレビューのためにワーカー
に送られます。

{

}

"Conditions": [
{
"Or": [
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceLessThan": 60
}
},
{
"And": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceGreaterThan": 90
}
}
]
}
]
}
]

例 6 サンプリングを使用してModerationLabelConfidenceCheckとOrオペレーター
次の例では、Amazon Rekognition からの推論レスポンスに「Graphic Male Nudity」ラベルが含まれてい
て、推論の信頼度が 50 より上の場合にヒューマンループが作成されます。また、その他のすべての推論
の 5% によって、ヒューマンループが開始されます。
{

"Conditions": [
{
"Or": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceGreaterThan": 50
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}

]

}

]

}

}

人間によるレビューワークフローを削除する
人間によるレビューワークフローを削除したり、ヒューマンループの処理中に AWS アカウントを削除し
たりすると、人間によるレビューワークフローのステータスは Deleting に変わります。これらのヒュー
マンループによって作成されたタスクをワーカーがまだ開始していない場合、Amazon A2I は関連するす
べてのヒューマンループを自動的に停止して削除します。人間のワーカーがすでにタスクに取り組んでい
る場合、そのタスクは完了するか期限が切れるまで引き続き使用できます。ワーカーがタスクで作業して
いる限り、人間によるレビューワークフローのステータスは Deleting になります。これらのタスクが完
了すると、結果はフロー定義で指定された Amazon S3 バケットに保存されます。
フロー定義を削除しても、S3 バケットからワーカーの回答は削除されません。タスクが完了しても AWS
アカウントを削除した場合、結果は Augmented AI サービスバケットに 30 日間保存された後、完全に削除
されます。
すべてのヒューマンループが削除されると、人間によるレビューワークフローは完全に削除されます。人
間によるレビューワークフローが削除されると、その名前を再利用して人間によるレビューワークフロー
を新しく作成できます。
人間によるレビューフローは、次のいずれかの理由で削除できます。
• ヒューマンレビュー担当者のセットにデータを送信し、開始されていないヒューマンループをすべて削
除する必要があるのは、これらのワーカーがこれらのタスクで作業しないようにするためです。
• ワーカー UI を生成するために使用されるワーカータスクテンプレートが正しくレンダリングされない
か、想定どおりに機能していません。
人間によるレビューワークフローを削除すると、次の変更が行われます。
• 人間によるレビューワークフローは Amazon SageMaker コンソールの Augmented AI エリア内にある
[Human review workflows] (人間によるレビューワークフロー) ページに表示されなくなります。
• 人間によるレビューワークフロー名を API オペレーション DescribeFlowDefinition または
DeleteFlowDefinition の入力として使用すると、Augmented AI は ResourceNotFound エラーを
返します。
• ListFlowDefinitions を使用する場合、削除された人間によるレビューワークフローは結果に含ま
れません。
• 人間によるレビューワークフロー ARN を Augmented AI ランタイム API オペレーション
ListHumanLoops の入力として使用する場合、Augmented AI は ResourceNotFoundException を
返します。

コンソールまたは SageMaker API を使用してフロー
定義を削除する
人間によるレビューワークフローは SageMaker コンソールの Augmented AI エリアにある [Human review
workflows] (人間によるレビューワークフロー) または SageMaker API を使用して削除できます。
フロー定義は、ステータスが Active である場合にのみ削除できます。
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人間によるレビューワークフローを削除する (コンソール)
1.

Augmented AI コンソール (https://console.aws.amazon.com/a2i/) に移動します。

2.

ナビゲーションペインの [Augmented AI] セクションで、[Human review workflows] (人間によるレ
ビューワークフロー) を選択します。

3.
4.

削除する人間によるレビューワークフローのハイパーリンク名を選択します。
人間によるレビューワークフローの [Summary] (概要) ページで、[Delete] (削除) を選択します。

5.

ヒューマンレビューワークフローを削除するかどうかを確認するダイアログボックスで、[削除] を選
択します。

自動的に [Human review workflows (ヒューマンレビューワークフロー)] ページにリダイレクトされます。
ヒューマンレビューワークフローが削除されている間は、そのワークフローの [ステータス] 列に [削除] と
いうステータスが表示されます。削除すると、このページのワークフローの一覧には表示されなくなりま
す。
人間によるレビューワークフローを削除する (API)
SageMaker DeleteFlowDefinition API オペレーションを使用して人間によるレビューワークフロー (フロー
定義) を削除できます。この API オペレーションは、AWS CLI および さまざまな言語固有の SDK を介し
てサポートされています。次の表に、SDK for Python (Boto3) と AWS CLI を使用して人間によるレビュー
ワークフロー example-flow-definition を削除するリクエストの例を示します。
AWS SDK for Python (Boto3)
次のリクエスト例では、SDK for Python (Boto3) を使用して人間によるレビューワークフローを削除
します。詳細については、AWS SDK for Python (Boto) API リファレンスの「delete_flow_definition」
を参照してください。
import boto3
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker')
response = sagemaker_client.delete_flow_definition(FlowDefinitionName='example-flowdefinition')

AWS CLI
次のリクエスト例では、AWS CLI を使用して人間によるレビューワークフローを削除します。詳細に
ついては、AWS CLI CLI コマンドリファレンスの「delete-flow-definition」を参照してください。
$ aws sagemaker delete-flow-definition --flow-definition-name 'example-flow-definition'

アクションが成功した場合、Augmented AI は空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

ヒューマンループを作成および開始する
ヒューマンループは、ヒューマンレビューワークフローを開始し、ヒューマンワーカーにデータレ
ビュータスクを送信します。Amazon A2I 組み込みタスクタイプのいずれかを使用すると、フロー定義
で指定された条件が満たされた場合、対応する AWS サービスにより、ユーザーに代わってヒューマン
ループが作成および開始されます。フロー定義で条件が指定されていない場合、オブジェクトごとに
ヒューマンループが作成されます。カスタムタスクに Amazon A2I を使用する場合、アプリケーションで
StartHumanLoop が呼び出された時点で、ヒューマンループが開始されます。
次の手順に従って、Amazon Rekognition または Amazon Textract 組み込みタスクタイプとカスタムタスク
タイプでヒューマンループを構成します。
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前提条件
ヒューマンループを作成して開始するには、ヒューマンループを設定または開始する AWS Identity and
Access Management (IAM) ユーザーまたはロールに AmazonAugmentedAIFullAccess ポリシーを添付
する必要があります。これは、組み込みタスクタイプに HumanLoopConfig を使用してヒューマンループ
を設定するために使用する ID になります。カスタムタスクタイプの場合、StartHumanLoop を呼び出す
際に使用する ID になります。
また、組み込みタスクタイプを使用する場合、IAM ユーザーまたはロールには、タスクタイプに関連付け
られた AWS サービスの API オペレーションを呼び出すアクセス許可が必要です。例えば、Augmented
AI で Amazon Rekognition を使用する場合、DetectModerationLabels を呼び出すのに必要なアクセ
ス許可を添付する必要があります。これらのアクセス許可を付与するために使用できるアイデンティティ
ベースのポリシーの例については、「Amazon Rekognition アイデンティティベースのポリシーの例」と
「Amazon Textract アイデンティティベースのポリシーの例」を参照してください。また、より一般的な
ポリシー AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess を使用して、これらのアクセス許可を付与する
こともできます。詳細については、「Amazon A2I、Amazon Textract、Amazon Rekognition API オペレー
ションを呼び出すアクセス権限を持つ IAM ユーザーを作成する (p. 3231)」を参照してください。
ヒューマンループを作成して開始するには、フロー定義 ARN が必要です。フロー定義 (またはヒュー
マンレビューワークフロー) の作成方法については、「人間によるレビューワークフローを作成す
る (p. 3178)」を参照してください。

Important
Amazon A2I では、ヒューマンループ入力イメージデータを含むすべての S3 バケットに CORS
ポリシーが添付されている必要があります。この変更の詳細については、「CORS アクセス許可
要件 (p. 3228)」を参照してください。

組み込みタスクタイプのヒューマンループを作成およ
び開始する
組み込みタスクタイプを使用してヒューマンループを開始するには、対応するサービスの API を使用し
て入力データを提供し、ヒューマンループを設定します。Amazon Textract の場合、AnalyzeDocument
API オペレーションを使用します。Amazon Rekognition の場合、DetectModerationLabels API オペ
レーションを使用します。AWS CLI または言語固有の SDK を使用すると、これらの API オペレーション
を使用してリクエストを作成できます。

Important
組み込みタスクタイプを使用してヒューマンループを作成する場合、DataAttributes
を使用して StartHumanLoop オペレーションに提供された入力に関連する一連の
ContentClassifiers を指定できます。コンテンツ分類子を使用して、コンテンツに個人を特
定できる情報やアダルトコンテンツが含まれていないことを宣言します。
Amazon Mechanical Turk を使用するには、HIPAA で保護された健康情報を含
む個人を特定できる情報がデータに含まれていないことを確認してください。
FreeOfPersonallyIdentifiableInformation コンテンツ分類子を含めます。このコンテ
ンツ分類子を使用しない場合、 SageMaker が、タスクを Mechanical Turk に送信しません。デー
タにアダルトコンテンツが含まれていない場合、'FreeOfAdultContent' 分類子も含めます。
これらのコンテンツ分類子を使用しない場合、 SageMaker が、タスクを表示できる Mechanical
Turk ワーカーを制限する可能性があります。
組み込みタスクタイプの AWS サービス API を使用して ML ジョブを開始すると、Amazon A2I がその
サービスの推定結果をモニタリングします。例えば、Amazon Rekognition を使用してジョブを実行する場
合、Amazon A2I は各イメージの推論信頼スコアをチェックし、フロー定義で指定されている信頼性のし
きい値と比較します。ヒューマンレビュータスクを開始する条件が満たされている場合、またはフロー定
義で条件を指定しなかった場合は、ヒューマンレビュータスクがワーカーに送信されます。
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Amazon Textract のヒューマンループを作成する
Amazon A2I は Amazon Textract と統合されており、Amazon Textract API を使用してヒューマンループを
設定および開始できます。ドキュメント分析のためにドキュメントファイルを Amazon Textract に送信す
るには、AnalyzeDocument API オペレーションを使用します。このドキュメント分析ジョブにヒューマ
ンループを追加するには、パラメータ HumanLoopConfig を設定する必要があります。
ヒューマンループを設定する場合、HumanLoopConfig の FlowDefinitionArn で指定したフロー定義
は Document パラメータの Bucket で識別されるバケットと同じ AWS リージョンにあることが必要で
す。
次の表は、AWS CLI および AWS SDK for Python (Boto3) でこのオペレーションを使用する方法の例を示
しています。
AWS SDK for Python (Boto3)
次のリクエスト例では、SDK for Python (Boto3) を使用します。詳細については、AWS SDK for
Python (Boto) APIリファレンスの「analyze_document」を参照してください。
import boto3
textract = boto3.client('textract', aws_region)
response = textract.analyze_document(
Document={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': document_name}},
FeatureTypes=["TABLES", "FORMS"],
HumanLoopConfig={
'FlowDefinitionArn':
'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name',
'HumanLoopName': 'human_loop_name',
'DataAttributes': {'ContentClassifiers':
['FreeOfPersonallyIdentifiableInformation','FreeOfAdultContent']}
}
)

AWS CLI
次のリクエスト例では、AWS CLI を使用しています。詳細については、AWS CLI コマンドリファレ
ンスの「analyze-document」を参照してください。
$ aws textract analyze-document \
--document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket_name","Name":"document_name"}}' \
--human-loop-config
HumanLoopName="human_loop_name",FlowDefinitionArn="arn:aws:sagemaker:awsregion:aws_account_number:flowdefinition/
flow_def_name",DataAttributes='{ContentClassifiers=["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation",
"FreeOfAdultContent"]}' \
--feature-types '["TABLES", "FORMS"]'

$ aws textract analyze-document \
--document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket_name","Name":"document_name"}}' \
--human-loop-config \

'{"HumanLoopName":"human_loop_name","FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_
definition/flow_def_name","DataAttributes": {"ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent"]}}' \
--feature-types '["TABLES", "FORMS"]'
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ヒューマンループを設定して AnalyzeDocument を実行した後、Amazon A2I が AnalyzeDocument の
結果をモニタリングし、フロー定義のアクティベーション条件と照合します。1 つ以上のキー値のペア
の Amazon Textract 推論信頼スコアがレビューの条件を満たしている場合、Amazon A2I は人間によるレ
ビューループを開始し、その HumanLoopActivationOutput オブジェクトを AnalyzeDocument のレ
スポンスに含めます。

Amazon Rekognition のヒューマンループを作成する
Amazon A2I は Amazon Rekognition と統合されており、Amazon Rekognition API を使用してヒューマン
ループを設定および開始できます。コンテンツモデレーションのためにイメージを Amazon Rekognition
に送信するには、DetectModerationLabels API オペレーションを使用します。ヒューマンループを
設定するには、DetectModerationLabels を設定する際に HumanLoopConfig パラメータを設定しま
す。
ヒューマンループを設定する場合、HumanLoopConfig の FlowDefinitionArn で指定したフロー定義
は Image パラメータの Bucket で識別される S3 バケットと同じ AWS リージョンにあることが必要で
す。
次の表は、AWS CLI および AWS SDK for Python (Boto3) でこのオペレーションを使用する方法の例を示
しています。
AWS SDK for Python (Boto3)
次のリクエスト例では、SDK for Python (Boto3) を使用します。詳細については、AWS SDK for
Python (Boto) API リファレンスの「detect_moderation_labels」を参照してください。
import boto3
rekognition = boto3.client("rekognition", aws_region)
response = rekognition.detect_moderation_labels( \
Image={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': image_name}}, \
HumanLoopConfig={ \
'HumanLoopName': 'human_loop_name', \
'FlowDefinitionArn': ,
"arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name" \
'DataAttributes': {'ContentClassifiers':
['FreeOfPersonallyIdentifiableInformation','FreeOfAdultContent']}
})

AWS CLI
次のリクエスト例では、AWS CLI を使用しています。詳細については、AWS CLI コマンドリファレ
ンスの「detect-moderation-labels」を参照してください。

$ aws rekognition detect-moderation-labels \
--image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \
--human-loop-config
HumanLoopName="human_loop_name",FlowDefinitionArn="arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number
definition/
flow_def_name",DataAttributes='{ContentClassifiers=["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation",
"FreeOfAdultContent"]}'

$ aws rekognition detect-moderation-labels \
--image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \
--human-loop-config \
'{"HumanLoopName": "human_loop_name", "FlowDefinitionArn":
"arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name",
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"DataAttributes": {"ContentClassifiers": ["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation",
"FreeOfAdultContent"]}}'

ヒューマンループを設定して DetectModerationLabels を実行した後、Amazon A2I が
DetectModerationLabels の結果をモニタリングし、フロー定義のアクティベーション条件と
照合します。イメージの Amazon Rekognition 推論信頼スコアがレビューの条件を満たしている場
合、Amazon A2I が人間によるレビューループを開始し、応答要素 HumanLoopActivationOutput を
DetectModerationLabels の応答に含めます。

カスタムタスクタイプのヒューマンループを作成およ
び開始する
カスタムヒューマンレビュータスクのヒューマンループを設定するには、アプリケーション内で
StartHumanLoop オペレーションを使用します。このセクションでは、AWS SDK for Python (Boto3)
および AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用したヒューマンループリクエストの例を示しま
す。StartHumanLoop をサポートしている他の言語固有の SDK に関するドキュメントについては、
Amazon Augmented AI ランタイム API のドキュメントで、[See Also] (その他の資料) セクションの
StartHumanLoop を使用してください。カスタムタスクタイプで Amazon A2I を使用する方法を示す例に
ついては、「Amazon A2I を使用したユースケースと例 (p. 3170)」を参照してください。
前提条件
この手順を完了するには、以下が必要です。
• JSON 形式のファイルの文字列表現としてフォーマットされた入力データ
• フロー定義の Amazon リソースネーム (ARN)

ヒューマンループを設定するには
1.

DataAttributes の場合、StartHumanLoop オペレーションに提供される入力に関連する
ContentClassifiers のセットを指定します。コンテンツ分類子を使用して、コンテンツに個人を
特定できる情報やアダルトコンテンツが含まれていないことを宣言します。
Amazon Mechanical Turk を使用するには、HIPAA で保護された健康情報を含む個人を特定できる
情報がデータに含まれていないことを確認し、FreeOfPersonallyIdentifiableInformation
コンテンツ識別子を含めます。このコンテンツ分類子を使用しない場合、 SageMaker が、タ
スクを Mechanical Turk に送信しません。データにアダルトコンテンツが含まれていない場
合、'FreeOfAdultContent' 分類子も含めます。これらのコンテンツ分類子を使用しない場合、
SageMaker が、タスクを表示できる Mechanical Turk ワーカーを制限する可能性があります。

2.

FlowDefinitionArn の場合、フロー定義の Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。

3.

HumanLoopInput の場合、JSON 形式のファイルの文字列表現として入力データを入力します。
ヒューマンループを開始したときに、入力データがヒューマンワーカーに適切に表示されるよう
に、入力データとカスタムワーカータスクテンプレートを構造化します。カスタムワーカータス
クテンプレートをプレビューする方法については、「ワーカータスクテンプレートをプレビューす
る (p. 3215)」を参照してください。

4.

HumanLoopName の場合、ヒューマンループの名前を入力します。名前は、アカウントのリージョン
内で一意である必要があり、63 文字以内で指定できます。有効な文字は、a ～ z、0 ～ 9、- (ハイフ
ン) です。

ヒューマンループを開始するには
•

ヒューマンループを始めるには、希望する言語固有の SDK を使用して、次の例のようなリクエストを
送信します。
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次のステップ:

AWS SDK for Python (Boto3)
次のリクエスト例では、SDK for Python (Boto3) を使用します。詳細については、AWS SDK for
Python (Boto) API リファレンスの「Boto 3 Augmented AI ランタイム」を参照してください。
import boto3
a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.start_human_loop(
HumanLoopName='human_loop_name',
FlowDefinitionArn='arn:aws:sagemaker:aws-region:xyz:flow-definition/flow_def_name',
HumanLoopInput={
'InputContent': '{"InputContent": {\"prompt\":\"What is the answer?\"}}'
},
DataAttributes={
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
)

AWS CLI
次のリクエスト例では、AWS CLI を使用しています。詳細については、AWS CLI コマンドリファレ
ンスの「start-human-loop」を参照してください。
$ aws sagemaker-a2i-runtime start-human-loop
--flow-definition-arn 'arn:aws:sagemaker:aws_region:xyz:flowdefinition/flow_def_name' \
--human-loop-name 'human_loop_name' \
--human-loop-input '{"InputContent": "{\"prompt\":\"What is the answer?\"}"}' \
--data-attributes
ContentClassifiers="FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent" \

StartHumanLoop を直接呼び出すことによってヒューマンループを正常に開始すると、レスポンスには
HumanLoopARN と、NULL に設定される HumanLoopActivationResults オブジェクトが含まれます。
このヒューマンループ名を使用して、ヒューマンループを監視および管理できます。

次のステップ:
ヒューマンループを開始したら、Amazon Augmented AI ランタイム API と Amazon を使用して管理お
よび監視できます CloudWatch [Events (イベント)] 。詳細については、「ヒューマンループの監視と管
理 (p. 3217)」を参照してください。

ヒューマンループを削除する
ヒューマンループを削除すると、ステータスが Deleting に変わります。ヒューマンループが削除される
と、関連付けられている人間によるレビュータスクをワーカーが使用できなくなります。ヒューマンルー
プは、次のいずれかの状況で削除できます。
• ワーカーユーザーインターフェイスの生成に使用されるワーカータスクテンプレートが正しくレンダリ
ングされないか、想定どおりに機能していない。
• 1 つのデータオブジェクトが誤ってワーカーに複数回送信された。
• 人間によってレビューされたデータオブジェクトが不要になった。
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ヒューマンループのステータスが InProgress の場合、削除する前にヒューマンループを停止する必要が
あります。ヒューマンループを停止すると、停止中にステータスは Stopping に変わります。ステータス
が Stopped に変わると、ヒューマンループを削除できます。
人間のワーカーがすでにタスクに取り組んでいる場合に関連するヒューマンループを停止しても、その
タスクは完了するか期限が切れるまで引き続き使用できます。ワーカーがタスクで作業している限り、
ヒューマンループのステータスは Stopping になります。これらのタスクが完了すると、結果は人間によ
るレビューワークフローで指定された Amazon S3 バケット URI に保存されます。ワーカーが作業を送信
せずにタスクを離れると、そのタスクは停止され、ワーカーがタスクに戻ることはできません。タスクの
作業を開始しているワーカーがいない場合は、すぐに停止されます。
ヒューマンループの作成に使用される AWS アカウントを削除すると自動的に停止されて削除されます。

ヒューマンループのデータ保持と削除
人間のワーカーがレビュータスクを完了すると、その結果は、ヒューマンループの作成に使用される人間
によるレビューワークフローで指定した Amazon S3 出力バケットに保存されます。ヒューマンループを
削除または停止しても、S3 バケットからワーカーの回答は削除されません。
また、Amazon A2I は次の理由によりヒューマンループの入出力データを内部で一時的に保存します。
• 1 つのデータオブジェクトがレビュー用に複数のワーカーに送信されるようにヒューマンループを設定
した場合、Amazon A2I はすべてのワーカーがレビュータスクを完了するまで S3 バケットに出力デー
タを書き込みません。S3 バケットに完全な結果を書き込むため、Amazon A2I は部分的な回答 (個々の
ワーカーからの回答) を内部で保存します。
• 品質が低い人間によるレビュー結果をレポートすると、Amazon A2I でその問題を調査して対応できま
す。
• ヒューマンループの作成に使用した人間によるレビューワークフローで指定した出力 S3 バケットへの
アクセスを失うか削除すると、タスクがすでに 1 人以上のワーカーに送信されている場合、Amazon A2I
には人間によるレビュー結果を一時的に保存する場所が必要になります。
ヒューマンループのステータスが Deleted、Stopped、Completed のいずれかに変わってから 30 日後
に、Amazon A2I はこのデータを内部で削除します。つまり、ヒューマンループが完了、停止、削除され
てから 30 日後にデータが削除されます。さらに、関連するヒューマンループの作成に使用された AWS ア
カウントを閉じると、このデータは 30 日後に削除されます。

コンソールまたは Amazon A2I API を使用してフロー
定義を停止または削除する
Augmented AI コンソールで、または SageMaker API を使用してヒューマンループを停止および削除でき
ます。ヒューマンループが削除されると、ステータスが Deleted に変わります。

ヒューマンループを削除する (コンソール)
1.

Augmented AI コンソール (https://console.aws.amazon.com/a2i/) に移動します。

2.

ナビゲーションペインの [Augmented AI] セクションで、[Human review workflows] (人間によるレ
ビューワークフロー) を選択します。

3.

削除するヒューマンループの作成に使用した人間によるレビューワークフローのハイパーリンク名を
選択します。

4.

ページ下部にある [Human loops] (ヒューマンループ) セクションで、停止および削除するヒューマン
ループを選択します。

5.

ヒューマンループのステータスが Completed、Stopped、Failed の場合、[Delete] (削除) を選択し
ます。
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ヒューマンループの [Status] (ステータス) が InProgress の場合、[Stop] (停止) を選択します。ス
テータスが Stopped (停止) に変わったら、[Delete] (削除) をクリックします。

ヒューマンループ (API) を削除する
1.

Augmented AI ランタイム API オペレーション DescribeHumanLoop を使用してヒューマンループの
ステータスを確認します。次の表で、このオペレーションの使用例を参照してください。
AWS SDK for Python (Boto3)
次の例では SDK for Python (Boto3) を使用して example-human-loop という名前のヒュー
マンループを記述します。詳細については、AWS SDK for Python (Boto) API リファレンスの
「describe_human_loop」を参照してください。
import boto3
a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.describe_human_loop(HumanLoopName='example-humanloop')
human_loop_status = response['HumanLoopStatus']
print(f'example-human-loop status is: {human_loop_status}')

AWS CLI
次の例では AWS CLI を使用して example-human-loop という名前のヒューマンループを記述
します。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「describe-human-loop」を参照し
てください。
$ aws sagemaker-a2i-runtime describe-human-loop --human-loop-name 'example-humanloop'

2.

フロー定義のステータスが Completed、Stopped、Failed の場合、Augmented AI ランタイム API
オペレーション DeleteHumanLoop を使用してフロー定義を削除します。
AWS SDK for Python (Boto3)
次の例では SDK for Python (Boto3) を使用して example-human-loop という名前のヒュー
マンループを削除します。詳細については、AWS SDK for Python (Boto) API リファレンスの
「delete_human_loop」を参照してください。
import boto3
a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.delete_human_loop(HumanLoopName='example-human-loop')

AWS CLI
次の例では AWS CLI を使用して example-human-loop という名前のヒューマンループを削除
します。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「delete-human-loop」を参照して
ください。
$ aws sagemaker-a2i-runtime delete-human-loop --human-loop-name 'example-humanloop'
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ヒューマンループのステータスが InProgress の場合、StopHumanLoop を使用してヒューマン
ループを停止してから、DeleteHumanLoop を使用して削除します。
AWS SDK for Python (Boto3)
次の例では SDK for Python (Boto3) を使用して example-human-loop という名前のヒュー
マンループを記述します。詳細については、AWS SDK for Python (Boto) API リファレンスの
「stop_human_loop」を参照してください。
import boto3
a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.stop_human_loop(HumanLoopName='example-human-loop')

AWS CLI
次の例では AWS CLI を使用して example-human-loop という名前のヒューマンループを記述
します。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの「stop-human-loop」を参照してく
ださい。
$ aws sagemaker-a2i-runtime stop-human-loop --human-loop-name 'example-human-loop'

ワーカータスクテンプレートを作成および管理する
ワーカータスクテンプレートを作成し、ワーカーのタスクユーザーインターフェイスを作成できま
す。ワーカータスクテンプレートは、ワーカーがタスクを完了するのに役立つ入力データと指示の表示に
使用される HTML ファイルです。
Amazon Rekognition または Amazon Textract タスクタイプでは、グラフィカルユーザーインターフェイ
ス (GUI) を使用して事前に作成されたワーカータスクテンプレートをカスタマイズし、HTML コードの
操作を回避できます。このオプションでは、「ヒューマンレビューワークフローを作成する (コンソー
ル) (p. 3179)」の手順に従って人間によるレビューワークフローを作成し、Amazon SageMaker コンソー
ルでワーカータスクテンプレートをカスタマイズします。これらの手順に従ってテンプレートを作成する
と、Augmented AI コンソールのワーカータスクテンプレートページに表示されます。
カスタムタスクタイプの人間によるレビューワークフローを作成する場合、HTML コードを使用してカス
タムワーカータスクテンプレートを作成する必要があります。詳細については、「カスタムワーカータス
クテンプレートを作成する (p. 3208)」を参照してください。
HTML を使用してテンプレートを作成する場合、このテンプレートを使用して、Amazon A2I コン
ソールで Amazon A2I のヒューマンタスク UI Amazon リソースネーム (ARN)を生成する必要がありま
す。この ARN は以下の形式になります。arn:aws:sagemaker:<aws-region>:<aws-accountnumber>:human-task-ui/<template-name>。 この ARN は、1 つ以上のヒューマンレビューワーク
フロー (フロー定義) で使用できるワーカータスクテンプレートリソースに関連付けられています。
の指示に従って、ワーカータスクテンプレートを使用してヒューマンタスク UI ARN を生成します。ワー
カータスクテンプレートを作成する (p. 3207)または、CreateHumanTaskUiAPI オペレーション。
トピック
• ワーカータスクテンプレートを作成および削除する (p. 3207)
• カスタムワーカータスクテンプレートを作成する (p. 3208)
• 適切なワーカー指示書の作成 (p. 3216)
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ワーカータスクテンプレートを作成および削除する
ワーカーテンプレートを使用して、ワーカーがタスクで作業するときに表示されるインターフェイスと指
示をカスタマイズできます。Amazon SageMaker コンソールの Augmented AI 領域でワーカータスクテン
プレートを作成するには、このページの手順を使用します。Amazon Textract および Amazon Rekognition
タスクには、スターターテンプレートが用意されています。HTML crowd 要素を使用してテンプレートを
カスタマイズする方法については、「カスタムワーカータスクテンプレートを作成する (p. 3208)」を参照
してください。
SageMaker コンソールの Augmented AI 領域のワーカータスクテンプレートページでワーカーテン
プレートを作成すると、ワーカータスクテンプレート ARN が生成されます。この ARN をへの入
力として使用します。HumanTaskUiArnAPI オペレーションを使用してフロー定義を作成すると
きCreateFlowDefinition。このテンプレートは、コンソールのヒューマンレビューワークフローペー
ジで人間によるレビューワークフローを作成するときに選択できます。
Amazon Textract または Amazon Rekognition タスクタイプのワーカータスクテンプレートリソースを作成
する場合、ワーカータスクテンプレートのコンソールページでテンプレートから生成されたワーカー UI を
プレビューできます。「ワーカータスクテンプレートプレビューを有効にする (p. 3232)」で説明されて
いるポリシーを、テンプレートのプレビューに使用する IAM ロールにアタッチする必要があります。

ワーカータスクテンプレートを作成する
SageMaker コンソールと SageMaker API オペレーションを使用して、ワーカータスクテンプレートを作
成できます。CreateHumanTaskUi。

ワーカータスクテンプレート (コンソール) を作成する
1.

Amazon A2I コンソール (https://console.aws.amazon.com/a2i/) を開きます。

2.

左側のナビゲーションペインの Amazon Augmented AI で、[Worker task templates] (ワーカータスク
テンプレート) を選択します。

3.

[Create template]をクリックします。

4.

[Template name (テンプレート名)] に一意の名前を入力します。

5.

(オプション) ユーザーに代わってサービスの呼び出しに必要なアクセス許可を Amazon A2I に付与す
る [IAM role] (IAM ロール) を入力します。

6.

[Template type] (テンプレートの種類) で、ドロップダウンメニューからテンプレートの種類を選択し
ます。Textract 形式の抽出 または Rekognition 画像モデレーション タスク用のテンプレートを作成す
る場合は、適切なオプションを選択します。

7.

カスタムテンプレート要素を次のように入力します。
• Amazon Textract または Amazon Rekognition タスクテンプレートを選択した場合、[Template
editor] (テンプレートエディタ) はカスタマイズ可能なデフォルトテンプレートで自動入力されま
す。
• カスタムテンプレートを使用している場合は、定義済みのテンプレートをエディタに入力します。

8.

(オプション) このステップを完了するには、[Step 5] (ステップ 5) でユーザーインターフェイスにレン
ダリングされる Amazon S3 オブジェクトを読み取る権限を IAM ロール ARN に付与する必要があり
ます。
Amazon Textract または Amazon Rekognition のテンプレートを作成する場合のみ、テンプレートをプ
レビューできます。
[See preview] (プレビューを表示) を選択して、ワーカーに表示されるインターフェイスと指示をプレ
ビューします。これは対話型コマンドです。サンプルタスクを完了して、[Submit (送信)] を選択する
と、実行したタスクの結果出力が表示されます。
3207

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
カスタムワーカータスクテンプレートを作成する

カスタムタスクタイプのワーカータスクテンプレートを作成している場合は、RenderUiTemplate
を使用してワーカータスク UI をプレビューできます。詳細については、「ワーカータスクテンプレー
トをプレビューする (p. 3215)」を参照してください。
9.

テンプレートに問題がなければ、[Create (作成)] を選択します。

テンプレートを作成したら、コンソールでヒューマンレビューワークフローを作成するときに、そのテン
プレートを選択できます。テンプレートは SageMaker コンソールの [Amazon Augmented AI] セクション
で [Worker task templates] (ワーカータスクテンプレート) に表示されます。テンプレートを選択して ARN
を表示します。この ARN をCreateFlowDefinitionAPI オペレーション。
ワーカータスクテンプレート (API) を使用してワーカータスクテンプレートを作成する
SageMaker API オペレーションを使用してワーカータスクテンプレートを生成するに
はCreateHumanTaskUiで UI の名前を指定します。HumanTaskUiNameで HTML テンプレートを入力
します。Content下UiTemplate。この API オペレーションをサポートする言語固有の SDK に関するド
キュメントについては、以下の資料も参照してください。の セクションCreateHumanTaskUi。

ワーカータスクテンプレートを削除する
ワーカータスクテンプレートを作成したら、SageMaker コンソールまたは SageMaker API オペレーショ
ン DeleteHumanTaskUi を使用して削除できます。
ワーカータスクテンプレートを削除すると、そのテンプレートを使用して作成された人間によるレビュー
ワークフロー (フロー定義) を使用してヒューマンループを開始することはできません。削除したワーカー
タスクテンプレートを使用してすでに作成されているヒューマンループは、完了するまで継続して処理さ
れ、影響を受けません。

ワーカータスクテンプレートを削除する (コンソール)
1.

Amazon A2I コンソール (https://console.aws.amazon.com/a2i/) を開きます。

2.

左側のナビゲーションペインの Amazon Augmented AI で、[Worker task templates] (ワーカータスク
テンプレート) を選択します。

3.

削除するテンプレートを選択します。

4.

[Delete] (削除) を選択します。

5.

選択内容を確定するモーダルが表示されます。[削除] を選択します。

ワーカータスクテンプレート (API) を削除する
SageMaker API オペレーションを使用してワーカータスクテンプレートを削除するに
はDeleteHumanTaskUiで UI の名前を指定します。HumanTaskUiName。

カスタムワーカータスクテンプレートを作成する
crowd HTML 要素は、質問したい内容に合わせて調整できるさまざまなタスクウィジェットとデザイン要
素を提供するウェブコンポーネントです。これらの crowd 要素を使用してカスタムワーカーテンプレート
を作成し、それを Amazon Augmented AI (Amazon A2I) の人間によるレビューワークフローと統合して、
ワーカーコンソールと手順をカスタマイズできます。
Amazon A2I ユーザーが使用できるすべての HTML crowd 要素のリストについては、「Crowd HTML 要素
のリファレンス (p. 608)」を参照してください。テンプレートの例を確認するには、60 を超えるサンプル
のカスタムタスクテンプレートがある「AWS Github リポジトリ」を参照してください。
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ローカルでテンプレートを開発する
テンプレートによって入力データがどのように処理されるかをコンソールでテストする場合、次のコード
を HTML ファイルの先頭に追加することによって、テンプレートの HTML およびカスタム要素のブラウザ
でのルックアンドフィールをテストできます。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

これによって、カスタム HTML 要素のレンダリングに必要なコードがロードされます。このコードは、テ
ンプレートのルックアンドフィールをコンソールではなく任意のエディタで作成する場合に使用します。
このコードでは、変数は解析されません。ローカルでの作成時には、それらを仮の内容で置き換えておく
ことができます。

外部アセットを使用する
Amazon Augmented AI カスタムテンプレートを使用すると、外部スクリプトやスタイルシートを埋め
込むことができます。たとえば、次のヘッダーは、https://www.example.com/my-enhancementstyles.css にある stylesheet という名前の text/css スタイルシートをカスタムテンプレートに埋
め込みます。

Example
<script src="https://www.example.com/my-enhancment-script.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.example.com/my-enhancementstyles.css">

エラーが発生した場合は、元のサーバーがアセットを含む正しい MIME タイプとエンコードヘッダーを送
信していることを確認します。
例えば、リモートスクリプト用の MIME およびエンコードタイプは application/
javascript;CHARSET=UTF-8 です。
リモートスタイルシート用の MIME およびエンコードタイプは text/css;CHARSET=UTF-8 です。

変数を追跡する
カスタムテンプレートの作成時には、タスクやワーカーごとに異なる可能性のあるデータを表す変数を追
加する必要があります。サンプルテンプレートの 1 つから開始する場合、そのテンプレートで既に使用さ
れている変数を確実に把握する必要があります。
例えば、Augmented AI の人間によるレビューループと Amazon Textract のテキ
ストレビューループを統合するカスタムテンプレートの場合、初期値の入力デー
タに {{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }} を使用し
ます。Amazon Augmented AI (Amazon A2I) を Amazon Rekognition と統合する場
合、{{ task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels }} が使用
されます。カスタムタスクタイプの場合、タスクタイプの入力パラメータを決定する必要
があります。{{ task.input.customInputValuesForStartHumanLoop}} を使用し
て、customInputValuesForStartHumanLoop を指定します。

Amazon Textract のカスタムテンプレートの例
すべてのカスタムテンプレートは <crowd-form> </crowd-form> 要素で開始および終了します。標準
の HTML の <form> 要素と同じく、これらの要素の間にすべてのフォームのコードを記述します。
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Amazon Textract のドキュメント分析タスクには、<crowd-textract-analyze-document> 要素を使
用します。次の属性が含まれています。
• src – 注釈を付ける画像ファイルの URL を指定します。
• initialValue – ワーカー UI で見つかった属性の初期値を設定します。
• blockTypes (必須) – ワーカーが実行できる分析のタイプを決定します。現在、KEY_VALUE_SET のみ
がサポートされています。
• keys (必須) – ワーカーが追加できる新しいキーとそれに関連付けるテキストの値を指定します。
• no-key-edit (必須) – initialValue を通過したアノテーションのキーをワーカーが編集できないよ
うにします。
• no-geometry-edit— ワーカーがを介して渡されたアノテーションのポリゴンを編集できなくなりま
す。initialValue。
<crowd-textract-analyze-document> 要素の子要素には、2 つのリージョンを用意する必要があり
ます。これらのリージョンで任意の HTML および CSS 要素を使用することができます。
• <full-instructions> - ツールの [View full instructions] (詳細な手順を表示) リンクから使用できる手
順。空白のままにしておくこともできますが、よりよい結果を得るために、完全な手順を入力すること
をお勧めします。
• <short-instructions> - ツールのサイドバーに表示されるタスクの簡単な説明。空白のままにして
おくこともできますが、よりよい結果を得るために、完全な手順を入力することをお勧めします。
Amazon Textract のテンプレートの例を以下に示します。

Example
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-textract-analyze-document
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}"
header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they don't
match the following document."
no-key-edit
no-geometry-edit
keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}"
block-types="['KEY_VALUE_SET']"
>
<short-instructions header="Instructions">
<style>
.instructions {
white-space: pre-wrap;
}
.instructionsImage {
display: inline-block;
max-width: 100%;
}
</style>
<p class='instructions'>Choose a key-value block to highlight the corresponding keyvalue pair in the document.
If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the content is
incorrect, correct it.
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The text of the value is incorrect, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/correct-value-text.png" />
A wrong value is identified, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/correct-value.png" />
If it is not a valid key-value relationship, choose No.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/not-a-key-value-pair.png" />
If you can’t find the key in the document, choose Key not found.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/key-is-not-found.png" />
If the content of a field is empty, choose Value is blank.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/value-is-blank.png" />
<b>Examples</b>
Key and value are often displayed next to or below to each other.
Key and value displayed in one line.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/sample-key-value-pair-1.png" />
Key and value displayed in two lines.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/sample-key-value-pair-2.png" />
If the content of the value has multiple lines, enter all the text without a line break.
Include all value text even if it extends beyond the highlight box.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/multiplelines.png" /></p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>

Amazon Rekognition のカスタムテンプレートの例
すべてのカスタムテンプレートは <crowd-form> </crowd-form> 要素で開始および終了します。
標準の HTML の <form> 要素と同じく、これらの要素の間にすべてのフォームのコードを記述しま
す。Amazon Rekognition カスタムタスクテンプレートの場合、<crowd-rekognition-detectmoderation-labels> 要素を使用します。この要素は、次の属性をサポートします。
• categories - 文字列の配列または各オブジェクトが name フィールドを持つオブジェクトの配列。
• カテゴリがオブジェクトとして提供された場合は、次の条件が適用されます。
• 表示されるカテゴリは、name フィールドの値です。
• 返される値には、選択したカテゴリのすべてのオブジェクトが含まれます。
• カテゴリが文字列として提供される場合は、次のようになります。
• 返された答えは、選択されたすべての文字列の配列です。
• exclusion-category – この属性を設定すると、UI のカテゴリの下にボタンが作成されます。ユー
ザーがこのボタンを選択すると、すべてのカテゴリの選択が解除されて無効になります。ワーカーがこ
のボタンを再度選択すると、ユーザーがまたカテゴリを選択できるようになります。このボタンを選択
した後にワーカーが [Submit] (送信) ボタンを選択してタスクを送信すると、そのタスクは空の配列を返
します。
<crowd-rekognition-detect-moderation-labels> 要素の子要素には、2 つのリージョンを用意す
る必要があります。
• <full-instructions> - ツールの [View full instructions] (詳細な手順を表示) リンクから使用できる手
順。空白のままにしておくこともできますが、よりよい結果を得るために、完全な手順を入力すること
をお勧めします。
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• <short-instructions> - ツールのサイドバーに表示されるタスクの簡単な説明。空白のままにして
おくこともできますが、よりよい結果を得るために、完全な手順を入力することをお勧めします。
これらの要素を使用するテンプレートの例を以下に示します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-rekognition-detect-moderation-labels
categories='[
{% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
{
name: "{{ label.name }}",
parentName: "{{ label.parentName }}",
},
{% endfor %}
]'
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
header="Review the image and choose all applicable categories."
>
<short-instructions header="Instructions">
<style>
.instructions {
white-space: pre-wrap;
}
</style>
<p class='instructions'>Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.
<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons
<b>Graphic Male Nudity</b>
Visuals depicting full frontal male nudity, often close ups
<b>Graphic Female Nudity</b>
Visuals depicting full frontal female nudity, often close ups
<b>Sexual Activity</b>
Visuals depicting various types of explicit sexual activities and pornography
<b>Illustrated Nudity or Sexual Activity</b>
Visuals depicting animated or drawn sexual activity, nudity, or pornography
<b>Adult Toys</b>
Visuals depicting adult toys, often in a marketing context
<b>Female Swimwear or Underwear</b>
Visuals depicting female person wearing only swimwear or underwear
<b>Male Swimwear Or Underwear</b>
Visuals depicting male person wearing only swimwear or underwear
<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose
<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses, such as deep cut dresses
<b>Graphic Violence or Gore</b>
Visuals depicting prominent blood or bloody injuries
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<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching
<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting
<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades
<b>Self Injury</b>
Visuals depicting self-inflicted cutting on the body, typically in distinctive patterns
using sharp objects
<b>Emaciated Bodies</b>
Visuals depicting extremely malnourished human bodies
<b>Corpses</b>
Visuals depicting human dead bodies
<b>Hanging</b>
Visuals depicting death by hanging</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>

Liquid を使用して自動化を追加する
カスタムテンプレートシステムは、自動化に Liquid を使用します。Liquid はオープンソースのインライ
ンマークアップ言語です。詳細およびドキュメントについては、Liquid のホームページを参照してくださ
い。
Liquid では、一重波括弧とパーセント記号で囲まれたテキストは、制御フローやイテレーションなどを実
行する 1 つの手順またはタグになります。二重波括弧で囲まれたテキストは、値を出力する 1 つの変数ま
たはオブジェクトです。次のリストには、テンプレート入力データの処理を自動化するのに便利な 2 種類
の Liquid タグが含まれています。以下のタグタイプのいずれかを選択すると、Liquid のドキュメントにリ
ダイレクトされます。
• フロー制御: 次のようなプログラミングロジック演算子が含まれています。if/else,unless, およ
びcase/when。
• イテレーション: for ループなどのステートメントを使用して、コードのブロックを繰り返し実行できま
す。
例えば、次のコード例は Liquid の for タグを使用して for loop を作成する方法を示してい
ます。この例では、Amazon Rekognition から返された moderationLabels をループ処理
し、moderationLabels 属性 name と parentName をワーカーのレビュー用に表示します。
{% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
{
name: &quot;{{ label.name }}&quot;,
parentName: &quot;{{ label.parentName }}&quot;,
},
{% endfor %}
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変数フィルターを使用する
標準の Liquid のフィルターとアクションに加えて、Amazon Augmented AI (Amazon A2I) には追加のフィ
ルターが用意されています。フィルターを適用するには、変数名の後をパイプ (|) 文字で区切ってから
フィルター名を指定します。フィルターを追加するには、次の形式を使用します。

Example
{{ <content> | <filter> | <filter> }}

自動的なエスケープおよび明示的なエスケープ
デフォルトでは、変数のテキストと HTML との間の混乱を避けるために、入力は HTML エスケープされま
す。escape フィルターを明示的に追加すると、テンプレートのソースを確認するユーザーに、エスケー
プ処理が行われていることをより明確に示すことができます。

escape_once
escape_once を使用すると、既にエスケープしたコードは確実に再度エスケープされなくなります。例
えば、&amp; が &amp;amp; にならないようにします。

skip_autoescape
skip_autoescape は、コンテンツが HTML として使用されるよう設計されている場合に便利です。例え
ば、いくつかの段落のテキストとイメージが境界ボックスの詳細な手順にある場合です。

Note
skip_autoescape は慎重に使用してください。テンプレートにおけるベストプラクティスは、
渡す値を厳重に管理できることが確実な場合を除いて、skip_autoescape を使用して関数の
コードやマークアップを渡さないことです。ユーザー入力を渡している場合は、ワーカーをクロ
スサイトスクリプティング攻撃に対して開放している可能性があります。

to_json
to_json は、指定したデータを JSON (JavaScript Object Notation) にエンコードします。オブジェクトを
指定すると、シリアル化します。

grant_read_access
grant_read_access は Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) URI を使用し、そのリソースに
対する存続期間の短いアクセストークンを使用する HTTPS URL にエンコードします。これにより、ワー
カーに公開していない S3 バケットに保存されている写真、音声、動画などのオブジェクトをワーカーに
表示できるようになります。

Example to_json フィルターと grant_read_access フィルターの例
Input
auto-escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" }}
explicit escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | escape }}
explicit escape_once: {{ "Have you read 'James &amp; the Giant Peach'?" | escape_once }}
skip_autoescape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | skip_autoescape }}
to_json: {{ jsObject | to_json }}
grant_read_access: {{ "s3://examplebucket/myphoto.png" | grant_read_access }}

Example
出力
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auto-escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape_once: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
skip_autoescape: Have you read 'James & the Giant Peach'?
to_json: { "point_number": 8, "coords": [ 59, 76 ] }
grant_read_access: https://s3.amazonaws.com/examplebucket/myphoto.png?<access token and
other params>

Example 自動分類テンプレートの例
この単純なテキスト分類のサンプルを自動化するには、Liquid タグの {{ task.input.source }} を含
めます。この例では、crowd-classifier (p. 622) 要素を使用します。
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="tweetFeeling"
categories="['positive', 'negative', 'neutral', 'cannot determine']"
header="Which term best describes this tweet?"
>
<classification-target>
{{ task.input.source }}
</classification-target>
<full-instructions header="Analyzing a sentiment">
Try to determine the feeling the author
of the tweet is trying to express.
If none seems to match, choose "other."
</full-instructions>
<short-instructions>
Pick the term that best describes the sentiment
of the tweet.
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>

ワーカータスクテンプレートをプレビューする
カスタムワーカータスクテンプレートをプレビューするには、SageMaker の RenderUiTemplate オペ
レーションを使用します。RenderUiTemplate オペレーションは、AWS CLI または任意の AWS SDK で
使用できます。この API オペレーションでサポートされている言語固有の SDK に関するドキュメントに
ついては、を参照してください。See Alsoの セクションRenderUiTemplate。
前提条件
ワーカータスクテンプレートをプレビューするには、使用する AWS Identity and Access Management
(IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)、または RoleArn に、テンプレートで使用されている S3
オブジェクトへのアクセス許可が必要です。ロールまたはユーザーを設定する方法については、「ワー
カータスクテンプレートプレビューを有効にする (p. 3232)」を参照してください。

RenderUiTemplate オペレーションを使用してワーカータスクテンプレートをプレビューする
には
1.

カスタムテンプレートをプレビューするために必要なポリシーをアタッチしたロールの RoleArn を
指定します。

2.

Task の Input パラメータで、テンプレートで定義されている変数の値を含む JSON オブジェクトを
指定します。これらは、task.input.source 変数に代入される変数です。例えば、テンプレートで
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task.input.text という変数を定義する場合、JSON オブジェクトの変数は text: sample text のよう
に指定できます。
3.

UiTemplate の Content パラメータで、テンプレートを挿入します。

RenderUiTemplate を設定したら、任意の SDK または AWS CLI を使用して、テンプレートをレンダリ
ングするリクエストを送信します。リクエストが成功した場合、レスポンスにはRenderedContentは、
ワーカーの UI の HTML をレンダリングする Liquid テンプレートです。

Important
テンプレートをプレビューするには、ユーザーインターフェイスでレンダリングされる Amazon
S3 オブジェクトの読み取り権限を持つ IAM ロールが必要です。これらのアクセス許可を付与す
るために IAM ロールにアタッチできるサンプルポリシーについては、「ワーカータスクテンプ
レートプレビューを有効にする (p. 3232)」を参照してください。

適切なワーカー指示書の作成
ヒューマンレビュージョブに適切な指示書を作成することで、タスクの完了におけるワーカーの精度が向
上します。ヒューマンレビューワークフローの作成時にコンソールに表示されるデフォルトの指示を変更
するか、コンソールを使用してカスタムワーカーテンプレートを作成し、指示書をこのテンプレートに含
めることができます。この指示書は、ラベリングタスクが完了した UI ページでワーカーに表示されます。

適切なワーカー指示書を作成する
Amazon Augmented AI コンソールには、次の 3 種類の指示書があります。
• Task Description (タスクの説明) - 記述内容は、タスクの簡潔な説明を提供する必要があります。
• Instructions (指示書) – これらの指示書は、ワーカーがタスクを完了するのページと同じウェブページに
表示されます。これらの指示書は、タスクを完了するための適切な方法をワーカーに示すものであるた
め、簡単に参照できるようにする必要があります。
• Additional Instructions (追加の指示書) - これらの指示書は、ワーカーが [View full instructions] (すべての
指示書を表示) を選択したときに現れるダイアログボックスに表示されます。オブジェクトにラベルを
付ける際のエッジケースやその他の難しい状況を示すいくつかの例を含めた、タスク完了のための詳細
な指示書を提供することをお勧めします。

指示書にサンプル画像を追加する
画像はワーカーに役立つ例を示します。一般公開されている画像を指示書に追加するには、次の操作を行
います。
1.

指示書のエディタ内で画像が表示される位置にカーソルを置きます。

2.

エディタのツールバーの画像アイコンを選択します。

3.

画像の URL を入力します。

指示書のイメージが、一般公開されていない S3 バケットにある場合は、次の操作を行います。
• 画像の URL に、{{ 'https://s3.amazonaws.com/your-bucket-name/image-file-name' |
grant_read_access }} を入力します。
これにより、存続期間の短いワンタイムアクセスコードが追加されたイメージ URL がレンダリング
され、ワーカーのブラウザに表示されるようになります。壊れた画像アイコンが指示書のエディタ
に表示されますが、ツールをプレビューすると、レンダリングされたプレビューに画像が表示されま
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す。grand_read_access 要素の詳細については、「grant_read_access (p. 3214)」を参照してくださ
い。

ヒューマンループの監視と管理
人間によるレビューループを開始したら、Amazon Augmented AI ランタイム API を使用し
てタスクの結果を確認してループに送信し、管理できます。さらに、Amazon A2I は Amazon
EventBridge (別名:Amazon CloudWatch Events) と統合し、人間によるレビューループのステータスが
Completed、Failed、または Stopped に変わったときに警告します。このイベント配信は少なく
とも 1 回保証されます。つまり、ヒューマンループが終了したときに作成されたすべてのイベントが
EventBridge に正常に配信されます。
次の手順を使用して、Amazon A2I ランタイム API を使用してヒューマンループをモニタリングおよび管
理する方法を学習します。Amazon A2I がどのように Amazon EventBridge と統合されているのかについ
ては、「Amazon Augmented AI で Amazon CloudWatch Events を使用する (p. 3233)」を参照してくださ
い。

出力データを確認するには:
1.

DescribeHumanLoop オペレーションを呼び出して、ヒューマンループの結果を確認します。この
API オペレーションの結果には、ループアクティベーションの理由と結果に関する情報が含まれま
す。

2.

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) で、ヒューマンループからの出力データを確認しま
す。データへのパスで、YYYY/MM/DD/hh/mm/ss は年 (YYYY)、月 (MM)、日 (DD)、作成時刻 (hh)、分
(mm)、秒 (ss) を使用してヒューマンループの作成日時を表します。
s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/flow-definitionname/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json

この構造を AWS Glue または Amazon Athena と統合して、出力データを分割して分析できます。詳細に
ついては、「AWS Glue における ETL 出力のパーティションの管理」を参照してください。
Amazon A2I 出力データ形式の詳細については、「Amazon A2I 出力データ (p. 3218)」を参照してくださ
い。

ヒューマンループを停止して削除するには:
1.

ヒューマンループが始まったら、HumanLoopName を使用して StopHumanLoop オペレーションを
呼び出し、ヒューマンループを停止できます。ヒューマンループが正常に停止した場合、サーバーは
HTTP 200 レスポンスを返送します。

2.

ステータスが Failed、Completed、または Stopped に等しいヒューマンループを削除するに
は、DeleteHumanLoop オペレーションを使用します。

ヒューマンループをリストするには:
1.

ListHumanLoops オペレーションを呼び出すことによって、アクティブなヒューマンループをすべ
て一覧表示できます。CreationTimeAfter および CreateTimeBefore パラメータを使用して、
ループの作成日によってヒューマンループをフィルタリングできます。

2.

成功した場合、ListHumanLoops はレスポンス要素に HumanLoopSummaries と NextToken オブ
ジェクトを返します。HumanLoopSummaries には、単一のヒューマンループに関する情報が含まれ
ています。例えば、ループのステータスを一覧表示し、該当する場合、失敗理由が表示されます。
NextToken で返された文字列を ListHumanLoops への後続の呼び出しで入力として使用し、
ヒューマンループの次のページを確認します。
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Amazon A2I 出力データ
機械学習ワークフローが Amazon A2I にデータオブジェクトを送信すると、ヒューマンループが作
成され、人間によるレビュー担当者がタスクを受け取り、そのデータオブジェクトをレビューしま
す。各人間によるレビュータスクからの出力データは、人間によるレビューワークフローで指定し
た Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 出力バケットに保存されます。データへのパス
で、YYYY/MM/DD/hh/mm/ss は年 (YYYY)、月 (MM)、日 (DD)、作成時刻 (hh)、分 (mm)、秒 (ss) を使用し
てヒューマンループの作成日時を表します。
s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/flow-definitionname/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json

出力データの内容は、タスクタイプ (組み込みまたはカスタム) と使用するワークフォースのタイプによっ
て異なります。出力データには、常に人間のワーカーからのレスポンスが含まれます。さらに、出力デー
タには、ヒューマンループ、人間によるレビュー担当者 (ワーカー)、データオブジェクトに関するメタ
データを含めることができます。
次のセクションでは、さまざまなタスクタイプとワークフォースの Amazon A2I 出力データ形式の詳細に
ついて説明します。

組み込みタスクタイプからの出力データ
Amazon A2I 組み込みタスクタイプには、Amazon Textract と Amazon Rekognition があります。人間によ
るレスポンスに加えて、これらのタスクのいずれかからの出力データには、ヒューマンループが作成され
た理由と、ヒューマンループの作成に使用される統合サービスに関する詳細が含まれます。次の表では、
すべての組み込みタスクタイプに対する出力データスキーマの詳細について説明します。これらの各パラ
メータの値は、Amazon A2I で使用するサービスによって異なります。これらのサービス固有の値の詳細
については、このセクションの 2 番目の表を参照してください。
パラメータ

値の型

値の例

文字列
awsManagedHumanLoopRequestSource

説明

Amazon A2I でのヒュー
AWS/Rekognition/
マンループの作成をリ
DetectModerationLabels/
クエストした API オ
Image/V3 または
ペレーションと関連
AWS/Textract/
AWS サービス。これ
AnalyzeDocument/
は、Amazon A2I ヒュー
Forms/V1
マンループの設定に使
用する API オペレー
ションです。

flowDefinitionArn

文字列

ヒューマンループの作
arn:aws:sagemaker:us成に使用される人間に
west-2:111122223333:flowよるレビューワークフ
definition/flowロー (フロー定義) の
definition-name
Amazon リソースナン
バー (ARN)。

humanAnswers

JSON オブジェクトのリ
{
スト
"answerContent": {

answerContent に
ワーカーのレスポンス
"AWS/Rekognition/ を含む JSON オブジェ
DetectModerationLabels/クトのリスト。
Image/V3": {

"moderationLabels":
[...]
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パラメータ

値の型

値の例
},

}

または
{
{

"answerContent":

"AWS/
Textract/
AnalyzeDocument/
Forms/V1": {
"blocks":
[...]
}
},

humanLoopName

文字列

inputContent

JSON オブジェクト

'human-loop-name'

説明
フォースが使用され
た場合は、ワーカー
のメタデータも含ま
れます。詳細につい
ては、「ワーカーのア
クティビティを追跡す
る (p. 3226)」を参照し
てください。
Amazon Rekognition
DetectModerationLabel
レビュータスクから
生成された人のループ
出力データの場合、こ
のパラメータには肯定
レスポンスのみが含ま
れます。例えば、ワー
カーが [No content] (コ
ンテンツなし) を選択し
た場合、このレスポン
スは含まれません。
ヒューマンループの名
前。

Amazon A2I がヒュー
マンループの作成をリ
クエストすると、AWS
"aiServiceRequest":
サービスによって
{...},
Amazon A2I に送信され
"aiServiceResponse": る入力コンテンツ。

{

{...},

"humanTaskActivationConditionResults":
{...},
"selectedAiServiceResponse":
{...}

}
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パラメータ

値の型

値の例

aiServiceRequest

JSON オブジェクト

{

"document":
{...},
"featureTypes":
[...],
"humanLoopConfig":
{...}

}

または
{

"image": {...},
"humanLoopConfig":
{...}

説明
Amazon A2I と統合さ
れた AWS サービスに
送信された元のリクエ
スト。例えば、Amazon
Rekognition を Amazon
A2I とともに使用す
る場合、これには
API オペレーション
DetectModerationLabels
経由で行われたリ
クエストが含まれま
す。Amazon Textract
統合の場合、これには
AnalyzeDocument 経
由で行われたリクエス
トが含まれます。

}

aiServiceResponse

JSON オブジェクト

AWS サービスからの
完全なレスポンス。
これは、人間によるレ
"moderationLabels":
ビューが必要かどうか
[...],
を判断するために使用
"moderationModelVersion":
されるデータです。こ
"3.0"
のオブジェクトには、
}
人間によるレビュー担
当者と共有されていな
または
いデータオブジェクト
に関するメタデータが
含まれていることがあ
{
ります。
"blocks": [...],
{

"documentMetadata":
{}

}

JSON オブジェクト
selectedAiServiceResponse

{
"moderationLabels":
[...],

ActivationConditions
のアクティベーショ
ン条件に一致する
aiServiceResponse
のサブセット。

"moderationModelVersion":
"3.0"
aiServiceResponse

}

または
{

"blocks": [...],
"documentMetadata":
{}

}
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パラメータ

値の型

値の例

JSON オブジェクト
humanTaskActivationConditionResults

{

"Conditions":
[...]

}

説明
ヒューマンループが作
成された理由を含む
inputContent 内の
JSON オブジェクト。
これには、人間による
レビューワークフロー
(フロー定義) に含まれ
るアクティベーション
条件 (Conditions) の
リストと、各条件の評
価結果 (true または
false) が含まれます。
アクティベーション条
件の詳細については、
「Amazon Augmented
AI のヒューマンループ
のアクティベーション
条件に対する JSON ス
キーマ (p. 3184)」を参
照してください。

次の表でタブを選択してタスクタイプ固有のパラメータについて確認し、組み込みの各タスクタイプに対
する出力データコードブロックの例を参照してください。
Amazon Textract Task Type Output Data
Amazon Textract 組み込み統合を使用すると、'AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1' が
awsManagedHumanLoopRequestSource の値として出力データに表示されます。
answerContent パラメータには Amazon A2I に送信されたすべてのブロックに対する人間によるレ
スポンスを含む Block オブジェクトが含まれます。
aiServiceResponse パラメータには AnalyzeDocument に送信された元のリクエストに対する
Amazon Textract レスポンスを持つ Block オブジェクトが含まれます。
ブロックオブジェクトに表示されるパラメータの詳細については、Amazon Textract デベロッパーガ
イドの「ブロック」を参照してください。
Amazon Textract ドキュメント分析の推論に関する Amazon A2I の人間によるレビューからの出力
データの例を次に示します。
{

"awsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1",
"flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"humanAnswers": [
{
"answerContent": {
"AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1": {
"blocks": [...]
}
},
"submissionTime": "2020-09-28T19:17:59.880Z",
"workerId": "111122223333",
"workerMetadata": {
"identityData": {
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"identityProviderType": "Cognito",
"issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-

west-2_111111",

}

}

}

"sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333"

],
"humanLoopName": "humnan-loop-name",
"inputContent": {
"aiServiceRequest": {
"document": {
"s3Object": {
"bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"name": "document-demo.jpg"
}
},
"featureTypes": [
"TABLES",
"FORMS"
],
"humanLoopConfig": {
"dataAttributes": {
"contentClassifiers": [
"FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"
]
},
"flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"humanLoopName": "humnan-loop-name"
}
},
"aiServiceResponse": {
"blocks": [...],
"documentMetadata": {
"pages": 1
}
},
"humanTaskActivationConditionResults": {
"Conditions": [
{
"EvaluationResult": true,
"Or": [
{
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Mail address",
"ImportantFormKeyAliases": [
"Mail Address:",
"Mail address:",
"Mailing Add:",
"Mailing Addresses"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
"WordBlockConfidenceLessThan": 100
},
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"EvaluationResult": true
},
{
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Mail address",
"ImportantFormKeyAliases": [
"Mail Address:",
"Mail address:",
"Mailing Add:",
"Mailing Addresses"
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]

}

}

}

]

}

]
},
"ConditionType": "MissingImportantFormKey",
"EvaluationResult": false

},
"selectedAiServiceResponse": {
"blocks": [...]
}

Amazon Rekognition Task Type Output Data
Amazon Textract 組み込み統合を使用すると、文字列 'AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/Image/V3' が awsManagedHumanLoopRequestSource の値として
出力データに表示されます。
answerContent パラメータには Amazon A2I に送信されたすべてのモデレーションラベルに対する
人間によるレスポンスを含む moderationLabels オブジェクトが含まれます。
aiServiceResponse パラメータには DetectModerationLabels に送信された元のリクエストに
対する Amazon Rekognition レスポンスを持つ moderationLabels オブジェクトも含まれます。
ブロックオブジェクトに表示されるパラメータの詳細については、Amazon Rekognition デベロッパー
ガイドの「ModerationLabel」を参照してください。
Amazon Rekognition イメージモデレーションの推論に関する Amazon A2I の人間によるレビューから
の出力データの例を次に示します。
{

"awsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/

V3",

"flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"humanAnswers": [
{
"answerContent": {
"AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3": {
"moderationLabels": [...]
}
},
"submissionTime": "2020-09-28T19:22:35.508Z",
"workerId": "ef7294f850a3d9d1",
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Cognito",
"issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/uswest-2_111111",
"sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333"
}
}
}
],
"humanLoopName": "humnan-loop-name",
"inputContent": {
"aiServiceRequest": {
"humanLoopConfig": {
"flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
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"humanLoopName": "humnan-loop-name"
},
"image": {
"s3Object": {
"bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"name": "example-image.jpg"
}
}

}

}

},
"aiServiceResponse": {
"moderationLabels": [...],
"moderationModelVersion": "3.0"
},
"humanTaskActivationConditionResults": {
"Conditions": [
{
"EvaluationResult": true,
"Or": [
{
"ConditionParameters": {
"ConfidenceLessThan": 98,
"ModerationLabelName": "Suggestive"
},
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"EvaluationResult": true
},
{
"ConditionParameters": {
"ConfidenceGreaterThan": 98,
"ModerationLabelName": "Female Swimwear Or Underwear"
},
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"EvaluationResult": false
}
]
}
]
},
"selectedAiServiceResponse": {
"moderationLabels": [
{
"confidence": 96.7122802734375,
"name": "Suggestive",
"parentName": ""
}
],
"moderationModelVersion": "3.0"
}

カスタムタスクタイプからの出力データ
Amazon A2I をカスタムの人間によるレビューワークフローに追加すると、人間によるレビュータスクか
ら返される出力データに次のパラメータが表示されます。
パラメータ

値の型

説明

flowDefinitionArn

文字列

ヒューマンループの作成に使
用される人間によるレビュー
ワークフロー (フロー定義) の
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パラメータ

値の型

説明
Amazon リソースナンバー
(ARN)。

humanAnswers

JSON オブジェクトのリスト

answerContent にワーカー
のレスポンスを含む JSON オ
ブジェクトのリスト。このパラ
メータの値は、ワーカータスク
テンプレートから受信した出力
によって決まります。
プライベートワークフォー
スを使用している場合、ワー
カーのメタデータが含まれま
す。詳細については、「ワー
カーのアクティビティを追跡す
る (p. 3226)」を参照してくださ
い。

humanLoopName

文字列

ヒューマンループの名前。

inputContent

JSON オブジェクト

StartHumanLoop へのリクエス
トで Amazon A2I に送信される
入力コンテンツ。

Amazon A2I および Amazon Transcribe とのカスタム統合からの出力データの例を次に示します。この例
では、inputContent は次で構成されます。
• Amazon S3 の .mp4 ファイルへのパスと動画のタイトル
• Amazon Transscribe から返されたトランスクリプション (Amazon Transcribe 出力データから解析済み)
• ワーカータスクテンプレートで .mp4 ファイルをクリップし、ワーカーが動画の関連部分の表示に使用
する開始時刻と終了時刻

{

"flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-definition/flowdefinition-name",
"humanAnswers": [
{
"answerContent": {
"transcription": "use lambda to turn your notebook"
},
"submissionTime": "2020-06-18T17:08:26.246Z",
"workerId": "ef7294f850a3d9d1",
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Cognito",
"issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/uswest-2_111111",
"sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333"
}
}
}
],
"humanLoopName": "human-loop-name",
"inputContent": {
"audioPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/a2i_transcribe_demo/Fully-Managed Notebook
Instances with Amazon SageMaker - a Deep Dive.mp4",
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"end_time": 950.27,
"original_words": "but definitely use Lambda to turn your ",
"start_time": 948.51,
"video_title": "Fully-Managed Notebook Instances with Amazon SageMaker - a Deep
Dive.mp4"
}

}

ワーカーのアクティビティを追跡する
Amazon A2I は、タスク出力データ内の個々のワーカーの追跡に使用できる情報を提供します。人間によ
るレビュータスクで作業したワーカーを特定するには、Amazon S3 の出力データで以下を使用します。
• acceptanceTime は、ワーカーがタスクを受け入れた時刻です。この日付とタイムスタンプの形式は
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ で、年 (YYYY)、月 (MM), 日 (DD)、時間 (HH)、分 (MM)、秒 (SS)、ミリ秒
(mmm) です。日付と時刻は T で区切られます。
• submissionTime は、ワーカーが [SUBMT] (送信) ボタンを使用して注釈を送信した時刻です。この
日付とタイムスタンプの形式は YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ で、年 (YYYY)、月 (MM), 日 (DD)、時間
(HH)、分 (MM)、秒 (SS)、ミリ秒 (mmm) です。日付と時刻は T で区切られます。
• timeSpentInSeconds は、ワーカーがそのタスクに積極的に取り組んだ合計時間を秒単位で報告しま
す。このメトリクスには、ワーカーが一時停止または休憩した時間は含まれません。
• workerId は、各ワーカーに固有です。
• workerMetadata でプライベートワークフォースを使用すると、以下が表示されます。
• identityProviderType は、プライベートワークフォースを管理するために使用するサービスで
す。
• issuer は、この人間によるレビュータスクに割り当てられたワークチームに関連付けられた
Amazon Cognito ユーザープールまたは OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダー (IdP) 発行者です。
• 一意の sub 識別子はワーカーを参照します。Amazon Cognito を使用してワークフォースを作成する
場合、Amazon Cognito でこの ID に関連付けられているこのワーカーに関する詳細 (名前やユーザー
名など) を取得できます。この方法については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ユーザーア
カウントの管理と検索」を参照してください。
Amazon Cognito を使用してプライベートワークフォースを作成した場合に表示される出力の例を次に示
します。これは、identityProviderType で識別されます。
"submissionTime": "2020-12-28T18:59:58.321Z",
"acceptanceTime": "2020-12-28T18:59:15.191Z",
"timeSpentInSeconds": 40.543,
"workerId": "a12b3cdefg4h5i67",
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Cognito",
"issuer": "https://cognito-idp.aws-region.amazonaws.com/aws-region_123456789",
"sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
}
}

独自の OIDC IdP を使用してプライベートワークフォースを作成した場合に表示される出力の例を次に示
します。
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Oidc",
"issuer": "https://example-oidc-ipd.com/adfs",
"sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
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}

}

プライベートワークフォースの使用の詳細については、「プライベートワークフォースを使用す
る (p. 586)」を参照してください。

Amazon Augmented AI におけるアクセス許可とセ
キュリティ
Amazon Augmented AI (Amazon A2I) を使用して ML/AI アプリケーション用の人間によるレビューワーク
フローを作成するときは、Amazon SageMaker でヒューマンワークフォースやワーカータスクテンプレー
トなどのリソースを作成して設定します。ヒューマンループを設定して開始するには、Amazon A2I を
Amazon Textract や Amazon Rekognition などの他の AWS サービスと統合するか、Amazon Augmented
AI ランタイム API を使用します。人間によるレビューワークフローを作成してヒューマンループを始める
には、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールまたはユーザーに特定のポリシーをアタッチす
る必要があります。具体的には次のとおりです。
• 2020 年 1 月 12 日以降に画像入力データを使用してヒューマンループを始める場合は、入力データを
含む Amazon S3 バケットに CORS ヘッダーポリシーを追加する必要があります。詳細については、
「CORS アクセス許可要件 (p. 3228)」を参照してください。
• フロー定義を作成するときは、ヒューマンタスク UI でレンダリングされるオブジェクトの読み取りと、
人間によるレビューの結果の書き込みの両方に関して Amazon S3 への アクセス許可を Amazon A2I に
付与するロールを指定する必要があります。
このロールには、SageMaker にロールを引き受ける許可を与える信頼ポリシーがアタッチされている必
要があります。これにより、Amazon A2I は、ロールにアタッチした許可に従ってアクションを実行で
きます。
フロー定義の作成に使用するロールに変更およびアタッチできるポリシーの例については、「フロー
定義の作成に使用する IAM ロールにアクセス許可を追加する (p. 3229)」を参照してください。これら
は、SageMaker コンソールの Amazon A2I 領域にある [Human review workflows] (人間によるレビュー
ワークフロー) セクションで作成される IAM ロールにアタッチされるポリシーです。
• ヒューマンループを作成して開始するには、組み込みタスクタイプ (DetectModerationLabel また
は AnalyzeDocument など) からの API オペレーションを使用するか、カスタム ML アプリケーショ
ンの Amazon A2I ランタイム API オペレーション StartHumanLoop を使用します。これらの API オ
ペレーションを呼び出す IAM ユーザーに AmazonAugmentedAIFullAccess 管理ポリシーをアタッチ
し、これらのサービスが Amazon A2I オペレーションを使用できるようにアクセス許可を付与する必要
があります。この方法の詳細は、「Amazon A2I API オペレーションを呼び出せる IAM ユーザーを作成
する (p. 3230)」を参照してください。
このポリシーは組み込みタスクタイプに関連付けられた AWS サービスの API オペレーショ
ンを呼び出すアクセス許可を付与しません。例えば、AmazonAugmentedAIFullAccess
は、Amazon Rekognition DetectModerationLabel API オペレーションまたは Amazon Textract
AnalyzeDocument API オペレーションを呼び出すアクセス許可を付与しません。より一般的なポリ
シー AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess を使用して、これらのアクセス許可を付与できま
す。詳細については、「Amazon A2I、Amazon Textract、Amazon Rekognition API オペレーションを呼
び出すアクセス権限を持つ IAM ユーザーを作成する (p. 3231)」を参照してください。これは、Amazon
A2I および統合 AWS サービスの API オペレーションを使用する広範なアクセス許可を IAM ユーザーに
付与する場合に適しています。
より詳細なアクセス許可を設定する場合は、これらの個々のサービスを使用するアクセス許可を付与す
るために使用できる ID ベースのポリシーについては、Amazon Recognition アイデンティティベースの
ポリシーの例および Amazon Textract アイデンティティベースのポリシーの例を参照してください。
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• カスタムワーカータスク UI テンプレートをプレビューするには、ユーザーインターフェイスでレンダリ
ングされる Amazon S3 オブジェクトの読み取り権限を持つ IAM ロールが必要です。ワーカータスクテ
ンプレートプレビューを有効にする (p. 3232) のポリシーの例を参照してください。
トピック
• CORS アクセス許可要件 (p. 3228)
• フロー定義の作成に使用する IAM ロールにアクセス許可を追加する (p. 3229)
• Amazon A2I API オペレーションを呼び出せる IAM ユーザーを作成する (p. 3230)
• Amazon A2I、Amazon Textract、Amazon Rekognition API オペレーションを呼び出すアクセス権限を
持つ IAM ユーザーを作成する (p. 3231)
• ワーカータスクテンプレートプレビューを有効にする (p. 3232)
• AWS KMS の暗号化されたバケットでAmazon A2I を使用する (p. 3232)
• 追加のアクセス許可とセキュリティリソース (p. 3233)

CORS アクセス許可要件
2020 年初めに、Chrome や Firefox などの広く使用されているブラウザは、EXIF データと呼ばれるイメー
ジメタデータに基づいて画像を回転させるデフォルトの動作を変更しました。それまで、イメージは常に
ディスクに保存されているとおりにブラウザに表示されていましたが、通常は、回転しません。変更後、
イメージは、向きの値と呼ばれるイメージメタデータに従って回転するようになりました。これは、機械
学習 (ML) コミュニティ全体にとって重要な意味があります。例えば、EXIF の向きが考慮されない場合、
イメージに注釈を付けるために使用されるアプリケーションでは予期しない向きでイメージが表示され、
間違ったラベルが表示されることがあります。
Chrome 89 以降、ウェブ標準グループ W3C は、イメージの回転を制御する機能がウェブの同一生成元ポ
リシーに違反していると判断したため、AWS ではイメージの回転を自動的に回避できなくなりました。し
たがって、ヒューマンループを作成するリクエストの送信時に人間のワーカーが予測可能な方向で入力イ
メージに注釈を付けるには、入力イメージを含む S3 バケットに CORS ヘッダーポリシーを追加する必要
があります。

Important
入力データを含む S3 バケットに CORS 設定を追加しないと、それらの入力データオブジェクト
に対する人間によるレビュータスクは失敗します。
Amazon S3 コンソールで入力データを含む S3 バケットに CORS ポリシーを追加できます。S3 コンソー
ルで入力イメージを含む S3 バケットに必要な CORS ヘッダーを設定するには、「CORS によりクロスド
メインリソース共有を追加する方法」で説明されている指示に従います。イメージをホストするバケット
には、次の CORS 設定コードを使用します。Amazon S3 コンソールを使用してポリシーをバケットに追
加する場合は、JSON 形式を使用する必要があります。
JSON
[{

}]

"AllowedHeaders": [],
"AllowedMethods": ["GET"],
"AllowedOrigins": ["*"],
"ExposeHeaders": []

XML
<CORSConfiguration>
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<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

フロー定義の作成に使用する IAM ロールにアクセス許
可を追加する
フロー定義を作成するには、このセクションのポリシーを、SageMaker コンソールで人間によるレビュー
ワークフローを作成するとき、または CreateFlowDefinition API オペレーションを使用するときに使
用するロールにアタッチします。
• コンソールを使用して人間によるレビューワークフローを作成する場合、コンソールで人間によるレ
ビューワークフローを作成するときに、ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を [IAM role (IAM ロー
ル) フィールドに入力します。
• API を使用してフロー定義を作成する場合は、これらのポリシーを CreateFlowDefinition オペレー
ションの RoleArn パラメータに渡されるロールにアタッチします。
人間によるレビューワークフロー (フロー定義) を作成すると、Amazon A2I が Amazon S3 を呼び出して
タスクが完了します。ファイルを取得して Amazon S3 バケットに保存する Amazon A2I アクセス許可を
付与するには、次のポリシーを作成し、ロールにアタッチします。例えば、人間によるレビュー用に送信
するイメージ、ドキュメント、他のファイルが my_input_bucket という名前の S3 バケットに保存さ
れており、人間によるレビューが my_output_bucket という名前のバケットに保存されるようにする場
合、次のポリシーを作成します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my_input_bucket/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my_output_bucket/*"
]
}
]

さらに、ロールを引き受ける SageMakerアクセス許可を付与するには、IAM ロールに次の信頼ポリシーが
必要です。IAM 信頼ポリシーの詳細については、AWSIdentity and Access Management のドキュメントで
「ポリシーとアクセス許可」の「リソースベースのポリシー」を参照してください。
{

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

}

]

}

"Sid": "AllowSageMakerToAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

IAM ロールとポリシーの作成と管理の詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザー
ガイドの次のトピックを参照してください。
• IAM ロールを作成するには、「IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してくだ
さい。
• IAM ポリシーの作成方法については、「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
• ロールに IAM ポリシーをアタッチする方法については、「IAM ID アクセス許可の追加および削除」を
参照してください。

Amazon A2I API オペレーションを呼び出せる IAM
ユーザーを作成する
Amazon A2I を使用して Amazon Rekognition、Amazon Textract、または Amazon A2I ランタイム
API のヒューマンループを作成および始めるには、Amazon A2I オペレーションを呼び出すアクセス
許可を持つ IAM ユーザーを使用する必要があります。これを行うには、IAM コンソールを使用して
AmazonAugmentedAIFullAccess 管理ポリシーを新規または既存の IAM ユーザーにアタッチします。
このポリシーは、フロー定義の作成と管理用の SageMaker API、ヒューマンループの作成と管理用の
Amazon Augmented AI ランタイム API から API オペレーションを呼び出すアクセス許可を IAM ユーザー
に付与します。これらの API オペレーションの詳細については、「Amazon Augmented AI で API を使用
する」を参照してください。
AmazonAugmentedAIFullAccess は、Amazon Rekognition または Amazon Textract API オペレーショ
ンを使用するアクセス許可を付与しません。

Note
また、AmazonAugmentedAIFullAccess ポリシーを、ヒューマンループの作成と開始に使用さ
れる IAM ロールにアタッチすることもできます。

必須の IAM ユーザーを作成するには
1.

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

2.

[ユーザー] を選択して既存のユーザーを選択するか、[ユーザーの追加] を選択して新しいユーザーを
作成します。新規ユーザーの作成については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイ
ドの「AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成」を参照してください。
• ポリシーを既存のユーザーにアタッチする場合は、[Add permissions (アクセス許可の追加)] を選択
します。
• 新しいユーザーの作成中に、[アクセス許可を設定] ページの次の手順に従います。

3.

[Attach existing policies directly] (既存のポリシーを直接添付) を選択します。

4.

[Search] (検索) バーに「AmazonAugmentedAIFullAccess」と入力し、そのポリシーの横にある
チェックボックスをオンにします。
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この IAM ユーザーがパブリックワークチームでフロー定義を作成できるようにするに
は、AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess 管理ポリシーもアタッチします。

5.

ポリシーをアタッチした後、次の操作を行います。
a.

既存のユーザーを使用している場合は、次へ: 確認[] を選択してから、アクセス許可の追加。

b.

新規ユーザーを作成している場合は、次へ: タグをクリックし、ユーザーの作成プロセスを完了し
ます。

詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「IAM ID アクセス許可の追加
と削除」を参照してください。

Amazon A2I、Amazon Textract、Amazon Rekognition
API オペレーションを呼び出すアクセス権限を持つ
IAM ユーザーを作成する
組み込みタスクタイプ (Amazon Rekognition の DetectModerationLables とAmazon Textract の
AnalyzeDocument) で使用される API オペレーションを呼び出すアクセス許可と、すべての Amazon
A2I API オペレーションを使用するアクセス許可を持つ IAM ユーザーを作成するには、IAM 管理ポリシー
AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess をアタッチします。複数のタスクタイプで Amazon A2I
を使用する IAM ユーザーに幅広いアクセス許可を付与する場合、このポリシーを使用できます。これらの
API オペレーションの詳細については、「Amazon Augmented AI で API を使用する」を参照してくださ
い。

Note
また、AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess ポリシーを、ヒューマンループの作成と
開始に使用される IAM ロールにアタッチすることもできます。

必須の IAM ユーザーを作成するには
1.

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

2.

[ユーザー] を選択して既存のユーザーを選択するか、[ユーザーの追加] を選択して新しいユーザーを
作成します。新規ユーザーの作成については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイ
ドの「AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成」を参照してください。
• ポリシーを既存のユーザーにアタッチする場合は、[Add permissions (アクセス許可の追加)] を選択
します。
• 新しいユーザーを作成する場合は、「アクセス許可を設定する」ページの次の手順に従います。

3.

[Attach existing policies directly] (既存のポリシーを直接添付) を選択します。

4.

[Search] (検索) バーに「AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess」と入力し、そのポリシーの
横にあるチェックボックスをオンにします。
この IAM ユーザーが Amazon Mechanical Turk を使用してフロー定義を作成できるようにするに
は、AmazonSageMakerMechanicalTurkAccess 管理ポリシーもアタッチします。

5.

ポリシーをアタッチした後、次の操作を行います。
a.

既存のユーザーを使用している場合は、次へ: 確認[] を選択してから、アクセス許可の追加。

b.

新規ユーザーを作成している場合は、次へ: タグをクリックし、ユーザーの作成プロセスを完了し
ます。

詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「IAM ID アクセス許可の追加
と削除」を参照してください。
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ワーカータスクテンプレートプレビューを有効にする
ワーカーがタスクで作業するときに表示されるインターフェイスと指示をカスタマイズするには、ワー
カーテンプレートを作成します。テンプレートを作成するには、CreateHumanTaskUi操作または
SageMaker コンソール。
テンプレートをプレビューするには、ユーザーインターフェイスでレンダリングされる Amazon S3 オブ
ジェクトの読み取り権限を持つ IAM ロールが必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my_input_bucket/*"
]
}
]

Amazon Rekognition および Amazon Textract タスクタイプでは、SageMaker コンソールの Amazon
Augmented AI セクションを使用してテンプレートをプレビューできます。カスタムタスクタイプの場合
は、RenderUiTemplateオペレーション. テンプレートをプレビューするには、タスクタイプの指示に従
います。
• SageMaker コンソールの Amazon Rekognition および Amazon Textract タスクタイプでは、「ワーカー
タスクテンプレートを作成する (p. 3207)」に記載されている手順でロールの Amazon リソースネーム
(ARN) を使用します。
• RenderUiTemplate オペレーションのカスタムタスクタイプ は、RoleArn パラメータでロールの
ARN を使用します。

AWS KMS の暗号化されたバケットでAmazon A2I を
使用する
AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマーマネージド型キーを指定して
CreateFlowDefinition の OutputConfig で出力データを暗号化する場合、次のような IAM ポリシー
をそのキーに追加する必要があります。このポリシーは、ヒューマンループの作成に使用する IAM 実行
ロールに、このキーを使用して "Action" にリストされているすべてのアクションを実行するアクセス権
限を付与します。これらのアクションの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガ
イドの「AWS KMS アクセス許可」を参照してください。
このポリシーを使用するには、"Principal" の IAM サービスロール ARN を人間によるレビューワーク
フロー (フロー定義) の作成に使用する実行ロールの ARN と置き換えます。CreateFlowDefinition を
使用してラベリングジョブを作成する場合、これは RoleArn に対して指定する ARN です。は指定できな
いことに注意してください。KmsKeyIdコンソールでフロー定義を作成する場合。
{

"Sid": "AllowUseOfKmsKey",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/example-role"
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}

},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

追加のアクセス許可とセキュリティリソース
• the section called “タグにより SageMaker リソースへのアクセスを制御する” (p. 3293).
• the section called “SageMaker のアイデンティティベースのポリシー” (p. 3270)
• the section called “条件キーを使用した SageMaker リソースの作成の制御” (p. 3283)
• the section called “Amazon SageMaker API アクセス許可リファレンス” (p. 3320)
• セキュリティ (p. 3257)

Amazon Augmented AI で Amazon CloudWatch
Events を使用する
Amazon Augmented AI は人間によるレビューループのステータスが Completed、Failed、または
Stopped に変わると Amazon CloudWatch Events を使用してアラートを送信します。このイベント配信
は少なくとも 1 回保証されます。つまり、作成されたすべてのイベントはヒューマンループの終了時に
CloudWatch Events (Amazon EventBridge) に正常に配信されます。レビューループがこれらの状態のいず
れかに変わると、Augmented AI は次のような CloudWatch Events にイベントを送信します。
{

"version":"0",
"id":"12345678-1111-2222-3333-12345EXAMPLE",
"detail-type":"SageMaker A2I HumanLoop Status Change",
"source":"aws.sagemaker",
"account":"1111111111111",
"time":"2019-11-14T17:49:25Z",
"region":"us-east-1",
"resources":["arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:human-loop/humanloop-nov-14-1"],
"detail":{
"creationTime":"2019-11-14T17:37:36.740Z",
"failureCode":null,
"failureReason":null,
"flowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:flow-definition/
flowdef-nov-12",
"humanLoopArn":"arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:human-loop/humanloopnov-14-1",
"humanLoopName":"humanloop-nov-14-1",
"humanLoopOutput":{
"outputS3Uri":"s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/
flowdef-nov-12/2019/11/14/17/37/36/humanloop-nov-14-1/output.json"
},
"humanLoopStatus":"Completed"
}
}

JSON 出力の詳細は次のとおりです。
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creationTime
Augmented AI がヒューマンループを作成した際のタイムスタンプ。
failureCode
特定のタイプの障害を示す障害コード。
failureReason
ヒューマンループが失敗した理由。失敗の理由は、ヒューマンレビューのステータスが failed であ
る場合にのみ返されます。
flowDefinitionArn
フロー定義の Amazon リソースネーム (ARN)、または ヒューマンレビューのワークフロー。
humanLoopArn
ヒューマンループの Amazon リソースネーム (ARN)。
humanLoopName
ヒューマンループの名前。
humanLoopOutput
ヒューマンループの出力に関する情報を含むオブジェクト。
outputS3Uri
Augmented AI がヒューマンループ出力を保存する Amazon S3 オブジェクトの位置。
humanLoopStatus
ヒューマンループのステータス。

ヒューマンループから CloudWatch Events にイベント
を送信する
Amazon A2I ヒューマンループのステータス更新またはイベントを取得する CloudWatch Events ルールを
設定するには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) put-rule コマンドを使用します。put-rule
コマンドを使用する場合は、ヒューマンループのステータスを受け取るために以下を指定します。
• \"source\":[\"aws.sagemaker\"]
• \"detail-type\":[\"SageMaker A2I HumanLoop Status Change\"]
すべてのステータスの変更をモニタリングする CloudWatch Events ルールを設定するには、次のコマ
ンドを使用してプレースホルダテキストを置き換えます。例えば、"A2IHumanLoopStatusChanges"
は一意の CloudWatch Events ルール名に置き換え、"arn:aws:iam::111122223333:role/
MyRoleForThisRule" は events.amazonaws.com 信頼ポリシーがアタッチされた IAM ロールの
Amazon リソース番号 (ARN) に置き換えます。region を、ルールを作成する AWS リージョンに置き換
えます。
aws events put-rule --name "A2IHumanLoopStatusChanges"
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker A2I
HumanLoop Status Change\"]}"
--role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
--region "region"

put-rule リクエストの詳細については、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドの「CloudWatch
Events のイベントパターン」を参照してください。
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イベントを処理するターゲットを設定する
イベントを処理するには、ターゲットを設定する必要があります。例えば、ヒューマンループのステータ
ス変更時に E メールを受信する場合は、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon SNS 通知の設
定」に記載されている手順を使用して Amazon SNS トピックを設定し、E メールでそれをサブスクライブ
します。トピックを作成したら、このトピックを使用してターゲットを作成できます。

CloudWatch Events ルールにターゲットを追加するには
1.

CloudWatch コンソール https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home を開きます。

2.

ナビゲーションペインで ルール を選択します。

3.

ターゲットを追加するルールを選択します。

4.

[ Actions] を選択して、[Edit] を選択します。

5.

[ターゲット] で [ターゲットの追加] を選択し、ヒューマンループのステータス変更イベントが検出さ
れたときに処理する AWS サービスを選択します。

6.

ターゲットを設定します。手順については、そのサービスの AWS ドキュメントのターゲット設定に
関するトピックを参照してください。

7.

[Configure details] (設定の詳細) を選択します。

8.

[名前] に名前を入力し、必要に応じて [説明] にルールの目的の詳細を入力します。

9.

[State] (状態) のチェックボックスをオンにして、ルールが [Enabled] (有効) として表示されることを
確認します。

10. [ルールの更新] を選択します。

ヒューマンレビューの出力の使用
ヒューマンレビューの結果を受け取ったら、結果を分析し、機械学習の予測と比較することができま
す。Amazon S3 バケットに格納される JSON には、機械学習の予測と人間によるレビューの結果の両方
が含まれます。

詳細情報
Amazon の自動化 SageMaker アマゾンと EventBridge (p. 3451)

Amazon Augmented AI で API を使用する
ヒューマンレビューワークフローまたはワーカータスクテンプレートをプログラムで作成できます。使用
する API は、Amazon Rekognition、Amazon Textract またはカスタムタスクタイプのどれを作成するかに
よって異なります。このトピックでは、各タスクタイプおよびプログラミングタスクの API リファレンス
ドキュメントへのリンクを提供しています。
Augmented AI では、次の API を使用できます。
Amazon Augmented AI
Augmented AI API を使用して、人間によるレビューループの開始、停止、削除を行います。また、す
べてのヒューマンレビューループを一覧表示し、アカウント内のヒューマンレビューループに関する
情報を返すことができます。
人間によるレビューループ API の詳細については、「Amazon Augmented AI ランタイム APIリファレ
ンス」を参照してください。
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Amazon Rekognition
DetectModerationLabels API の HumanLoopConfig パラメータを使用して Amazon Rekognition
を使用した人間によるレビューワークフローを開始します。
Amazon SageMaker
Amazon SageMaker API を使用して FlowDefinition を作成します。これは、人間によるレビュー
ワークフローとも呼ばれます。また、HumanTaskUi またはワーカータスクテンプレートを作成する
こともできます。
詳細については、CreateFlowDefinition または CreateHumanTaskUi API documentation を参
照してください。
Amazon Textract
AnalyzeDocument API の HumanLoopConfig パラメータを使用して Amazon Textract を使用した人間
によるレビューワークフローを開始します。

プログラムによるチュートリアル
次のチュートリアルでは、人間によるレビューワークフローとワーカータスクテンプレートをプログラム
で作成するためのサンプルコードと手順について説明します。
• チュートリアル: Amazon A2I API の使用を開始する (p. 3159)
• ヒューマンレビューワークフローを作成する (API) (p. 3181)
• ヒューマンループを作成および開始する (p. 3198)
• Amazon Rekognition デベロッパーガイドの Amazon Augmented AI で Amazon Augmented AI を使用す
る
• Amazon Textract デベロッパーガイドの Amazon Textract AnalyzeDocument で Amazon Augmented AI
を使用する
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アマゾンの購入と販売 SageMaker
のアルゴリズムとモデルAWS
Marketplace
アマゾン SageMaker と の統合AWS Marketplace、開発者が他の人に請求できるようにする SageMaker
ユーザーは、アルゴリズムとモデルパッケージを使用することができます。AWS Marketplaceは厳選さ
れたデジタルカタログで、お客様がソリューションを構築してビジネスを営むために必要なサードパー
ティーのソフトウェアやサービスを簡単に検索、購入、デプロイ、管理できる厳選されたデジタルカタロ
グです。AWS Marketplaceセキュリティ、ネットワーク、ストレージ、機械学習、ビジネスインテリジェ
ンス、データベース、 DevOps。柔軟な価格設定オプションと複数の導入方法により、ソフトウェアのラ
イセンスと調達を簡素化します。
詳細については、「AWS Marketplace ドキュメント」を参照してください。

トピック
• SageMaker アルゴリズムする (p. 3237)
• SageMaker モデルパッケージ (p. 3237)
• Amazon の販売 SageMaker アルゴリズムとモデルパッケージ (p. 3252)
• AWS Marketplace でアルゴリズムとモデルパッケージを見つけてサブスクライブする (p. 3255)
• アルゴリズムとモデルパッケージのリソースを使用する (p. 3244)

SageMaker アルゴリズムする
アルゴリズムにより、 end-to-end 機械学習。これにはトレーニングと推論の 2 つの論理コンポーネントが
あります。購入者はトレーニングコンポーネントを使用して、 SageMaker そして、機械学習モデルを構
築します。 SageMaker トレーニング中にアルゴリズムが生成したモデルアーティファクトを Amazon S3
バケットに保存します。詳細については、「Amazon でモデルをトレーニングする SageMaker (p. 8)」を
参照してください。
購入者は、トレーニング作業時に生成されたモデルアーティファクトで推論コンポーネントを使用して、
自身の SageMaker アカウント。購入者は、リアルタイム推論にそのデプロイ可能なモデルを使用できま
す。 SageMaker ホスティングサービス。または、バッチ変換ジョブを実行してデータセット全体の推論
を取得できます。詳細については、「Amazon でモデルをデプロイする SageMaker (p. 10)」を参照してく
ださい。

SageMaker モデルパッケージ
購入者は、モデルパッケージを使用してデプロイ可能なモデルを構築します SageMaker。購入者は、リ
アルタイム推論にそのデプロイ可能なモデルを使用できます。 SageMaker ホスティングサービス。また
は、バッチ変換ジョブを実行してデータセット全体の推論を取得できます。詳細については、「Amazon
でモデルをデプロイする SageMaker (p. 10)」を参照してください。売り手として、次のトレーニングを行
うことでモデルアーティファクトを構築できます SageMaker、または、外部でトレーニングしたモデルか
ら取得した独自のモデルアーティファクトを使用できます SageMaker。推論の料金を購入者に請求するこ
とができます。
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AWS Marketplace で独自のアルゴリズムとモデル
を使用する
次のセクションでは、ローカルで使用し、AWS Marketplace に公開できるアルゴリズムおよびモデルパッ
ケージリソースを作成する方法を示します。
トピック
• アルゴリズムとモデルパッケージリソースを作成する (p. 3238)
• アルゴリズムとモデルパッケージのリソースを使用する (p. 3244)

アルゴリズムとモデルパッケージリソースを作成する
トレーニングや推論コードが Docker コンテナでパッケージ化されたら、お使いの Amazon で使用できる
アルゴリズムとモデルパッケージリソースを作成します。 SageMaker アカウントを作成し、オプション
で公開するAWS Marketplace。
トピック
• アルゴリズムリソースを作成する (p. 3238)
• モデルパッケージのリソースを作成する (p. 3242)

アルゴリズムリソースを作成する
Amazon でトレーニングジョブの実行に使用できるアルゴリズムリソースを作成するには SageMaker で
発行AWS Marketplace以下の情報を指定します。
• トレーニングと、オプションで推論コードを含む Docker コンテナ。
• アルゴリズムがトレーニングに対して期待する入力データの設定。
• アルゴリズムがサポートするハイパーパラメータ。
• アルゴリズムが Amazon に送信するメトリクス CloudWatch トレーニングジョブの間
• アルゴリズムがトレーニングと推論のためにサポートするインスタンスタイプ、および複数のインスタ
ンスにわたる分散トレーニングがサポートされるかどうか。
• 検証プロファイルは、次のようなトレーニングジョブです SageMaker を使用して、アルゴリズムのト
レーニングコードをテストし、次のようなジョブをバッチ変換します SageMaker 実行してアルゴリズ
ムの推論コードをテストします。
購入者と販売者が、商品が SageMaker で機能することを確認するには、AWS Marketplace に出品する
前にアルゴリズムを検証する必要があります。検証が成功した場合にのみ、AWS Marketplace に出品で
きます。アルゴリズムを検証するには SageMaker は、ユーザーの検証プロファイルとサンプルデータ
を使用して以下の検証タスクを実行します。
1. お使いのアカウントでトレーニングジョブを作成して、トレーニングイメージが機能することを検証
します SageMaker。
2. アルゴリズムに推論コードを含めた場合は、アルゴリズムの推論イメージと、トレーニングジョブに
よって生成されたモデルアーティファクトを使用して、アカウントでモデルを作成します。
3. アルゴリズムに推論コードが含まれる場合は、お使いのアカウントでモデルを使用して変換ジョブを
作成し、推論イメージが SageMaker。
AWS Marketplace に出品するとき、この検証プロセスの入力と出力は商品の一部として存続し、購入者
が確認することができます。これにより、購入者は購入前に商品を理解し、評価することができます。
購入者は、たとえば使用された入力データ、生成された出力、およびコードによって発行されたログと
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メトリクスを調べることができます。検証仕様がより包括的であるほど、顧客による商品の評価が容易
になります。

Note
検証プロファイルには、公開しても構わないデータのみを指定してください。
検証には数時間かかることがあります。アカウントでジョブのステータスを確認するには、 SageMaker
コンソール、を参照してくださいトレーニングジョブそしてジョブの変革Pages。検証に失敗した場
合は、 SageMaker コンソールからスキャンレポートと検証レポートにアクセスできます。問題が見つ
かった場合は、アルゴリズムをもう一度作成する必要があります。

Note
AWS Marketplace でアルゴリズムを公開するには、1 つ以上の検証プロファイルが必要です。
アルゴリズムを作成するには、 SageMaker コンソールまたは SageMakerAPI。
トピック
• アルゴリズムリソースを作成する (コンソール) (p. 3239)
• アルゴリズムリソースを作成する (API) (p. 3242)

アルゴリズムリソースを作成する (コンソール)
アルゴリズムリソースを作成するには (コンソール)
1.

を開きます SageMaker コンソールhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左側のメニューから、トレーニング。

3.

ドロップダウンメニューからAlgを選択し、アルゴリズムを作成。

4.

[Training specifications (トレーニング仕様)] ページで、以下の情報を指定します。
a.

[アルゴリズム名] では、アルゴリズムの名前を入力します。アルゴリズム名は、アカウント内お
よび AWS リージョン内で一意である必要があります。名前は 1 ～ 64 文字で指定する必要があり
ます。有効な文字は、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、- (ハイフン) です。

b.

アルゴリズムの説明を入力します。この説明は SageMaker コンソールとAWS Marketplace。

c.

[Training image] (トレーニングイメージ) には、トレーニングコンテナが保存されている Amazon
ECR のパスを入力します。

d.

[Support distributed training (分散トレーニングのサポート)] では、アルゴリズムが複数のインス
タンスでのトレーニングをサポートしている場合に [はい] を選択します。それ以外の場合は [い
いえ] を選択します。

e.

[Support instance types for training (トレーニングのインスタンスタイプをサポート)] では、アル
ゴリズムがサポートしているインスタンスタイプを選択します。

f.

[Channel specification (チャネル仕様)] では、アルゴリズムの入力データを最大 8 チャネルまで指
定します。たとえば、train、validation、および test という 3 つの入力チャネルを指定で
きます。各チャネルについて、以下の情報を指定します。
i.

[チャネル名] には、チャネルの名前を入力します。名前は 1 ～ 64 文字で指定する必要があり
ます。有効な文字は、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、- (ハイフン) です。

ii.

アルゴリズムのチャネルを要求するには、[Channel required (チャネルは必須)] を選択しま
す。

iii.

チャネルの説明を入力します。

iv.

[Supported input modes (サポートされている入力モード)] では、アルゴリズムが入力データ
のストリーミングをサポートしている場合は [Pipe mode (パイプモード)] を、入力データの
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ファイルとしてのダウンロードをサポートしている場合は [File mode (ファイルモード)] を選
択します。両方を選択することもできます。
v.

[Supported content types (サポートされるコンテンツタイプ)] には、アルゴリズムが入力デー
タに期待する MIME タイプを入力します。

vi.

[Supported compression type (サポートされている圧縮タイプ)] では、アルゴリズムが Gzip
圧縮をサポートしている場合に [Gzip] を選択します。それ以外の場合は、[なし] を選択しま
す。

vii. 別のデータ入力チャネルを追加するには [チャネルの追加] を選択し、チャネルの追加が終
わったら [次へ] を選択します。
5.

[Tuning specifications (調整仕様)] ページで、以下の情報を指定します。
a.

[Hyperparameter specification (ハイパーパラメータの仕様)] では、JSON オブジェクトを編集し
て、アルゴリズムがサポートするハイパーパラメータを指定します。アルゴリズムがサポートし
ているハイパーパラメータごとに、次のような JSON ブロックを作成します。
{
"DefaultValue": "5",
"Description": "The first hyperparameter",
"IsRequired": true,
"IsTunable": false,
"Name": "intRange",
"Range": {
"IntegerParameterRangeSpecification": {
"MaxValue": "10",
"MinValue": "1"
},
"Type": "Integer"
}

JSON で以下を指定します。
i.

DefaultValue には、ハイパーパラメータのデフォルト値がある場合にそれを指定します。

ii.

Description には、ハイパーパラメータの説明を指定します。

iii.

IsRequired では、ハイパーパラメータが必要かどうかを指定します。

iv.

IsTunable には、ユーザーがこのアルゴリズムを使用するハイパーパラメータ調整ジョブ
を実行するときにこのハイパーパラメータを調整できる場合に、true を指定します。詳細
については、「を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)」を参
照してください。

v.

Name には、ハイパーパラメータの名前を指定します。

vi.

Range には、次のいずれかを指定します。
• IntegerParameterRangeSpecification - ハイパーパラメータの値は整数である。ハ
イパーパラメータの最小値と最大値を指定します。
•
• ContinuousParameterRangeSpecification - ハイパーパラメータの値は浮動小数点
値である。ハイパーパラメータの最小値と最大値を指定します。
• CategoricalParameterRangeSpecification - ハイパーパラメータの値はカテゴリ
別の値である。指定可能なすべての値をリスト形式で指定します。

vii. Type には、Integer、Continuous、または Categorical を指定します。値は、指定し
た Range のタイプに対応している必要があります。
b.

にとってメトリクス定義で、アルゴリズムが出力するトレーニングメトリクスを指定します。
SageMaker は、トレーニング中にトレーニングコンテナのログを解析することにより、ここで指
定された正規表現を使用してメトリクスを見つけます。ユーザーは、アルゴリズムを使用してト
レーニングジョブを実行するときに、このメトリクスを表示し、Amazon でモニタリングおよび
プロットできます CloudWatch。詳細については、「Amazon を使用してトレーニングジョブの
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モニタリングと分析を行う CloudWatchメトリクス (p. 2531)」を参照してください。各メトリク
スについて、以下の情報を指定します。

6.

7.

i.

[メトリクス名] には、メトリクスの名前を入力します。

ii.

にとってRegex、その正規表現を入力します SageMaker を使用してトレーニングログを解
析し、メトリクス値を見つけます。

iii.

[Objective metric support (目標メトリクスのサポート)] では、このメトリクスをハイパーパラ
メータ調整ジョブの目標メトリクスとして使用できる場合に [はい] を選択します。詳細につ
いては、「を使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)」を参照し
てください。

iv.

別のメトリクスを追加するには [メトリクスの追加] を選択し、メトリクスの追加が終わった
ら [次へ] を選択します。

アルゴリズムが推論をサポートしている場合は、[Inference specifications (推論の仕様)] ページで以下
の情報を指定します。
a.

にとって推論画像の位置には、推論コンテナが保存されている Amazon ECR のパスを入力しま
す。

b.

[Container DNS host name (コンテナの DNS ホスト名)] には、イメージの DNS ホストの名前を
入力します。

c.

[Supported instance types for real-time inference (リアルタイム推論のサポートインスタンスタイ
プ)] では、 SageMaker でホストエンドポイントとしてデプロイされたモデル用にアルゴリズムが
サポートしているインスタンスタイプを選択します。詳細については、「推論のためのモデルを
デプロイする (p. 2538)」を参照してください。

d.

[Supported instance types for batch transform jobs (バッチ変換ジョブでサポートされているイン
スタンスタイプ)] では、アルゴリズムがバッチ変換ジョブ用にサポートしているインスタンスタ
イプを選択します。詳細については、「バッチ変換の使用 (p. 2712)」を参照してください。

e.

[Supported content types (サポートされるコンテンツタイプ)] には、アルゴリズムが推論リクエス
トに期待する入力データのタイプを入力します。

f.

[Supported response MIME types (サポートされているレスポンス MIME タイプ)] には、アルゴリ
ズムが推論レスポンス用にサポートしている MIME タイプを入力します。

g.

[Next] (次へ) を選択します。

[Validation specifications (検証の仕様)] ページで、以下の情報を指定します。
a.

にとってこのアルゴリズムを次の場所に公開AWS Marketplace、選択してくださいはいアルゴリ
ズムをに発行AWS Marketplace。

b.

にとってこのリソースを検証、選択してくださいはいもし欲しければ SageMaker アルゴリズム
のトレーニングコードや推論コードをテストするために指定したトレーニングジョブやバッチ変
換ジョブを実行します。

Note
アルゴリズムを AWS Marketplace で公開するには、アルゴリズムを検証する必要があり
ます。
c.

にとってIAM ロール、トレーニングジョブやバッチ変換ジョブの実行に必要なアクセス許可を持
つ IAM ロールを選択します SageMaker、または選択してください新規のロールの作成許可する
には SageMaker を持つロールを作成するにはAmazonSageMakerFullAccess管理ポリシーが
添付されています。詳細については、「SageMaker ロール (p. 3302)」を参照してください。

d.

[Validation profile (検証プロファイル)] では、以下を指定します。
• 検証プロファイルの名前。
• [Training job definition (トレーニングジョブ定義)]。これは、トレーニングジョブを記述する
JSON ブロックです。これは、CreateAlgorithm API の TrainingJobDefinition 入力パ
ラメータと同じ形式です。
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• [Transform job definition (変換ジョブの定義)]。これは、バッチ変換ジョブを記述する JSON ブ
ロックです。これは、CreateAlgorithm API の TransformJobDefinition 入力パラメー
タと同じ形式です。
e.

[Create algorithm (アルゴリズムの作成)] を選択します。

アルゴリズムリソースを作成する (API)
を使用してアルゴリズムリソースを作成するには SageMaker API、呼び出しCreateAlgorithmAPI。

モデルパッケージのリソースを作成する
Amazon でデプロイ可能なモデルの作成に使用できるモデルパッケージのリソースを作成するには
SageMaker で発行AWS Marketplace以下の情報を指定します。
• 推論コード、またはモデルの学習に使用されたアルゴリズムリソースを含む Docker コンテナ。
• モデルアーティファクトの場所。モデルアーティファクトは、推論コードと同じ Docker コンテナで
パッケージ化するか、Amazon S3 に保存します。
• モデルパッケージがリアルタイム推論ジョブとバッチ変換ジョブの両方に対してサポートするインスタ
ンスタイプ。
• 検証プロファイル。バッチ変換ジョブで SageMaker モデルパッケージの推論コードをテストするため
に実行します。
モデルパッケージを AWS Marketplace に出品する前に、それらを検証する必要があります。これによ
り、購入者と販売者は、Amazonで商品が機能すると確信できます。 SageMaker。検証が成功した場合
にのみ、AWS Marketplace に出品できます。
検証手順では、検証プロファイルとサンプルデータを使用して、以下の検証タスクを実行します。
1. モデルパッケージの推論イメージと、Amazon S3 に保存されているオプションのモデルアーティ
ファクトを使用して、お使いのアカウントでモデルを作成します。

Note
モデルパッケージは、それを作成したリージョンに固有です。モデルアーティファクトが保
存されている S3 バケットは、モデルパッケージを作成したリージョンと同じリージョンに
存在している必要があります。
2. お使いのアカウントでモデルを使用して変換ジョブを作成し、推論イメージが機能することを検証し
ます SageMaker。
3. 検証プロファイルを作成します。

Note
検証プロファイルには、公開しても構わないデータのみを指定してください。
検証には数時間かかることがあります。アカウントでジョブのステータスを確認するには、 SageMaker
コンソール、を参照してください変換ジョブPages。検証に失敗した場合は、 SageMaker コンソール。
問題を修正したら、アルゴリズムを再作成します。アルゴリズムのステータスがの場合COMPLETED、そ
れを見つけて SageMaker コンソールを開いて出品プロセスを開始する

Note
AWS Marketplace でモデルパッケージを公開するには、1 つ以上の検証プロファイルが必要で
す。
モデルパッケージを作成するには、 SageMaker コンソールまたは SageMaker API。
トピック
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• モデルパッケージのリソースを作成する (コンソール) (p. 3243)
• モデルパッケージのリソースを作成する (API) (p. 3244)

モデルパッケージのリソースを作成する (コンソール)
でモデルパッケージを作成するには SageMaker コンソール:
1.

を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

左側のメニューから、推論。

3.

選択してくださいMarketplace モデルパッケージを選択し、マーケットプレイスモデルパッケージの
作成。

4.

[Inference specifications (推論の仕様)] ページで、以下の情報を指定します。
a.

[Model package name (モデルパッケージ名)] には、モデルパッケージの名前を入力します。モデ
ルパッケージ名は、アカウント内および AWS リージョン内で一意である必要があります。名前
は 1 ～ 64 文字で指定する必要があります。有効な文字は、a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9、- (ハイフン)
です。

b.

モデルパッケージの説明を入力します。この説明は SageMaker コンソールとAWS
Marketplace。

c.

[Inference specification options (推論仕様のオプション)] では、[Provide the location of the
inference image and model artifacts (推論イメージとモデルアーティファクトの場所を指定)] を
選択して、推論コンテナとモデルアーティファクトを使用してモデルパッケージを作成します。
[Provide the algorithm used for training and its model artifacts (トレーニング用に使用したアルゴ
リズムとそのモデルアーティファクトを指定)] を選択して、AWS Marketplace から作成したアル
ゴリズムリソースまたはサブスクライブしているアルゴリズムリソースからモデルパッケージを
作成します。

d.

[Inference specification options] (推論仕様のオプション) に [Provide the location of the inference
image and model artifacts] (推論イメージとモデルアーティファクトの場所を指定) を選択した場
合、Container definition (コンテナの定義) と Supported resources (サポートされるリソース) に以
下の情報を指定します。
i.

[Location of inference image (推論イメージの場所)] には、推論コードを含むイメージのパス
を入力します。イメージは、Amazon ECR で Docker コンテナとして保存されている必要が
あります。

ii.

[Location of model data artifacts (モデルデータアーティファクトの場所)] には、モデルアー
ティファクトが保存されている S3 内の場所を入力します。

iii.

[Container DNS host name (コンテナの DNS ホスト名)] には、コンテナに使用する DNS ホ
ストの名前を入力します。

iv.

[Supported instance types for real-time inference (リアルタイム推論のサポートインスタンス
タイプ)] では、 SageMaker ホストエンドポイントからのリアルタイム推論用にモデルパッ
ケージがサポートしているインスタンスタイプを選択します。

v.

[Supported instance types for batch transform jobs (バッチ変換ジョブでサポートされている
インスタンスタイプ)] では、モデルパッケージがバッチ変換ジョブ用にサポートしているイ
ンスタンスタイプを選択します。

vi.

[Supported content types (サポートされるコンテンツタイプ)] に、モデルパッケージが推論リ
クエストに期待するコンテンツタイプを入力します。

vii. [Supported response MIME types (サポートされているレスポンス MIME タイプ)] には、モデ
ルパッケージが推論を提供するために使用する MIME タイプを入力します。
e.

[Inference specification options] (推論仕様のオプション) に [Provide the algorithm used for
training and its model artifacts] (トレーニングに使用するアルゴリズムとそのモデルアーティファ
クトを指定) を選択した場合は、以下の情報を指定します。
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f.
5.

i.

[Algorithm ARN (アルゴリズム ARN)] には、モデルパッケージの作成に使用するアルゴリズ
ムリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。

ii.

[Location of model data artifacts (モデルデータアーティファクトの場所)] には、モデルアー
ティファクトが保存されている S3 内の場所を入力します。

[Next] (次へ) を選択します。

[Validation and scanning (検証およびスキャン)] ページで、以下の情報を指定します。
a.

にとってこのモデルパッケージを次の場所に公開AWS Marketplace、選択してくださいはいモデ
ルパッケージを公開するにはAWS Marketplace。

b.

にとってこのリソースを検証、選択してくださいはいもし欲しければ SageMaker モデルパッ
ケージのコードをテストするために指定したバッチ変換ジョブを実行します。

Note
モデルパッケージを AWS Marketplace で公開するには、モデルパッケージを検証する必
要があります。
c.

にとってIAM ロール、バッチ変換ジョブを実行するために必要なアクセス許可を持つ IAM ロー
ルを選択します。 SageMaker、または選択してください新しいロールの作成許可するには
SageMaker を持つロールを作成するにはAmazonSageMakerFullAccess管理ポリシーが添付さ
れています。詳細については、「SageMaker ロール (p. 3302)」を参照してください。

d.

[Validation profile (検証プロファイル)] では、以下を指定します。
• 検証プロファイルの名前。
• [Transform job definition (変換ジョブの定義)]。これは、バッチ変換ジョブを記述する JSON ブ
ロックです。これは、CreateAlgorithm API の TransformJobDefinition 入力パラメー
タと同じ形式です。

6.

選択してくださいマーケットプレイスモデルパッケージの作成。

モデルパッケージのリソースを作成する (API)
を使用してモデルパッケージを作成するには SageMaker API、呼び出しCreateModelPackageAPI。

アルゴリズムとモデルパッケージのリソースを使用す
る
Amazon では、アルゴリズムとモデルパッケージをリソースとして作成できます。 SageMaker アカ
ウントを作成すると、でアルゴリズムとモデルパッケージを見つけてサブスクライブできますAWS
Marketplace。
アルゴリズムを使用すると、以下を実行できます。
• トレーニングジョブを実行する。詳細については、「アルゴリズムを使用してトレーニングジョブを実
行する (p. 3246)」を参照してください。
• ハイパーパラメータ調整ジョブを実行する。詳細については、「アルゴリズムを使用してハイパーパラ
メータ調整ジョブを実行する (p. 3248)」を参照してください。
• モデルパッケージを作成する。アルゴリズムリソースを使用してトレーニングジョブまたはハイパーパ
ラメータ調整ジョブを実行した後、これらのジョブが出力するモデルアーティファクトをアルゴリズム
と一緒に使用してモデルパッケージを作成できます。詳細については、「モデルパッケージのリソース
を作成する (p. 3242)」を参照してください。
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Note
AWS Marketplace でアルゴリズムをサブスクライブする場合は、モデルパッケージを作成して
から、それを使用して推論を取得する必要があります。これには、ホストエンドポイントを作
成するか、バッチ変換ジョブを実行します。

モデルパッケージを使用すると、以下を実行できます。
• リアルタイムでの推論の取得やバッチ変換ジョブの実行に使用できるモデルを作成する。詳細について
は、「モデルパッケージを使用してモデルを作成する (p. 3251)」を参照してください。
• ホストエンドポイントを作成して、リアルタイムで推論を取得する。詳細については、「SageMaker ホ
スティングサービスにモデルをデプロイする (p. 85)」を参照してください。
• バッチ変換ジョブを作成する。詳細については、「(オプション) バッチ変換を使用して予測を行
う (p. 86)」を参照してください。
トピック
• アルゴリズムを使用してトレーニングジョブを実行する (p. 3246)
• アルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整ジョブを実行する (p. 3248)
• モデルパッケージを使用してモデルを作成する (p. 3251)
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アルゴリズムを使用してトレーニングジョブを実行する
Amazonを使用してトレーニングジョブを作成するには、アルゴリズムリソースを使用してアルゴリズ
ムリソースを使用してトレーニングジョブを作成できます SageMaker コンソール、低レベルの Amazon
SageMaker API、またはアマゾン SageMaker SDK。
トピック
• アルゴリズムを使用してトレーニングジョブを実行する (コンソール) (p. 3246)
• アルゴリズムを使用してトレーニングジョブを実行する (API) (p. 3247)
• アルゴリズムを使用してトレーニングJob を実行する (アマゾン SageMaker SDK) (p. 3247)

アルゴリズムを使用してトレーニングジョブを実行する (コンソール)
アルゴリズムを使用してトレーニングジョブを実行するには (コンソール)
1.

を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

[Algorithms (アルゴリズム)] を選択します。

3.

[My algorithms (マイアルゴリズム)] タブのリストから作成したアルゴリズムを選択するか、[AWS
Marketplace subscriptions (AWS Marketplace サブスクリプション)] タブでサブスクライブしたアルゴ
リズムを選択します。

4.

[トレーニングジョブの作成] を選択します。
選択したアルゴリズムが自動的に選択されます。

5.

[トレーニングジョブの作成] ページで、以下の情報を指定します。
a.

[ジョブ名] には、トレーニングジョブの名前を入力します。

b.

にとってIAM ロール、トレーニングジョブを実行するために必要なアクセス許可を持つ IAM
ロールを選択します SageMaker、または選択してください新規ロールの作成許可するには
SageMaker を持つロールを作成するにはAmazonSageMakerFullAccess管理ポリシーが添付さ
れています。詳細については、「SageMaker ロール (p. 3302)」を参照してください。

c.

[リソース設定] では、以下の情報を指定します。
i.

[インスタンスタイプ] では、トレーニングに使用するインスタンスタイプを選択します。

ii.

[インスタンス数] には、トレーニングジョブに使用する ML インスタンス数を入力します。

iii.

[インスタンスあたりのボリュームサイズ (GB)] には、プロビジョニングする ML ストレージ
ボリュームのサイズを入力します。ML ストレージボリュームには、モデルアーティファク
トと増分ステートが保存されます。

iv.

にとってEncryption key、アマゾンが欲しいなら SageMaker の使用AWSKey Management
Service キーを使用してトレーニングインスタンスにアタッチされている ML ストレージボ
リューム内のデータを暗号化するには、キーを指定します。

v.

[停止条件] には、トレーニングジョブの最大実行時間を秒数、分数、時間数、または日数で
指定します。

d.

[VPC] には、トレーニングコンテナにアクセス権を付与する Amazon VPC を選択します。詳細に
ついては、「Amazon VPC のリソースへのアクセス権を SageMaker トレーニングジョブに付与
する (p. 3416)」を参照してください。

e.

[ハイパーパラメータ] には、トレーニングジョブに使用するハイパーパラメータの値を指定しま
す。

f.

[入力データ設定] には、トレーニングジョブに使用する入力データのチャネルごとに以下の値を
指定します。トレーニングのサポートに使用しているチャネル、トレーニングサポートのサポー
トに使用しているチャネル、サポートされるトレーニングサポートのサポートに使用している
チャネル、サポートされるトレーニングサポートのサポートに使用しているチャネル、サポート
されるトレーニングのサポートに使用しているチャネル、サポートされるトレーニングのサポー
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トに使用しているチャネル、チャネルの仕様のセクションアルゴリズムの概要アルゴリズムの
ページ
i.

[チャネル名] には、入力チャネルの名前を入力します。

ii.

[コンテンツタイプ] には、アルゴリズムがチャネルに期待するデータのコンテンツタイプを
入力します。

iii.

[圧縮タイプ] では、使用するデータ圧縮タイプがあればそれを選択します。

iv.

[レコードラッパー] では、アルゴリズムで RecordIO 形式のデータが必要な場合に
[RecordIO] を選択します。

v.

[S3 データタイプ]、[S3 データディストリビューションタイプ]、および [S3 の場所] には、
適切な値を指定します。これらの値の意味については、S3DataSourceを参照してくださ
い。

vi.

[入力モード] では、プロビジョニングされた ML ストレージボリュームからデータをダウン
ロードし、ディレクトリを Docker ボリュームにマウントする場合に [ファイル] を選択しま
す。Amazon S3 からコンテナに直接データをストリーミングする場合は [Pipe (パイプ)] を選
択します。

vii. 別の入力チャネルを追加するには、[チャネルの追加] を選択します。入力チャネルの追加が
完了したら、[完了] を選択します。
g.

[出力] 場所には、以下の値を指定します。
i.

[S3 出力パス] では、トレーニングジョブがモデルアーティファクトなどの出力を保存する
S3 の場所を選択します。

Note
この場所に保存されているモデルアーティファクトを使用して、このトレーニング
ジョブからモデルまたはモデルパッケージを作成します。
ii.

[暗号化キー] では、AWS KMS キーを使用して S3 の場所に保存されている出力データを暗号
化するように SageMaker に指示する場合にキーを指定します。

h.

[タグ] には、トレーニングジョブを管理するためのタグを 1 つ以上指定します。各タグはキーと
オプションの値で構成されます。タグキーはリソースごとに一意である必要があります。

i.

[トレーニングジョブの作成] を選択して、トレーニングジョブを実行します。

アルゴリズムを使用してトレーニングジョブを実行する (API)
アルゴリズムを使用してトレーニングジョブを実行するには SageMaker API、名前または Amazon リソー
スネーム (ARN) のいずれかをAlgorithmNameフィールド・オブ・ザ・AlgorithmSpecification渡さ
れるオブジェクトCreateTrainingJob。トレーニングモデルの詳細については、 SageMaker、「」を参
照してくださいAmazon でモデルをトレーニングする SageMaker (p. 8)。

アルゴリズムを使用してトレーニングJob を実行する (アマゾン SageMaker
SDK)
AWS Marketplace で作成またはサブスクライブしたアルゴリズムを使用してトレーニングジョブを作成
し、AlgorithmEstimator オブジェクトを作成して、algorithm_arn 引数の値として Amazon リソー
スネーム (ARN) またはアルゴリズムの名前を指定します。その後、推定器の fit メソッドを呼び出しま
す。例:
from sagemaker import AlgorithmEstimator
data_path = os.path.join(DATA_DIR, 'marketplace', 'training')
algo = AlgorithmEstimator(
algorithm_arn='arn:aws:sagemaker:us-east-2:012345678901:algorithm/my-algorithm',
role='SageMakerRole',
instance_count=1,
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instance_type='ml.c4.xlarge',
sagemaker_session=sagemaker_session,
base_job_name='test-marketplace')
train_input = algo.sagemaker_session.upload_data(
path=data_path, key_prefix='integ-test-data/marketplace/train')
algo.fit({'training': train_input})

アルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整ジョブを実行す
る
ハイパーパラメータ調整ジョブは、指定したアルゴリズムとハイパーパラメータの範囲を使用して、デー
タセットに対して多数のトレーニングジョブを実行することにより、モデルの最適なバージョンを見つ
けます。さらに、選択したメトリクスでの測定に基づいて、最もパフォーマンスの高いモデルになるハ
イパーパラメータ値を選択します。詳細については、「を使用して自動モデルチューニングを実行する
SageMaker (p. 2303)」を参照してください。
アルゴリズムリソースを使用してハイパーパラメータ調整ジョブを作成するには、Amazon を使用してハ
イパーパラメータ調整ジョブを作成できます。 SageMaker コンソール、低レベルのAmazon SageMaker
API、またはアマゾン SageMaker SDK。
トピック
• アルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整ジョブを実行する (コンソール) (p. 3248)
• アルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整ジョブを実行する (API) (p. 3250)
• アルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整Job を実行する (アマゾン SageMaker
SDK) (p. 3250)

アルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整ジョブを実行する (コンソール)
アルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整ジョブを実行するには (コンソール)
1.
2.
3.
4.

の使用 SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。
[Algorithms (アルゴリズム)] を選択します。
[My algorithms (マイアルゴリズム)] タブのリストから作成したアルゴリズムを選択するか、[AWS
Marketplace subscriptions (AWS Marketplace サブスクリプション)] タブでサブスクライブしたアルゴ
リズムを選択します。
[ハイパーパラメータ調整ジョブの作成] を選択します。
選択したアルゴリズムが自動的に選択されます。

5.

[ハイパーパラメータ調整ジョブの作成] ページで、以下の情報を指定します。
a.

[Warm start (ブート)] では、以前のハイパーパラメータ調整ジョブの情報をこのハイパーパラ
メータ調整ジョブの開始点として使用する場合に [Enable warm start (ウォームスタートを有効に
する)] を選択します。詳細については、「ウォームスタートのハイパーパラメータ調整ジョブを
実行する (p. 2326)」を参照してください。
i.

b.

入力データがこのハイパーパラメータ調整ジョブの親ジョブの入力データと同じである場
合は、[Identical data and algorithm (同一データとアルゴリズム)] を選択します。また、こ
のハイパーパラメータ調整ジョブに追加または異なる入力データを使用するには、[Transfer
learning (転移学習)] を選択します。
ii. [Parent hyperparameter tuning job(s) (親ハイパーパラメータ調整ジョブ)] では、このハイ
パーパラメータ調整ジョブの親として使用するハイパーパラメータ調整ジョブを最大 5 つ選
択します。
[調整ジョブ名] には、調整ジョブの名前を入力します。
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c.

にとってIAM ロールで、ハイパーパラメータ調整ジョブを実行するために必要なアクセス許可を
持つ IAM ロールを選択します。 SageMaker、または選択してください新規ロールの作成許可す
るには SageMaker の使用AmazonSageMakerFullAccess管理ポリシーが添付されています。
詳細については、「SageMaker ロール (p. 3302)」を参照してください。

d.

[VPC] では、チューニングジョブが起動するトレーニングジョブにアクセス権を付与する
Amazon VPC を選択します。詳細については、「Amazon VPC のリソースへのアクセス権を
SageMaker トレーニングジョブに付与する (p. 3416)」を参照してください。

e.

[Next] (次へ) を選択します。

f.

[Objective metric (メトリクス名)] では、ハイパーパラメータ調整ジョブがハイパーパラメータ
の最適な組み合わせを決定するために使用するメトリクスを選択し、このメトリクスを最小
化するか最大化するかを選択します。詳細については、「最善のトレーニングジョブを確認す
る (p. 2324)」を参照してください。

g.

[ハイパーパラメータ設定] では、調整ジョブの検索対象として調整可能なハイパーパラメータの
範囲を選択し、ハイパーパラメータ調整ジョブが開始するすべてのトレーニングジョブで一定
のままにする必要のあるハイパーパラメータの静的な値を設定します。詳細については、「ハイ
パーパラメータの範囲を定義する (p. 2307)」を参照してください。

h.

[Next] (次へ) を選択します。

i.

[入力データ設定] では、ハイパーパラメータ調整ジョブに使用する入力データのチャネルごと
に以下の値を指定します。アルゴリズムの [Algorithm summary] (アルゴリズムの概要) ページの
[Channel specification] (チャネル仕様) セクションでは、ハイパーパラメータチューニングのサ
ポートに使用しているアルゴリズムのチャネル、コンテンツタイプ、サポートされる圧縮タイ
プ、サポートされる入力モードを確認できます。
i.

[チャネル名] には、入力チャネルの名前を入力します。

ii.

[コンテンツタイプ] には、アルゴリズムがチャネルに期待するデータのコンテンツタイプを
入力します。

iii.

[圧縮タイプ] では、使用するデータ圧縮タイプがあればそれを選択します。

iv.

[レコードラッパー] では、アルゴリズムで RecordIO 形式のデータが必要な場合に
[RecordIO] を選択します。

v.

[S3 データタイプ]、[S3 データディストリビューションタイプ]、および [S3 の場所] には、
適切な値を指定します。これらの値の意味については、S3DataSourceを参照してくださ
い。

vi.

[入力モード] では、プロビジョニングされた ML ストレージボリュームからデータをダウン
ロードし、ディレクトリを Docker ボリュームにマウントする場合に [ファイル] を選択しま
す。Amazon S3 からコンテナに直接データをストリーミングする場合は [Pipe (パイプ)] を選
択します。

vii. 別の入力チャネルを追加するには、[チャネルの追加] を選択します。入力チャネルの追加が
完了したら、[完了] を選択します。
j.

[出力] 場所には、以下の値を指定します。
i.

[S3 出力パス] では、このハイパーパラメータ調整ジョブが起動するトレーニングジョブがモ
デルアーティファクトなどの出力を保存する S3 の場所を選択します。

Note
この場所に保存されているモデルアーティファクトを使用して、このハイパーパラ
メータ調整ジョブからモデルまたはモデルパッケージを作成します。
ii.
k.

[暗号化キー] では、AWS KMS キーを使用して S3 の場所に保存されている出力データを暗号
化するように SageMaker に指示する場合にキーを指定します。

[リソース設定] では、以下の情報を指定します。
i.

[インスタンスタイプ] では、ハイパーパラメータ調整ジョブが起動する各トレーニングジョ
ブに使用するインスタンスのタイプを選択します。
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l.

ii.

[インスタンス数] には、ハイパーパラメータ調整ジョブが起動する各トレーニングジョブに
使用する ML インスタンスの数を入力します。

iii.

[インスタンスあたりのボリュームサイズ (GB)] には、ハイパーパラメータ調整ジョブが起動
する各トレーニングジョブをプロビジョニングする ML ストレージボリュームのサイズを入
力します。ML ストレージボリュームには、モデルアーティファクトと増分ステートが保存
されます。

iv.

にとってEncryption key、アマゾンが欲しいなら SageMaker の使用AWSKey Service キー
は、トレーニングインスタンスにアタッチされている ML ストレージボリューム内のデータ
を暗号化するように、キーを指定します。

[リソースの制限] では、以下の情報を指定します。
i.

[トレーニングジョブの最大数] では、ハイパーパラメータ調整ジョブで起動するトレーニン
グジョブの最大数を指定します。ハイパーパラメータ調整ジョブは、最大 500 個のトレーニ
ングジョブを起動できます。

ii.

[最大並行トレーニングジョブ] では、ハイパーパラメータ調整ジョブが同時に起動できるト
レーニングジョブの最大数を指定します。ハイパーパラメータ調整ジョブは、最大 10 個の
トレーニングジョブを同時に起動することができます。

iii.

[停止条件] には、ハイパーパラメータ調整ジョブが起動する各トレーニングジョブの最大実
行時間を秒数、分数、時間数、または日数で指定します。

m. [タグ] には、ハイパーパラメータ調整ジョブを管理するためのタグを 1 つ以上指定します。各タ
グはキーとオプションの値で構成されます。タグキーはリソースごとに一意である必要がありま
す。
n.

[ジョブの作成] を選択して、ハイパーパラメータ調整ジョブを実行します。

アルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整ジョブを実行する (API)
アルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整ジョブを実行するには SageMaker API で
は、アルゴリズムの名前または Amazon リソースネーム (ARN) のいずれかを次のように指
定します。AlgorithmNameフィールドのAlgorithmSpecification渡されるオブジェク
トCreateHyperParameterTuningJob。のハイパーパラメータ調整については SageMaker、「」を参
照してくださいを使用して自動モデルチューニングを実行する SageMaker (p. 2303)。

アルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整Job を実行する (アマゾン
SageMaker SDK)
AWS Marketplace で作成またはサブスクライブしたアルゴリズムを使用してハイパーパラメータ調整
ジョブを作成し、AlgorithmEstimator オブジェクトを作成して、algorithm_arn 引数の値として
Amazon リソースネーム (ARN) またはアルゴリズムの名前を指定します。その後、estimator 引数の値
として作成した AlgorithmEstimator を使用して、HyperparameterTuner オブジェクトを初期化し
ます。最後に AlgorithmEstimator の fit メソッドを呼び出します。例:
from sagemaker import AlgorithmEstimator
from sagemaker.tuner import HyperparameterTuner
data_path = os.path.join(DATA_DIR, 'marketplace', 'training')
algo = AlgorithmEstimator(
algorithm_arn='arn:aws:sagemaker:us-east-2:764419575721:algorithm/scikitdecision-trees-1542410022',
role='SageMakerRole',
instance_count=1,
instance_type='ml.c4.xlarge',
sagemaker_session=sagemaker_session,
base_job_name='test-marketplace')
train_input = algo.sagemaker_session.upload_data(
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path=data_path, key_prefix='integ-test-data/marketplace/train')
algo.set_hyperparameters(max_leaf_nodes=10)
tuner = HyperparameterTuner(estimator=algo, base_tuning_job_name='some-name',
objective_metric_name='validation:accuracy',
hyperparameter_ranges=hyperparameter_ranges,
max_jobs=2, max_parallel_jobs=2)
tuner.fit({'training': train_input}, include_cls_metadata=False)
tuner.wait()

モデルパッケージを使用してモデルを作成する
モデルパッケージを使用し、ホストエンドポイントを作成するか、バッチ変換ジョブを実行して、リアル
タイムの推論を得るために使用できるデプロイ可能なモデルを作成します。Amazon を使用して、モデル
パッケージからデプロイ可能なモデルを作成できます。 SageMaker コンソール、低レベル SageMaker
API)、またはアマゾン SageMaker SDK。
トピック
• モデルパッケージを使用してモデルを作成する (コンソール) (p. 3251)
• モデルパッケージを使用してモデルを作成する (API) (p. 3252)
• モデルPackage を使用してモデルを作成する (アマゾン SageMaker SDK) (p. 3252)

モデルパッケージを使用してモデルを作成する (コンソール)
モデルパッケージからデプロイ可能なモデルを作成するには (コンソール)
1.

を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

[Model packages (モデルパッケージ)] を選択します。

3.

[My model packages (自分のモデルパッケージ)] タブのリストから作成したモデルパッケージを選択
するか、[AWS Marketplace subscriptions (AWS Marketplace サブスクリプション)] タブでサブスクラ
イブしたモデルパッケージを選択します。

4.

[モデルの作成] を選択します。

5.

[モデル名] には、モデルの名前を入力します。

6.

にとってIAM ロールで、がユーザーに代わって他ののサービスを呼び出すために必要なアクセス許
可を持つ IAM ロールを選択するか、新しいロールの作成許可するには SageMaker を持つロールを作
成するにはAmazonSageMakerFullAccess管理ポリシーが添付されています。詳細については、
「SageMaker ロール (p. 3302)」を参照してください。

7.

[VPC] には、モデルにアクセス権を付与する Amazon VPC を選択します。詳細については、
「Amazon VPC 内のリソースへのアクセス権を SageMaker ホストエンドポイントに付与す
る (p. 3419)」を参照してください。

8.

[Container input options (コンテナ入力オプション)] と [Choose model package (モデルパッケージの
選択)] はデフォルト値のままにします。

9.

環境変数には、モデルコンテナに渡す環境変数の名前と値を入力します。

10. [タグ] には、モデルを管理するためのタグを 1 つ以上指定します。各タグはキーとオプションの値で
構成されます。タグキーはリソースごとに一意である必要があります。
11. [モデルの作成] を選択します。
デプロイ可能なモデルを作成したら、それを使用してリアルタイム推論用のエンドポイントを設定した
り、データセット全体の推論を取得するためのバッチ変換ジョブを作成したりすることができます。のエ
ンドポイントのホスティングについては SageMaker「」推論のためのモデルをデプロイする。
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モデルパッケージを使用してモデルを作成する (API)
モデルパッケージを使用して、を使用してデプロイ可能なモデルを作成するには SageMaker API。
モデルパッケージの名前またはモデルパッケージの名前またはモデルの名前またはモデルの名前また
はモデルの名前の名前またはモデルの名前の名前の名前またはモデルの名前の名前またはモデルの名
前ModelPackageNameフィールドのContainerDefinitionに渡すオブジェクトCreateModelAPI。
デプロイ可能なモデルを作成したら、それを使用してリアルタイム推論用のエンドポイントを設定した
り、データセット全体の推論を取得するためのバッチ変換ジョブを作成したりすることができます。ホス
トエンドポイントの詳細については、 SageMaker「」推論のためのモデルをデプロイする。

モデルPackage を使用してモデルを作成する (アマゾン SageMaker SDK)
モデルパッケージを使用して、を使用してデプロイ可能なモデルを作成するには SageMaker Python
SDK、a を初期化ModelPackageオブジェクトを作成し、モデルパッケージの Amazon リソースネーム
(ARN) をmodel_package_arnargument。例:
from sagemaker import ModelPackage
model = ModelPackage(role='SageMakerRole',
model_package_arn='training-job-scikit-decision-trees-1542660466-6f92',
sagemaker_session=sagemaker_session)

デプロイ可能なモデルを作成したら、それを使用してリアルタイム推論用のエンドポイントを設定した
り、データセット全体の推論を取得するためのバッチ変換ジョブを作成したりすることができます。のエ
ンドポイントのホスティングについては SageMaker「」推論のためのモデルをデプロイする。

Amazon の販売 SageMaker アルゴリズムとモデル
パッケージ
Amazonの販売 SageMaker アルゴリズムとモデルパッケージは 3 つのステップのプロセスです。
1. アルゴリズムやモデルを開発し、それを Docker コンテナにパッケージ化します。詳細については、
「Amazon でアルゴリズムとモデルを開発する SageMaker (p. 3253)」を参照してください。
2. SageMaker でアルゴリズムまたはモデルパッケージリソースを作成します。詳細については、「アルゴ
リズムとモデルパッケージリソースを作成する (p. 3238)」を参照してください。
3. AWS Marketplace に販売者として登録し、AWS Marketplace にアルゴリズムやモデルパッケージをリ
ストしてください。販売者として登録する方法については、AWS Marketplace プロバイダー向けユー
ザーガイドの「販売者としての開始方法」を参照してください。アルゴリズムとモデルパッケージのリ
ストと収益化の詳細については、AWS Marketplace プロバイダー向けユーザーガイドの「機械学習の
AWS Marketplace 内でのアルゴリズムとモデルパッケージの出品」を参照してください。
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トピック
• Amazon でアルゴリズムとモデルを開発する SageMaker (p. 3253)
• アルゴリズムとモデルパッケージリソースを作成する (p. 3238)
• アルゴリズムやモデルパッケージを にリストする AWS Marketplace (p. 3255)

Amazon でアルゴリズムとモデルを開発する
SageMaker
Amazon で使用するアルゴリズムとモデルパッケージリソースを作成する前に SageMaker またはに出品
するAWS Marketplace、それらを開発して Docker コンテナにパッケージする必要があります。

Note
AWS Marketplace にリストするためのアルゴリズムとモデルパッケージが作成されると、
SageMaker はサポートされているオペレーティングシステムのセキュリティ脆弱性についてコン
テナをスキャンします。
次のオペレーティングシステムのバージョンのみがサポートされています。
• Debian: 6.0、7、8、9、10

• Ubuntu:
14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、14.、1
• CentOS: 5、6、7
• Oracle Linux: 5、6、7
• アルパイン: 3.3、3.7、3.7
• Amazon Linux
トピック
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• でアルゴリズムを開発する SageMaker (p. 3254)
• でモデルを開発する SageMaker (p. 3254)

でアルゴリズムを開発する SageMaker
アルゴリズムは、docker コンテナとしてパッケージ化し、Amazon ECR に保存して使用する必要があり
ます SageMaker。Docker コンテナには、トレーニングジョブを実行するために使用されるトレーニング
コード、およびオプションで、アルゴリズムを使用してトレーニングされたモデルから推論を取得するた
めに使用される推論コードが含まれています。
でのアルゴリズムの開発については SageMaker そしてそれらをコンテナとしてパッケージ化しま
す。Docker コンテナを使用する SageMaker (p. 2910)。アルゴリズムコンテナーの完全な作成方法につ
いては、次のサンプルノートブックを参照してください。https://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/
latest/advanced_functionality/scikit_bring_your_own/scikit_bring_your_own.html。サンプルのノートブッ
クは、 SageMaker ノートブックインスタンス。このノートブックはアドバンスト機能セクションにあ
り、scikit_bring_your_own.ipynb という名前が付いています。ノートブックインスタンスでのサン
プルノートブックの使い方については、「サンプルノートブック (p. 208)」を参照してください。
AWS Marketplace で発行するアルゴリズムリソースを作成する前に、必ず徹底的にアルゴリズムをテスト
してください。

Note
購入者がコンテナ化された製品をサブスクライブするとき、Docker コンテナは隔離された (イン
ターネットのない) 環境で動作します。コンテナの作成時には、インターネット経由で呼び出しを
行うことに頼らないでください。AWS サービスへの呼び出しも許可されていません。

でモデルを開発する SageMaker
でデプロイ可能なモデル SageMaker 推論コード、モデルアーティファクト、リソースへのアクセスに使
われる IAM ロール、モデルをデプロイするために必要なその他の情報で構成されています SageMaker。
モデルアーティファクトは、機械学習アルゴリズムを使用してモデルをトレーニングした結果です。推論
コードは Docker コンテナにパッケージ化し、Amazon ECR に保存する必要があります。モデルアーティ
ファクトは、推論コードと同じコンテナでパッケージ化するか、Amazon S3 に保存します。
モデルを作成するには、 SageMaker、または機械学習アルゴリズムを外部でトレーニングする
SageMaker。でトレーニングジョブを実行する場合 SageMaker、結果として得られるモデルアー
ティファクトはModelArtifactsへの電話に対する応答のフィールドDescribeTrainingJob操作。開
発方法については SageMaker モデルコンテナ、参照独自の推論コードの使用 (p. 2950)。でトレー
ニングされたモデルからモデルコンテナを作成する方法の完全なサンプルについては SageMaker、
次のサンプルノートブックを参照してくださいhttps://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/
advanced_functionality/xgboost_bring_your_own_model/xgboost_bring_your_own_model.html。サンプル
のノートブックは、 SageMaker ノートブックインスタンス。このノートブックはアドバンスト機能セク
ションにあり、xgboost_bring_your_own_model.ipynb という名前が付いています。ノートブック
インスタンスでのサンプルノートブックの使い方については、「サンプルノートブック (p. 208)」を参照
してください。
AWS Marketplace で発行するモデルパッケージを作成する前に、必ずモデルを徹底的にテストしてくださ
い。

Note
購入者がコンテナ化された製品をサブスクライブするとき、Docker コンテナは隔離された (イン
ターネットのない) 環境で動作します。コンテナの作成時には、インターネット経由で呼び出しを
行うことに頼らないでください。AWS サービスへの呼び出しも許可されていません。
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アルゴリズムやモデルパッケージを にリストする
AWS Marketplace
Amazon でアルゴリズムやモデルを作成して検証したら SageMaker、商品を出品してくださいAWS
Marketplace。出品プロセスは製品を AWS Marketplace と SageMaker コンソールで利用可能にします。
AWS Marketplace に商品をリストするには、登録販売者の必要があります。登録するには、AWS
Marketplace 管理ポータル (AMMP) から自己登録プロセスを使用します。詳細については、AWS
Marketplace プロバイダー向けユーザーガイドの「販売者としての開始方法」を参照してくださ
い。Amazonから商品の出品プロセスを開始する場合 SageMaker コンソールで、出品者の登録状況を確認
します。登録していない場合は、登録するように指示します。
出品プロセスを開始するには、次のいずれかのオペレーションを行います。
• From SageMaker コンソール、製品の選択、アクション、そして選択してくださいML Marketplace 新規
リストを公開。これにより、製品リファレンスの Amazon リソースネーム (ARN) が引き継がれ、AMMP
が表示されて出品を作成します。
• ML 出品プロセスに移動し、Amazon Resource Name (ARN) を手動で入力して製品リストを開始しま
す。このプロセスでは、 SageMaker で製品を作成したときに入力した製品メタデータを引き継ぎま
す。アルゴリズムリストの場合、情報にはサポートされているインスタンスタイプとハイパーパラメー
タが含まれます。さらに、他の AWS Marketplace 製品と同様に、製品の説明、販売促進情報、およびサ
ポート情報を入力できます。

AWS Marketplace でアルゴリズムとモデルパッ
ケージを見つけてサブスクライブする
AWS Marketplace を使用して、さまざまなカテゴリ (コンピュータビジョン、自然言語処理、音声認
識、テキスト、データ、音声、イメージ、ビデオ分析、不正検出、予測分析など) で、数百もの Machine
Learning アルゴリズムとモデルを参照および検索できます。

AWS Marketplace のアルゴリズムを検索する
1.

アマゾンを開く SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

アルゴリズムを選択し、次にアルゴリズムを検索を選択します。
これで AWS Marketplace アルゴリズムのページが表示されます。アルゴリズムを検索してサブスク
ライブする方法については、AWS MarketplaceAWS 購入者向け AWS Marketplace ユーザーガイドの
「機械学習製品」を参照してください。
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AWS Marketplace でモデルパッケージを検索する
1.

を開きます SageMaker コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/。

2.

[モデルパッケージ] を選択して、[モデルパッケージを検索する] を選択する。
これにより、AWS Marketplace モデルパッケージページに移動します。モデルパッケージを検索して
サブスクライブする方法については、AWS MarketplaceAWS 購入者向け AWS Marketplace ユーザー
ガイドの「機械学習製品」を参照してください。

アルゴリズムとモデルパッケージの使用
SageMaker でサブスクライブしているアルゴリズムやモデルパッケージの使い方については、「アルゴリ
ズムとモデルパッケージのリソースを使用する (p. 3244) 」をご覧ください。

Note
AWS Marketplace でサブスクライブしているアルゴリズムまたはモデルパッケージからトレーニ
ングジョブ、推論エンドポイント、バッチ変換ジョブを作成すると、トレーニングおよび推論コ
ンテナはインターネットにアクセスできません。コンテナはインターネットにアクセスできない
ため、アルゴリズムまたはモデルパッケージの販売者はデータにアクセスできません。
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リティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon SageMaker に適用されるコンプライアンスプログラムについては、
「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。
このドキュメントは、SageMaker を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちま
す。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために SageMaker を
設定する方法を示します。また、SageMaker リソースのモニタリングとセキュア化に役立つ AWS のその
他のサービスを使用する方法も学びます。
トピック
• アクセスコントロール (p. 3257)
• Amazon SageMaker におけるデータ保護 (p. 3259)
• Amazon SageMaker 用の Identity and Access Management (p. 3265)
• ログ記録とモニタリング (p. 3396)
• Amazon SageMaker のコンプライアンス検証 (p. 3397)
• Amazon SageMaker の耐障害性 (p. 3397)
• Amazon SageMaker のインフラストラクチャセキュリティ (p. 3397)

アクセスコントロール
Amazon SageMaker Studio ノートブックと SageMaker ノートブックインスタンスは、ランタイム環境が
異なります。以下のトピックでは、これらのノートブックへのルートアクセスを制御する方法について説
明します。
トピック
• アクセスコントロールと SageMaker Studio ノートブック (p. 3258)
• SageMaker ノートブックインスタンスへのルートアクセスを制御する (p. 3259)
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アクセスコントロールと SageMaker Studio ノート
ブック
Amazon SageMaker Studio では、Studio ユーザーとノートブックのアクセスコントロールと分離に、ファ
イルシステムおよびコンテナのアクセス許可が使用されます。これは、Studio ノートブックと SageMaker
ノートブックインスタンスの大きな違いの 1 つです。このトピックでは、セキュリティの脅威を回避する
ためのアクセス許可の設定方法、SageMaker のデフォルトの動作、アクセス許可のカスタマイズ方法に
ついて説明します。Studio ノートブックとそのランタイム環境の詳細については、「Amazon を使用する
SageMaker Studio のノートブック (p. 106)」を参照してください。
SageMaker アプリケーションのアクセス許可
run-as ユーザーは、コンテナ内で JupyterServer アプリケーションと KernelGateway アプリケーションを
実行するために使用される POSIX ユーザー/グループです。
JupyterServer アプリケーションの run-as ユーザーは、デフォルトで sagemaker-user (1000) です。この
ユーザーは、yum パッケージなどの依存関係のインストールを可能にする sudo アクセス許可を持ちま
す。
KernelGateway アプリケーションの run-as ユーザーは、デフォルトでルート (0) です。このユーザーは
pip/apt-get/conda を使用して依存関係をインストールできます。
ユーザーの再マッピングにより、ユーザーはリソースにアクセスできず、ホストインスタンスを変更する
こともできません。
ユーザーの再マッピング
SageMaker はユーザー再マッピングを実行して、コンテナ内のユーザーをコンテナ外のホストインスタ
ンスのユーザーにマッピングします。コンテナ内のユーザー ID の範囲 (0～65535) は、インスタンスの
65535 を超える非特権ユーザー ID にマッピングされます。例えば、コンテナ内の sagemaker-user (1000)
は、インスタンス上のユーザー (200001) にマップされます。ここで、括弧内の数字はユーザー ID です。
ユーザーがコンテナ内に新しいユーザー/グループを作成する場合は、ユーザー/グループ ID に関係なく、
ホストインスタンスに対する特権は付与されません。コンテナのルートユーザーも、インスタンスの非特
権ユーザーにマッピングされます。詳細については、「ユーザーの名前空間を持つコンテナを分離する」
を参照してください。
カスタムイメージのアクセス許可
顧客は独自のカスタム SageMaker イメージを取り込むことができます。これらのイメージで
は、KernelGateway アプリケーションを起動するための別の run-as ユーザー/グループを指定できます。
顧客は、ルートアクセスを無効にしたり、その他のアクションを実行したりするなど、イメージ内にきめ
細かいアクセス許可コントロールを実装できます。この場合も、同じユーザーの再マッピングが適用され
ます。詳細については、「Bring Yourwn SageMaker 画像 (p. 131)」を参照してください。
コンテナの分離
Docker には、コンテナが使用できるデフォルト機能のリストが保持されます。SageMaker によって機
能が追加されることはありません。SageMaker は、コンテナから Amazon EFS およびインスタンスメタ
データサービス (IMDS)へのリクエストをブロックする特定のルートルールを追加します。顧客がコンテナ
からこれらのルートルールを変更することはできません。詳細については、Docker Docs ウェブサイトの
「ランタイム特権と Linux 機能」を参照してください。
アプリケーションのメタデータへのアクセス
実行中のアプリケーションで使用されるメタデータは、読み取り専用アクセス許可でコンテナにマウント
されます。顧客がコンテナからこのメタデータを変更することはできません。使用可能なメタデータにつ
いては、「ノートブックとアプリのメタデータの取得 (p. 117)」を参照してください。
EFS でのユーザーの分離
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Studio にオンボードすると、SageMaker によって、ドメイン内のすべての Studio ユーザーが共有するド
メインに Amazon Elastic File System (EFS) ボリュームが作成されます。各ユーザーは、EFS ボリュー
ム上に自分用のプライベートホームディレクトリを取得します。このホームディレクトリは、ユーザーの
ノートブック、Git リポジトリ、その他のデータを保存するために使用されます。ドメイン内の他のユー
ザーがユーザーのデータにアクセスできないようにするために、SageMaker ではユーザーのプロファイル
にグローバルに固有のユーザー ID が作成され、ユーザーのホームディレクトリの POSIX ユーザー/グルー
プ ID として適用されます。
EBS へのアクセス
ホストインスタンスには Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームがアタッチされ、すべて
のイメージで共有されます。このボリュームはノートブックのルートボリュームに使用され、コンテナ
内で生成された一時データが格納されます。ノートブックを実行するインスタンスが削除されると、スト
レージは保持されません。コンテナのルートユーザーは EBS ボリュームにアクセスできません。
IMDS へのアクセス
セキュリティ上の問題により、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスメタデータ
サービス (IMDS) へのアクセスは、SageMaker Studio では使用できません。IMDS の詳細については、
「インスタンスメタデータとユーザーデータ」を参照してください。

SageMaker ノートブックインスタンスへのルートア
クセスを制御する
デフォルトでは、ノートブックインスタンスを作成すると、そのノートブックインスタンスにログインす
るユーザーにルートアクセス権が付与されます。データサイエンスは、データサイエンティストがさまざ
まなソフトウェアツールやパッケージをテストして使用する必要がある反復プロセスであるため、これら
のツールやパッケージをインストールするには、多くのノートブックインスタンスユーザーにルートアク
セス権限が必要です。ルートアクセス権を持つユーザーには管理者権限が付与されているため、ユーザー
はルートアクセス権限を有効にして、ノートブックインスタンス上のすべてのファイルにアクセスして編
集できます。
ノートブックインスタンスへのルートアクセス権をユーザーに付与しないようにするに
は、CreateNotebookInstance または UpdateNotebookInstance オペレーションを呼び出す
際に、RootAccess フィールドを Disabled に設定します。ノートブックインスタンスを Amazon
SageMaker コンソールで作成または更新する際、ユーザーのルートアクセス権を無効にすることもできま
す。詳細については、ステップ 1: Amazon SageMaker ノートブックインスタンスを作成する (p. 74) を参
照してください。

Note
ノートブックインスタンスを設定できるようにするには、ライフサイクル構成にルートアクセス
権限が必要です。そのため、ユーザーがルートアクセスを無効にしても、ノートブックインスタ
ンスに関連付けられたライフサイクル構成は常にルートアクセスで実行されます。

Note
セキュリティ上の理由から、Rootless Docker は、通常の Docker ではなく、ルートが無効になっ
ているノートブックインスタンスにインストールされます。詳細については、「Docker デーモン
を root 以外のユーザーとして実行する (ルートレスモード)」を参照してください。

Amazon SageMaker におけるデータ保護
Amazon SageMaker でのデータ保護には、AWS の責任共有モデルが適用されます。このモデルで説明さ
れているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護
する責任を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管
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理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成
と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質
問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された
「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
お客様の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドな
どの自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS
CLI、または AWS SDK を用いた Amazon SageMaker または AWS のその他サービスの使用時が含まれま
す。タグまたは名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があり
ます。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報
を URL に含めないことを強くお勧めします。
トピック
• 暗号化を使用して保管時のデータを保護する (p. 3260)
• 暗号化を使用して転送中のデータを保護する (p. 3262)
• キーの管理 (p. 3265)
• インターネットトラフィックのプライバシー (p. 3265)

暗号化を使用して保管時のデータを保護する
Amazon SageMaker Studio ノートブックおよび SageMaker ノートブックインスタンスと、モデル構築
データおよびモデルアーティファクトを保護するために、SageMaker ではノートブック以外にも、トレー
ニングジョブとバッチ変換ジョブの出力が暗号化されます。これらは、デフォルトで Amazon S3 の AWS
管理キーを使用して暗号化されます。この Amazon S3 の AWS 管理キーは、クロスアカウントアクセス
では共有できません。クロスアカウントアクセスの場合は、クロスアカウントアクセスで共有できるよう
に、SageMaker リソースの作成時にカスタマーマネージドキーを指定します。AWS KMSの詳細について
は、「 AWS Key Management Service とは」を参照してください。
トピック
• Studio のノートブック (p. 3260)
• ノートブックインスタンス、SageMaker ジョブ、エンドポイント (p. 3261)

Studio のノートブック
Amazon SageMaker Studio では、SageMaker Studio のノートブックとデータを以下の場所に保存できま
す。
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• S3 バケット - Studio にオンボードして共有可能なノートブックリソースを有効にすると、SageMaker
によって Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのノートブックのスナップショットと
メタデータが共有されます。
• EFS ボリューム - Studio にオンボードすると、SageMaker によって Amazon Elastic File System
(Amazon EFS) ボリュームがドメインにアタッチされ、Studio ノートブックとデータファイルを保存で
きるようになります。EFS ボリュームは、ドメインを削除した後も保持されます。
• EBS ボリューム - Studio でノートブックを開くと、ノートブックが実行されているインスタンスに
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) がアタッチされます。EBS ボリュームは、インスタンスの
存続期間中、保持されます。
SageMaker では AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して S3 バケットと両方のボリュー
ムが暗号化されます。デフォルトで、AWS マネージドキー が使用されます。より詳細に制御するた
めに、Studio にオンボードするとき、または SageMaker API を通じて、独自のカスタマーマネージド
キーを指定できます。詳細については、「Amazon SageMaker ドメインにオンボードする (p. 35)」と
「CreateDomain」を参照してください。
CreateDomain API で S3KmsKeyId パラメータを使用すると、共有可能なノートブックのカスタマーマ
ネージドキーを指定できます。KmsKeyId パラメータを使用すると、EFS ボリュームと EBS ボリューム
のカスタマーマネージドキーを指定できます。両方のボリュームに、同じカスタマーマネージドキーが使
用されます。共有可能なノートブックのカスタマーマネージドキーには、ボリュームに使用されるものと
同じカスタマーマネージドキーまたは別のカスタマーマネージドキーを使用できます。

ノートブックインスタンス、SageMaker ジョブ、エンドポイン
ト
ノートブック、処理ジョブ、トレーニングジョブ、ハイパーパラメータのチューニングジョブ、バッチ変
換ジョブ、およびエンドポイントにアタッチされている機械学習 (ML) ストレージボリュームを暗号化する
には、AWS KMS キーを SageMaker に渡すことができます。KMS キーを指定しないと、SageMaker は一
時キーを使ってストレージボリュームを暗号化し、ストレージボリュームを暗号化した直後に一時キーを
破棄します。ノートブックインスタンスの場合、KMS キーを指定しないと、SageMaker は OS ボリュー
ムと ML データボリュームの両方をシステム管理の KMS キーで暗号化します。
AWS 管理 AWS KMS キーを使用すると、すべてのインスタンス OS ボリュームを暗号化できます。指定
した AWS KMS キーを使用して、すべての SageMaker インスタンスのすべての ML データボリュームを
暗号化できます。ML ストレージボリュームは、次のようにマウントされます。
• ノートブック - /home/ec2-user/SageMaker
• 処理中 - /opt/ml/processing および /tmp/
• トレーニング - /opt/ml/ および /tmp/
• バッチ - /opt/ml/ および /tmp/
• エンドポイント - /opt/ml/ および /tmp/
処理、バッチ変換、およびトレーニングジョブのコンテナやストレージは、その性質上、エフェメラル
(一時的) です。ジョブが完了すると、AWS KMS 暗号化 (必要に応じて AWS KMS キーを指定) を使用し
て出力が Amazon S3 にアップロードされ、次にインスタンスが破棄されます。ジョブリクエストで AWS
KMS キーが指定されていない場合は、デフォルトで Amazon S3 の AWS 管理キーを使用して出力が暗号
化されます。

Note
Amazon S3 の AWS 管理キーのキーポリシーは編集できないため、これらのキーポリシーに対し
てはクロスアカウントのアクセス許可を付与できません。リクエストの出力 Amazon S3 バケッ
トが別のアカウントのものである場合は、ジョブリクエストに独自の AWS KMS カスタマーキー
を指定して、ジョブの実行ロールにデータを暗号化するアクセス許可を付与します。
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Important
コンプライアンス上の理由から KMS キーを使用して暗号化する必要がある機密データは、ML ス
トレージボリュームまたは Amazon S3 に保存する必要があります。どちらの場合も、必要に応
じて、指定した KMS キーを使用して暗号化できます。
ノートブックインスタンスを開いた場合、SageMaker は、デフォルトでそのインスタンスおよび関連ファ
イルを ML ストレージボリューム内の SageMaker フォルダに保存します。ノートブックインスタンスを
停止すると、SageMaker は ML ストレージボリュームのスナップショットを作成します。停止したインス
タンスのオペレーティングシステムに対するカスタマイズ (インストールしたカスタムライブラリやオペ
レーティングシステムレベルの設定など) はすべて失われます。デフォルトのノートブックインスタンス
のカスタマイズを自動化するには、ライフサイクル設定の使用を検討してください。インスタンスを終了
すると、スナップショットと ML ストレージボリュームは削除されます。ノートブックインスタンスの存
続期間を超えて保持する必要があるデータは、Amazon S3 バケットに転送してください。

Note
特定の Nitro ベースの SageMaker インスタンスには、インスタンスタイプに応じたローカルスト
レージが含まれます。ローカルストレージボリュームは、インスタンスのハードウェアモジュー
ルを使用して暗号化されます。ローカルストレージのインスタンスタイプで KMS キーを使用す
ることはできません。ローカルインスタンスストレージをサポートするインスタンスタイプのリ
ストについては、「インスタンスストアボリューム」を参照してください。Nitro ベースのインス
タンスのストレージボリュームの詳細については、「Linux インスタンスでの Amazon EBS およ
び NVMe」を参照してください。
ローカルインスタンスストレージの暗号化の詳細については、「SSD インスタンスストアボ
リューム」を参照してください。

暗号化を使用して転送中のデータを保護する
転送中のネットワーク間データはすべて、TLS 1.2 暗号化をサポートしています。
Amazon SageMaker では、機械学習 (ML) モデルアーティファクトと他のシステムアーティファクトは転
送中も保管時も暗号化されます。SageMaker の API とコンソールに対するリクエストには、安全な SSL
接続が使用されます。トレーニングとデプロイのために、ユーザーに代わってリソースにアクセスするア
クセス許可を付与するには、SageMaker に AWS Identity and Access Management ロールを渡します。モ
デルのアーティファクトとデータに暗号化された Amazon S3 バケットを使って、SageMaker インスタン
スに AWS KMS キーを渡し、アタッチされた ML ストレージボリュームを暗号化できます。
転送中のネットワーク内データ (サービスプラットフォーム内) の一部は暗号化されていません。これに
は、以下のものが含まれます：
• サービスコントロールプレーンとトレーニングジョブインスタンス (顧客データではない) の間のコマン
ドとコントロールの通信。
• 分散処理ジョブ (ネットワーク内) のノード間の通信。
• 分散トレーニングジョブ (ネットワーク内) のノード間の通信。
バッチ処理のためのノード間通信はありません。
トレーニングクラスター内のノード間の通信は、暗号化が可能です。

Note
医療分野のユースケースでは、ノード間の通信を暗号化するのがセキュリティのベストプラク
ティスです。
通信を暗号化する方法については、次のトピック「」を参照してください分散トレーニングジョブで ML
コンピューティングインスタンス間の通信を保護する (p. 3263)。
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Note
コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にすると、特に分散型深層学習アルゴリズムを使用して
いる場合に、トレーニング時間が増える可能性があります。影響を受けるアルゴリズムについて
は、このセキュリティレベルを高めることで、コストも増加します。XGBoost、DeepAR、線形
学習者といった、ほとんどの SageMaker の組み込みアルゴリズムのトレーニング時間は、通常影
響を受けません。
FIPS 検証済みのエンドポイントは、SageMaker API およびホストモデルのリクエストルーターで利用で
きます (ランタイム)。FIPS 準拠のエンドポイントについては、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2」を参照
してください。

RStudio on Amazon SageMaker でコミュニケーションを保護す
る
Amazon SageMaker の RStudio は、SageMaker コンポーネントを含むすべての通信を暗号化します。た
だし、以前のバージョンでは RStudioServerPro アプリと RSession アプリ間の暗号化はサポートされてい
ませんでした。
RStudioは2022年4月にバージョン2022.02.2-485.pro2をリリースしました。このバージョンで
は、RStudioServerProとRSessionアプリ間の暗号化をサポートし、エンドツーエンドの暗号化を
可能にします。ただし、バージョンアップグレードには完全な後方互換性はありません。したがっ
て、RStudioServerPro と RSession のアプリケーションをすべて更新しておく必要があります。ノードで
を更新する方法については、「」を参照してください。

分散トレーニングジョブで ML コンピューティングインスタンス
間の通信を保護する
デフォルトでは、Amazon SageMaker はトレーニングジョブを Amazon Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) で実行し、データの安全性を維持します。プライベート VPC を設定することで、別のレベルのセ
キュリティを追加して、トレーニングコンテナとデータを保護することができます。分散 ML フレーム
ワークおよびアルゴリズムは、通常、トレーニングデータセットではなく、ウェイトなど、モデルに直接
関連する情報を送信します。分散型トレーニングを実行すると、インスタンス間で送信されるデータをさ
らに保護することができます。これは規制要件に準拠するのに役立ちます。そのためには、コンテナ間の
トラフィック暗号化を使用します。

Note
医療分野のユースケースでは、ノード間の通信を暗号化するのがセキュリティのベストプラク
ティスです。
コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にすると、特に分散型深層学習アルゴリズムを使用している場合
に、トレーニング時間が増える可能性があります。コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にしても、単
一のコンピューティングインスタンスを備えるトレーニングジョブには影響しません。だたし、複数のコ
ンピューティングインスタンスを備えるトレーニングジョブについては、トレーニング時間への影響は、
コンピューティングインスタンス間の通信の量によって異なります。影響を受けるアルゴリズムについ
ては、このセキュリティレベルを高めることで、コストも増加します。XGBoost、DeepAR、線形学習者
といった、ほとんどの SageMaker の組み込みアルゴリズムのトレーニング時間は、通常影響を受けませ
ん。
トレーニングジョブまたはハイパーパラメータ調整ジョブで、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効に
できます。コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にするには、SageMaker API またはコンソールを使用
します。
プライベート VPC でのトレーニングジョブの実行については、「Amazon VPC のリソースへのアクセス
権を SageMaker トレーニングジョブに付与する (p. 3416)」を参照してください。
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コンテナ間のトラフィック暗号化を有効化にする (API)
API を使用してトレーニングまたはハイパーパラメータ調整ジョブでコンテナ間のトラフィック暗号化を
有効にするには、プライベート VPC のセキュリティグループにインバウンドルールとアウトバウンドルー
ルを追加する必要があります。

コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にするには (API)
1.

2.

プライベート VPC のセキュリティグループに以下のインバウンドルールおよびアウトバウンドルール
を追加します。
プロトコル

ポート範囲

ソース

UDP

500

############# ID

ESP 50

N/A

############# ID

CreateTrainingJob または CreateHyperParameterTuningJob API に要求を送信するとき
は、EnableInterContainerTrafficEncryption パラメーターに True を指定してください。

Note
ESP 50 プロトコルの場合は、AWS セキュリティグループコンソールでは、ポート範囲が「All」
と表示されることがありますが、ESP 50 IP プロトコルには適用されないため、Amazon EC2 で
は指定されたポート範囲は無視されます。

コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする (コンソール)
トレーニングジョブのコンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする
トレーニングジョブのコンテナ間のトラフィック暗号化を有効にするには
1.

Amazon SageMaker コンソール (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [トレーニング]、[トレーニングジョブ] の順に選択します。

3.

[トレーニングジョブの作成] を選択します。

4.

[ネットワーク] で、[VPC] を選択します。デフォルト VPC を使用するか、作成した VPC を使用しま
す。

5.

[Enable inter-container traffic encryption (コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする)] を選択しま
す。

コンテナ間のトラフィックを暗号化を有効にしたら、トレーニングジョブの作成を終了します。詳細につ
いては、「ステップ 4: モデルをトレーニングする (p. 81)」を参照してください。

ハイパーパラメータ調整ジョブでコンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする
ハイパーパラメータ調整ジョブでコンテナ間のトラフィック暗号化を有効にするには
1.

Amazon SageMaker コンソール (https://console.aws.amazon.com/sagemaker/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [トレーニング]、[ハイパーパラメータ調整ジョブ] の順に選択します。

3.

[ハイパーパラメータ調整ジョブの作成] を選択します。

4.

[ネットワーク] で、[VPC] を選択します。デフォルト VPC を使用するか、作成した VPC を使用しま
す。

5.

[Enable inter-container traffic encryption (コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする)] を選択しま
す。
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コンテナ間のトラフィックを暗号化を有効にしたら、ハイパーパラメータ調整ジョブの作成を終了しま
す。詳細については、「ハイパーパラメータ調整ジョブを設定して開始する (p. 2317)」を参照してくださ
い。

キーの管理
お客様は、独自のキーの持ち込み (BYOK) を含む AWS KMS キーを指定して、Amazon S3 の入出力バ
ケットと機械学習 (ML) の Amazon EBS ボリュームでのエンベロープ暗号化に使用できます。ノートブッ
クインスタンスと、処理モデル、トレーニングモデルおよびホスト型モデルの Docker コンテナの ML ボ
リュームは、オプションでお客様所有の AWS KMS キーを使用して暗号化できます。インスタンス OS ボ
リュームはすべて、AWS 管理の AWS KMS キーで暗号化されます。

Note
特定の Nitro ベースのインスタンスには、インスタンスタイプに応じてローカルストレージが含ま
れます。ローカルストレージボリュームは、インスタンスのハードウェアモジュールを使用して
暗号化されます。ローカルストレージでインスタンスタイプを使用する場合、VolumeKmsKeyId
をリクエストすることはできません。
ローカルインスタンスストレージをサポートするインスタンスタイプのリストについては、「イ
ンスタンスストアボリューム」を参照してください。
ローカルインスタンスストレージの暗号化の詳細については、「SSD インスタンスストアボ
リューム」を参照してください。
Nitro ベースのインスタンスのストレージボリュームの詳細については、「Linux インスタンスで
の Amazon EBS および NVMe」を参照してください。
AWS KMS キーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「AWS Key
Management Service とは」を参照してください。

インターネットトラフィックのプライバシー
このトピックでは、Amazon SageMaker でサービスから他のロケーションまでの接続を保護する方法につ
いて説明します。
インターネットワーク通信では、すべてのコンポーネントとクライアントの間の TLS 1.2 暗号化をサポー
トしています。
インスタンスをカスタマー VPC に接続して、S3 VPC エンドポイントまたはカスタマーリポジトリにア
クセスできます。ノートブックでサービスプラットフォームのインターネット出力が無効になっている場
合、顧客はこのインターフェイスを介してインターネット出力を管理できます。トレーニングやホスティ
ングで、顧客の VPC に接続されている場合、サービスプラットフォームによる egress は利用できませ
ん。
デフォルトでは、公開されたエンドポイントに対して行われた API コールは、パブリックネットワークを
経由してリクエストルーターに届きます。SageMaker は、AWS PrivateLink 対応の Amazon Virtual Private
Cloud インターフェイスエンドポイントをサポートしており、顧客の VPC とリクエストルーターの間にプ
ライベート接続を確立して、ホストされたモデルエンドポイントにアクセスします。Amazon VPC の詳細
については、「VPC インターフェイスエンドポイント経由で SageMaker に接続する (p. 3403)」を参照し
てください。

Amazon SageMaker 用の Identity and Access
Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に SageMaker リ
ソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる
AWS のサービス です。
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トピック
•
•
•
•
•

対象者 (p. 3266)
アイデンティティを使用した認証 (p. 3266)
ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 3268)
Amazon SageMaker で IAM が機能する仕組み (p. 3270)
Amazon SageMaker のアイデンティティベースポリシーの例 (p. 3273)

• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 3296)
• SageMaker ロール (p. 3302)
• Amazon SageMaker API アクセス許可: アクション、アクセス許可、リソースの参照 (p. 3320)
• Amazon SageMaker の AWS 管理ポリシー (p. 3337)
• Amazon SageMaker のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 3394)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、 SageMaker で行う作業によって異なります。
サービスユーザー – ジョブを実行するために SageMaker サービスを使用する場合は、管理者から必要な
アクセス許可と認証情報が与えられます。作業を実行するためにさらに多くの SageMaker の機能を使用
する場合は、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておくと、
管理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。SageMaker の機能にアクセスできない場合は、
「Amazon SageMaker のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 3394)」を参照して
ください。
サービス管理者 – 社内の SageMaker リソースを担当している場合は、おそらく SageMaker へのフルアク
セスをお持ちです。サービスのユーザーがどの 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理者の仕
事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要がありま
す。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。お客様の会社で SageMaker で
IAM を利用する方法の詳細については、「Amazon SageMaker で IAM が機能する仕組み (p. 3270)」を参
照してください。
IAM 管理者 – IAM 管理者は、SageMaker へのアクセスを管理するポリシーの作成方法について詳細確認が
必要になることがあります。IAM で使用できる SageMaker アイデンティティベースのポリシーの例を表
示するには、「Amazon SageMaker のアイデンティティベースポリシーの例 (p. 3273)」を参照してくだ
さい。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。AWS Management
Console を使用したサインインの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーまたはルー
トユーザーとして AWS Management Console にサインインする」を参照してください。
ユーザーは AWS のルートユーザーもしくは IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることに
よって、認証を受ける (AWS アカウント にサインインする) 必要があります。会社のシングルサインオン
認証を使用したり、Google や Facebook を使用したりしてサインインすることもできます。このような場
合、管理者が事前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定している必要があります。他の会
社の認証情報を使用して AWS にアクセスした場合、ロールは間接的に割り当てられています。
AWS Management Console に直接サインインするには、パスワードとルートユーザーの E メールまたは
IAM ユーザー名を使用します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーのアクセスキーを使用して AWS にプ
ログラムからアクセスできます。AWS では、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号的に署名
するための SDK とコマンドラインツールが提供されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエスト
に自分で署名する必要があります。これには、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル
である署名バージョン 4 を使用します。リクエストの認証の詳細については、「AWS 全般のリファレン
ス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してください。
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使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提供を要求される場合もあります。例えば、AWS
は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧めします。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、AWS 全
般のリファレンスの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してください。

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

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細について
は、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可
セット」を参照してください。
• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
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• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。
• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その
ユーザーはプリンシパルとみなされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリ
シー内で、アクションに追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、サービス認証リファ
レンスの「Amazon SageMaker のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。
• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。
• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集
することはできません。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。
IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
の [principal] (プリンシパル) がどの [resources] (リソース) に対してどのような [conditions] (条件) 下で
[actions] (アクション) を実行できるかということです。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
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は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

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

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

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
• 許可の境界 - 許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユー
ザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとその
許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソー
スベースのポリシーでは、許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否
した場合、許可は無効になります。許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エ
ンティティの許可の境界」を参照してください。
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• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、お客様のビジネスが所有する複数の AWS
アカウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の仕組み」
を参照してください。
• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

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

Amazon SageMaker で IAM が機能する仕組み
SageMaker へのアクセスを管理するために IAM を使う前に、SageMaker でどの IAM 機能が使用できるか
を理解しておく必要があります。Device Farm およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する方法の
概要を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携するAWSサービス」を参照してください。
トピック
• SageMaker のアイデンティティベースのポリシー (p. 3270)

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

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

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

SageMaker のアクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「Amazon SageMaker
のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

リソース
SageMaker は、ポリシー内のリソース ARN の指定をサポートしていません。

条件キー
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルが、どのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。
1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。
条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。
AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。
SageMaker は独自の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用をサポートしています。すべて
の AWS グローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コンテキスト
キー」を参照してください。
SageMaker では、次のオペレーションのきめ細かなアクセスコントロールに使用できるサービス固有の条
件キーがいくつかサポートされています。
• CreateProcessingJob
• CreateTrainingJob
• CreateModel
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• CreateEndpointConfig
• CreateTransformJob
• CreateHyperParameterTuningJob
• CreateLabelingJob
• CreateNotebookInstance
• UpdateNotebookInstance
SageMaker 条件キーのリストについては、IAM ユーザーガイドの「Amazon SageMaker の条件キー」を
参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、「Amazon SageMaker で定
義されるアクション」を参照してください。
SageMaker 条件キーの使用例については、「条件キーを使用した SageMaker リソースの作成の制
御 (p. 3283)」を参照してください。

例
SageMaker アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「Amazon SageMaker のアイデン
ティティベースポリシーの例 (p. 3273)」を参照してください。

SageMaker のリソースベースのポリシー
SageMaker では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

SageMaker タグに基づいた承認
タグを SageMaker リソースにアタッチすることも、SageMaker へのリクエストでタグを渡す
こともできます。タグに基づいてアクセスを管理するには、sagemaker:ResourceTag/keyname、aws:RequestTag/key-name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの
[Condition element] (条件要素) でタグ情報を提供します。SageMaker リソースのタグ付けの詳細について
は、「タグにより SageMaker リソースへのアクセスを制御する (p. 3293)」を参照してください。
リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシーの
例を表示するには、「タグにより SageMaker リソースへのアクセスを制御する (p. 3293)」を参照してく
ださい。

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

SageMaker で一時的な認証情報を使用する
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するに
は、AssumeRole または GetFederationToken などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。
SageMaker では、一時的な認証情報の使用がサポートされています。

サービスリンクロール
SageMaker はサービスにリンクされたロールを部分的にサポートしています。サービスにリンクされた
ロールは、現在 SageMaker Studio および SageMaker トレーニングジョブで使用できます。

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

SageMaker で IAM ロールを選択する
SageMaker でノートブックインスタンス、処理ジョブ、トレーニングジョブ、ホスト型エンドポイン
ト、またはバッチ変換ジョブリソースを作成する場合、ユーザーの代理での SageMaker へのアクセスを
SageMaker に許可するロールを選択する必要があります。サービスロールあるいはサービスにリンクされ
たロールを以前に作成している場合、SageMaker は選択できるロールのリストを示します。必要な AWS
オペレーションやリソースへのアクセスを許可するロールを選択することが重要です。詳細については、
「SageMaker ロール (p. 3302)」を参照してください。

Amazon SageMaker のアイデンティティベースポリ
シーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、SageMaker リソースを作成または変更する許可はあり
ません。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行することもで
きません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペレーション
を実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて、管理者
はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。IAM ユーザーまたは
グループにポリシーをアタッチする方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ID のアクセス許可の追
加および削除」を参照してください。
JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「IAM ユーザーガイド」の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。
トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 3273)
• SageMaker コンソールを使用する (p. 3274)
• ユーザーが自分のアクセス許可を表示できるようにする (p. 3283)
• 条件キーを使用した SageMaker リソースの作成の制御 (p. 3283)
• アイデンティティベースのポリシーを使って SageMaker API へのアクセスを制御する (p. 3290)
• IP アドレスによる SageMaker API およびランタイムコールへのアクセスの制限 (p. 3292)
• IPアドレスでノートブックインスタンスへのアクセスを制限する (p. 3292)
• タグにより SageMaker リソースへのアクセスを制御する (p. 3293)
• API コールにタグの有無を要求する (p. 3295)

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

SageMaker コンソールを使用する
Amazon SageMaker コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。これらの許可に
より、AWS アカウントの SageMaker リソースの詳細をリストおよび表示できます。最小限必要な許可よ
りも厳しく制限されたアイデンティティベースポリシーを作成すると、そのポリシーを添付したエンティ
ティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。
これらのエンティティが SageMaker コンソールを使用できるように、エンティティに次の AWS 管理ポリ
シーもアタッチします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへのアクセス許可の追加」を
参照してください。
AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。
トピック
• Amazon SageMaker コンソールを使用するために必要なアクセス許可 (p. 3274)
• Amazon SageMaker Ground Truth コンソールを使用するために必要なアクセス許可 (p. 3276)
• Amazon Augmented AI (プレビュー) コンソールを使用するために必要なアクセス許可 (p. 3277)

Amazon SageMaker コンソールを使用するために必要なアクセス許可
アクセス許可のリファレンス表は、Amazon SageMaker API オペレーションとそれらの各オペレーショ
ンに必要なアクセス許可を示しています。Amazon SageMaker API オペレーションの詳細については、
「Amazon SageMaker API アクセス許可: アクション、アクセス許可、リソースの参照 (p. 3320)」を参照
してください。
Amazon SageMaker コンソールを使用するには、追加のアクションのためのアクセス許可を
付与する必要があります。具体的には、ec2 アクションにサブネット、VPC、セキュリティ
グループを表示することを許可する、アクセス許可がコンソールに必要です。オプション
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で、CreateNotebook、CreateTrainingJob、CreateModel などのタスク用の実行ロールを作成す
る、アクセス許可がコンソールに必要です。これらのアクセス許可に次のアクセス許可ポリシーを付与し
ます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "SageMakerApis",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VpcConfigurationForCreateForms",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid":"KmsKeysForCreateForms",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases"
],
"Resource":"*"
},
{
"Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:ViewSubscriptions"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:BatchGetRepositories",
"codecommit:CreateRepository",
"codecommit:GetRepository",
"codecommit:ListRepositories",
"codecommit:ListBranches",
"secretsmanager:CreateSecret",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid":"ListAndCreateExecutionRoles",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iam:ListRoles",
"iam:CreateRole",
"iam:CreatePolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
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}

]

"Resource":"*"
},
{
"Sid": "DescribeECRMetaData",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:Describe*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "PassRoleForExecutionRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
}

Amazon SageMaker Ground Truth コンソールを使用するために必要なアクセス
許可
Amazon SageMaker Ground Truth コンソールを使用するには、追加のリソースのためのアクセス許可を付
与する必要があります。具体的には、コンソールには、AWS Marketplace でサブスクリプションを表示す
るアクセス許可、Amazon Cognito で個人の従業員を管理する操作を実行するアクセス許可、Amazon S3
で入力ファイルおよび出力ファイルにアクセスするアクションを実行するアクセス許可、AWS Lambda で
関数をリストおよび呼び出すアクションを実行するアクセス許可が必要です。これらのアクセス許可に次
のアクセス許可ポリシーを付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GroundTruthConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:DescribeListings",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:AdminDeleteUser",
"cognito-idp:AdminDisableUser",
"cognito-idp:AdminEnableUser",
"cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:ListGroups",
"cognito-idp:ListIdentityProviders",
"cognito-idp:ListUsers",
"cognito-idp:ListUsersInGroup",
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"cognito-idp:ListUserPoolClients",
"cognito-idp:ListUserPools",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
"groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob",
"groundtruthlabeling:ListDatasetObjects",
"groundtruthlabeling:RunFilterOrSampleManifestJob",
"groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:ListFunctions",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:SelectObjectContent"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Amazon Augmented AI (プレビュー) コンソールを使用するために必要なアクセス
許可
Augmented AI コンソールを使用するには、追加のリソースのためのアクセス許可を付与する必要がありま
す。これらのアクセス許可に次のアクセス許可ポリシーを付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*Algorithm",
"sagemaker:*Algorithms",
"sagemaker:*App",
"sagemaker:*Apps",
"sagemaker:*AutoMLJob",
"sagemaker:*AutoMLJobs",
"sagemaker:*CodeRepositories",
"sagemaker:*CodeRepository",
"sagemaker:*CompilationJob",
"sagemaker:*CompilationJobs",
"sagemaker:*Endpoint",
"sagemaker:*EndpointConfig",
"sagemaker:*EndpointConfigs",
"sagemaker:*EndpointWeightsAndCapacities",
"sagemaker:*Endpoints",
"sagemaker:*Environment",
"sagemaker:*EnvironmentVersion",
"sagemaker:*EnvironmentVersions",
"sagemaker:*Environments",
"sagemaker:*Experiment",
"sagemaker:*Experiments",
"sagemaker:*FlowDefinitions",
"sagemaker:*HumanLoop",
"sagemaker:*HumanLoops",
"sagemaker:*HumanTaskUi",
"sagemaker:*HumanTaskUis",
"sagemaker:*HyperParameterTuningJob",
"sagemaker:*HyperParameterTuningJobs",
"sagemaker:*LabelingJob",
"sagemaker:*LabelingJobs",
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"sagemaker:*Metrics",
"sagemaker:*Model",
"sagemaker:*ModelPackage",
"sagemaker:*ModelPackages",
"sagemaker:*Models",
"sagemaker:*MonitoringExecutions",
"sagemaker:*MonitoringSchedule",
"sagemaker:*MonitoringSchedules",
"sagemaker:*NotebookInstance",
"sagemaker:*NotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:*NotebookInstanceLifecycleConfigs",
"sagemaker:*NotebookInstanceUrl",
"sagemaker:*NotebookInstances",
"sagemaker:*ProcessingJob",
"sagemaker:*ProcessingJobs",
"sagemaker:*RenderUiTemplate",
"sagemaker:*Search",
"sagemaker:*SearchSuggestions",
"sagemaker:*Tags",
"sagemaker:*TrainingJob",
"sagemaker:*TrainingJobs",
"sagemaker:*TransformJob",
"sagemaker:*TransformJobs",
"sagemaker:*Trial",
"sagemaker:*TrialComponent",
"sagemaker:*TrialComponents",
"sagemaker:*Trials",
"sagemaker:*Workteam",
"sagemaker:*Workteams"

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*FlowDefinition"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"sagemaker:WorkteamType": [
"private-crowd",
"vendor-crowd"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
"application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
"application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"application-autoscaling:PutScalingPolicy",
"application-autoscaling:PutScheduledAction",
"application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics",
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"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:PutMetricData",
"codecommit:BatchGetRepositories",
"codecommit:CreateRepository",
"codecommit:GetRepository",
"codecommit:ListBranches",
"codecommit:ListRepositories",
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:AdminDeleteUser",
"cognito-idp:AdminDisableUser",
"cognito-idp:AdminEnableUser",
"cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:ListGroups",
"cognito-idp:ListIdentityProviders",
"cognito-idp:ListUserPoolClients",
"cognito-idp:ListUserPools",
"cognito-idp:ListUsers",
"cognito-idp:ListUsersInGroup",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcs",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:CreateRepository",
"ecr:Describe*",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"elastic-inference:Connect",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"fsx:DescribeFileSystems",
"glue:CreateJob",
"glue:DeleteJob",
"glue:GetJob",
"glue:GetJobRun",
"glue:GetJobRuns",
"glue:GetJobs",
"glue:ResetJobBookmark",
"glue:StartJobRun",
"glue:UpdateJob",
"groundtruthlabeling:*",
"iam:ListRoles",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases",
"lambda:ListFunctions",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
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"logs:DescribeLogStreams",
"logs:GetLogEvents",
"logs:PutLogEvents",
"sns:ListTopics"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:SetRepositoryPolicy",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:BatchDeleteImage",
"ecr:UploadLayerPart",
"ecr:DeleteRepositoryPolicy",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:DeleteRepository",
"ecr:PutImage"
],
"Resource": "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:GitPull",
"codecommit:GitPush"
],
"Resource": [
"arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:CreateSecret"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
]
"Effect": "Allow",
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"robomaker:CreateSimulationApplication",
"robomaker:DescribeSimulationApplication",
"robomaker:DeleteSimulationApplication"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"robomaker:CreateSimulationJob",
"robomaker:DescribeSimulationJob",
"robomaker:CancelSimulationJob"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*aws-glue*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
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},
{

},
{

"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
]

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": "robomaker.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Subscribe",
"sns:CreateTopic"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"sagemaker.amazonaws.com",
"glue.amazonaws.com",
"robomaker.amazonaws.com",
"states.amazonaws.com"
]
}
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}

]

}

}

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

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

条件キーを使用した SageMaker リソースの作成の制御
SageMaker 固有の条件キーを使用して、SageMaker リソースの作成に対するきめ細かなアクセスを制御
します。IAM ポリシーでの条件キーの使用の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリ
シーエレメント: 条件」を参照してください。
条件キー、関連する API アクション、関連ドキュメントへのリンクについては、IAM ユーザーガイドの
「SageMaker の条件キー」を参照してください。
次の例は、SageMaker 条件キーを使ってアクセスを制御する方法を示しています。
トピック
• ファイルシステム条件キーを使って SageMaker リソースへのアクセスを制御する (p. 3284)
• トレーニングを特定の VPC に制限する (p. 3286)
• Ground Truth ラベリングジョブおよび Amazon A2I ヒューマンレビューワークフローのワークフォー
スタイプへのアクセスを制限する (p. 3286)
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• 入力データの暗号化を強制する (p. 3287)
• ノートブックインスタンスストレージボリュームの暗号化を強制する (p. 3288)
• トレーニングジョブのネットワークの隔離を強制する (p. 3288)
• トレーニングジョブに特定のインスタンスタイプを強制する (p. 3289)
• トレーニングジョブに特定の EI アクセラレーターを強制する (p. 3289)
• ノートブックインスタンスを作成するためにインターネットアクセスとルートアクセスを無効にす
る (p. 3290)

ファイルシステム条件キーを使って SageMaker リソースへのアクセスを制御す
る
SageMaker トレーニングは、トレーニングアルゴリズムを実行するための安全なインフラストラクチャ
を提供しますが、場合によっては、深層防御を実装する必要があります。たとえば、アルゴリズムで信頼
されていないコードを実行するリスクを最小限に抑えます。または、組織に固有のセキュリティの義務が
あります。このようなシナリオでは、IAM ポリシーの Condition 要素でサービス固有の条件キーを使用し
て、特定のファイルシステム、ディレクトリ、アクセスモード (読み取り/書き込み、読み取り専用)、およ
びセキュリティグループにアクセスできるユーザーを制限できます。
トピック
• 特定のディレクトリおよびアクセスモードにアクセス可能な IAM ユーザーを制限する (p. 3284)
• IAM ユーザーを特定のファイルシステムに制限する (p. 3285)

特定のディレクトリおよびアクセスモードにアクセス可能な IAM ユーザーを制限する
次のポリシーでは、ro (読み取り専用) AccessMode の EFS ファイルシステムの /sagemaker/xgboostdm/train および /sagemaker/xgboost-dm/validation ディレクトリにアクセスできる IAM ユー
ザーを制限します。

Note
ディレクトリが許可されると、そのすべてのサブディレクトリにもトレーニングアルゴリズムか
らアクセスできます。POSIX アクセス許可は無視されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AccessToElasticFileSystem",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678",
"sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro",
"sagemaker:FileSystemType": "EFS",
"sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/sagemaker/xgboost-dm/train"
}
}
},
{
"Sid": "AccessToElasticFileSystemValidation",
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678",
"sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro",
"sagemaker:FileSystemType": "EFS",
"sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/sagemaker/xgboost-dm/validation"
}
}

IAM ユーザーを特定のファイルシステムに制限する
ユーザー空間クライアントを使用する悪意のあるアルゴリズムが、アカウント内のファイルシステムに直
接アクセスできないようにするには、特定のセキュリティグループからの進入を許可して、ネットワーク
トラフィックを制限します。次の例では、IAM ユーザーは指定されたセキュリティグループのみを使って
ファイルシステムにアクセスできます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AccessToLustreFileSystem",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678",
"sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro",
"sagemaker:FileSystemType": "FSxLustre",
"sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/fsx/sagemaker/xgboost/train"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"sagemaker:VpcSecurityGroupIds": [
"sg-12345678"
]
}
}
}
]

上記の例では、アルゴリズムを特定のファイルシステムに制限できますが、アルゴリズムがユーザー空間
クライアントを使用してそのファイルシステム内のディレクトリにアクセスするのを防ぐことはできませ
ん。この問題を解消するには、以下を実行します。
• IAM ユーザーのアクセスを信頼するデータのみがファイルシステムに含まれていることを確認する
• 承認された ECR リポジトリのアルゴリズムを使ってトレーニングジョブを起動できる IAM ユーザーを
制限する IAM ロールを作成します。
SageMaker で IAM ロールを使う方法については、「SageMaker ロール」を参照してください。
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トレーニングを特定の VPC に制限する
Amazon VPC 内からトレーニングジョブを作成する AWS ユーザーを制限します。VPC 内でトレーニング
ジョブが作成されると、VPC フローログを使用して、トレーニングクラスターとの間のトラフィックをす
べてモニタリングすることができます。VPC フローログの使用方法については、Amazon Virtual Private
Cloud ユーザーガイドの「VPC フローログ」を参照してください。
次のポリシーでは、IAM ユーザーが VPC 内から CreateTrainingJob を呼び出すことによってトレーニ
ングジョブを作成するよう強制します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowFromVpc",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"sagemaker:VpcSubnets": ["subnet-a1234"],
"sagemaker:VpcSecurityGroupIds": ["sg12345", "sg-67890"]
},
"Null": {
"sagemaker:VpcSubnets": "false",
"sagemaker:VpcSecurityGroupIds": "false"
}
}
}
]

Ground Truth ラベリングジョブおよび Amazon A2I ヒューマンレビューワークフ
ローのワークフォースタイプへのアクセスを制限する
Amazon SageMaker Ground Truth と Amazon Augmented AI ワークチームは、パブリック (Amazon
Mechanical Turk を使用)、プライベート、ベンダーの 3 つのワークフォースタイプのいずれかに分類
されます。これらのタイプのいずれかまたは作業チームの ARN を使って、特定の作業チームへの IAM
ユーザーアクセスを制限するには、sagemaker:WorkteamType および sagemaker:WorkteamArn
条件キーのいずれかまたは両方を使用します。sagemaker:WorkteamType 条件キーには、文字列条
件演算子を使用します。sagemaker:WorkteamArn 条件キーには、Amazon リソースネーム (ARN)
条件演算子を使用します。ユーザーが制限された作業チームでラベリングジョブを作成しようとする
と、SageMaker からアクセス拒否エラーが返されます。
以下のポリシーは、sagemaker:WorkteamType および sagemaker:WorkteamArn 条件キーを適切な
条件演算子および有効な条件値と共に使用するさまざまな方法を示しています。
以下の例では、sagemaker:WorkteamType 条件キーと StringEquals 条件演算子を使用して、
パブリック作業チームへのアクセスを制限しています。条件値の形式は workforcetype-crowd で
す。workforcetype は public、private、または vendor に置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
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}

]

}

"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:WorkteamType": "public-crowd"
}
}

以下のポリシーは、sagemaker:WorkteamArn 条件キーを使用してパブリック作業チームへのアクセ
スを制限する方法を示しています。最初の例は、その条件キーを作業チーム ARN の有効な IAM regexvariant および ArnLike 条件演算子と共に使う方法を示しています。2 番目の例は、その条件キーを
ArnEquals 条件演算子および作業チーム ARN と共に使用する方法を示しています。
{

*"

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/public-crowd/

]

}

}

}

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:uswest-2:394669845002:workteam/public-crowd/default"
}
}
}
]
}

入力データの暗号化を強制する
次のポリシーでは、sagemaker:VolumeKmsKey 条件キーを使用してトレーニング、ハイパーパラメー
タの調整、ラベリングのジョブを作成するときに、入力データの暗号化用の AWS KMS キーを指定できる
IAM ユーザーを制限します。
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [
{
"Sid": "EnforceEncryption",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:CreateLabelingJob",
"sagemaker:CreateFlowDefiniton"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"sagemaker:VolumeKmsKey": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
}
}
}

]

ノートブックインスタンスストレージボリュームの暗号化を強制する
次のポリシーでは、sagemaker:VolumeKmsKey 条件キーを使用してノートブックインスタンスを作成ま
たは更新するときに、アタッチされたストレージボリュームを暗号化する AWS KMS キーを指定するよう
IAM ユーザーに強制します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceEncryption",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateNotebookInstance"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"sagemaker:VolumeKmsKey": "*key/volume-kms-key-12345"
}
}
}
]

トレーニングジョブのネットワークの隔離を強制する
次のポリシーでは、sagemaker:NetworkIsolation 条件キーを使ってトレーニングジョブを作成する
ときに、ネットワーク隔離を可能にする IAM ユーザーを制限します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceIsolation",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"

3288

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
アイデンティティベースのポリシーの例

}

}

]

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"sagemaker:NetworkIsolation": "true"
}
}

トレーニングジョブに特定のインスタンスタイプを強制する
次のポリシーでは、sagemaker:InstanceTypes 条件キーを使ってトレーニングジョブを作成するとき
に、特定のインスタンスタイプを使うよう IAM ユーザーに強制します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceInstanceType",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"sagemaker:InstanceTypes": ["ml.c5.*"]
}
}
}
]

トレーニングジョブに特定の EI アクセラレーターを強制する
次のポリシーでは、ノートブックインスタンスを作成または更新した
り、sagemaker:AcceleratorTypes 条件キーを使ってエンドポイント設定を作成したりするときに、
特定の Elastic Inference (EI) アクセラレーター (提供されている場合) の使用を IAM ユーザーに制限しま
す。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceAcceleratorType",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateNotebookInstance",
"sagemaker:UpdateNotebookInstance",
"sagemaker:CreateEndpointConfig"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"sagemaker:AcceleratorTypes": ["ml.eia1.medium"]
}
}
}
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}

]

ノートブックインスタンスを作成するためにインターネットアクセスとルートア
クセスを無効にする
ノートブックインスタンスへのインターネットアクセスとルートアクセスのいずれも無効にすることで、
それらの安全性を高めることができます。ノートブックインスタンスへのルートアクセスのコントロール
については、「SageMaker ノートブックインスタンスへのルートアクセスを制御する (p. 3259)」を参照
してください。ノートブックインスタンスのインターネットアクセスの無効化については、「VPC 内の
ノートブックインスタンスを外部リソースに接続する (p. 3401)」を参照してください。
次のポリシーでは、インスタンスの作成時にネットワークアクセスを無効にしたり、ノートブックインス
タンスの作成時や更新時にルートアクセスを無効にしたりするよう IAM ユーザーに要求します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "LockDownCreateNotebookInstance",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateNotebookInstance"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:DirectInternetAccess": "Disabled",
"sagemaker:RootAccess": "Disabled"
},
"Null": {
"sagemaker:VpcSubnets": "false",
"sagemaker:VpcSecurityGroupIds": "false"
}
}
},
{
"Sid": "LockDownUpdateNotebookInstance",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:UpdateNotebookInstance"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:RootAccess": "Disabled"
}
}
}
]

アイデンティティベースのポリシーを使って SageMaker API へ
のアクセスを制御する
SageMaker API コール、SageMaker でホストされたエンドポイントへのコールへのアクセスを制御する
には、アイデンティティベースの IAM ポリシーを使用します。
トピック
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• VPC 内からの呼び出しに対する SageMaker API およびランタイムへのアクセスを制限する (p. 3291)

VPC 内からの呼び出しに対する SageMaker API およびランタイムへのアクセス
を制限する
VPC 内にインターフェイスエンドポイントを設定した場合でも、VPC 外のユーザーは、インターネット
経由で SageMaker API およびランタイムに接続できます。ただし、VPC 内から受信するコールへのアク
セスを制限する IAM ポリシーを、SageMaker リソースへのアクセス権を持つすべてのユーザーおよびグ
ループにアタッチする場合を除きます。SageMaker API およびランタイムの VPC インターフェイスエ
ンドポイントの作成については、「VPC インターフェイスエンドポイント経由で SageMaker に接続す
る (p. 3403)」を参照してください。

Important
次のいずれかに似た IAM ポリシーを適用すると、ユーザーは指定された SageMaker API にコン
ソールからアクセスできなくなります。
VPC 内からの接続のみにアクセスを制限するには、VPC 内からの呼び出しのみにアクセスを制限する
AWS Identity and Access Management ポリシーを作成します。次に、SageMaker API またはランタイム
へのアクセスに使用されるすべての AWS Identity and Access Management ユーザー、グループ、ロール
にそのポリシーを追加します。

Note
このポリシーでは、インターフェイスのエンドポイントを作成したサブネット内の発信者にのみ
接続を許可します。
{

}

"Id": "api-example-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnableAPIAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
}
}
}
]

インターフェイスエンドポイントを使用して行われたコールにのみ API へのアクセスを制限するに
は、aws:SourceVpc ではなく、aws:SourceVpce 条件キーを使用します。
{

"Id": "api-example-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnableAPIAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl"
],
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}

]

}

"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:sourceVpce": [
"vpce-111bbccc",
"vpce-111bbddd"
]
}
}

IP アドレスによる SageMaker API およびランタイムコールへの
アクセスの制限
指定したリスト内の IP アドレスからのみ SageMaker API コールおよびランタイムの呼び出しへのアクセ
スを許可するには、API へのアクセスを拒否する IAM ポリシーをアタッチします。ただし、API やランタ
イムにアクセスするために使用されるすべての AWS Identity and Access Management ユーザー、グルー
プ、ロールに対する呼び出しが、リスト内の IP アドレスから行われた場合を除きます。IAM ポリシーの作
成の詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」
を参照してください。API コールにアクセスする IP アドレスのリストを指定するには、IpAddress 条件
演算子と aws:SourceIP 条件コンテキストキーを使用します。IAM 条件演算子の詳細については、AWS
Identity and Access Management ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子」を参照
してください。IAM 条件コンテキストキーの詳細については、「AWS グローバル条件コンテキストキー」
を参照してください。
たとえば、次のポリシーでは、192.0.2.0 - 192.0.2.255 および 203.0.113.0 - 203.0.113.255 の
範囲の IP アドレスからのみ、CreateTrainingJob へのアクセスが許可されます。
{

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

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:CreateTrainingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
}

IPアドレスでノートブックインスタンスへのアクセスを制限する
指定したリスト内の IP アドレスからのみノートブックインスタンスへのアクセスを許可するに
は、CreatePresignedNotebookInstanceUrl へのアクセスを拒否する IAM ポリシーをアタッチしま
す。ただし、リスト内の IP アドレスから、ノートブックインスタンスへのアクセスに使用する各 AWS
Identity and Access Management ユーザー、グループ、またはロールを呼び出す場合を除きます。IAM
ポリシーの作成の詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「IAM ポリ
シーの作成」を参照してください。ノートブックインスタンスにアクセスする IP アドレスのリストを指定
するには、IpAddress 条件演算子と aws:SourceIP 条件コンテキストキーを使用します。IAM 条件演算
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子の詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーエレ
メント: 条件演算子」を参照してください。IAM 条件コンテキストキーの詳細については、「AWS グロー
バル条件コンテキストキー」を参照してください。
たとえば、次のポリシーでは、192.0.2.0 - 192.0.2.255 および 203.0.113.0 - 203.0.113.255 の
範囲の IP アドレスからのみノートブックインスタンスへのアクセスが許可されます。
{

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

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
}

ポリシーは、CreatePresignedNotebookInstanceUrl への呼び出しと、呼び出しが返す URL の両方
へのアクセスを制限します。また、このポリシーでは、コンソールでノートブックインスタンスを開く操
作が制限され、ノートブックインスタンスへの接続を試みるすべての HTTP リクエストおよび WebSocket
フレームに適用されます。

Note
この方法を使って IP アドレスでフィルタリングする方法は、VPC インターフェイスエンドポイ
ントを介して SageMaker に接続するときには互換性がありません。VPC インターフェイスエン
ドポイントを介して接続するときにノートブックインスタンスへのアクセスを制限する方法につ
いては、「VPC インターフェイスエンドポイントを介してノートブックインスタンスに接続す
る (p. 3409)」を参照してください。

タグにより SageMaker リソースへのアクセスを制御する
SageMaker リソースのグループへのアクセスを制御するには、タグをリソースにアタッチし、IAM ポリ
シーで ResourceTag 条件を指定します。

Note
タグベースのポリシーでは、以下の API コールは制限されません。
• 画像バージョンを削除
• 画像バージョンについて説明してください
• ListAlgorithms
• ListCodeRepositories
• ListCompilationJobs
• ListEndpointConfigs
• ListEndpoints
• ListFlowDefinitions
• ListHumanTaskUis
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• ListHyperparameterTuningJobs
• ListLabelingJobs
• ListLabelingJobsForWorkteam
• ListModelPackages
• ListModels
• ListNotebookInstanceLifecycleConfigs
• ListNotebookInstances
• ListSubscribedWorkteams
• ListTags
• ListProcessingJobs
• ListTrainingJobs
• ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob
• ListTransformJobs
• ListWorkteams
• 検索
例えば、AWS アカウントで DevTeam1 および DevTeam2 という 2 つの異なる IAM グループを定義した
とします。また、10 個のノートブックインスタンスを作成し、そのうちの 5 個を 1 つのプロジェクトに
使用して、残りの 5 個を別のプロジェクトに使用するとします。DevTeam1 のメンバーには、最初のプロ
ジェクトに使用されるノートブックインスタンスの API コールの実行を許可し、DevTeam2 のメンバーに
は、2 番目のプロジェクトに使用されるノートブックインスタンスの API コールの実効を許可します。

API コールへのアクセスをコントロールするには (例)
1.

最初のプロジェクトに使用されるノートブックインスタンスに、キーが Project、値が A であるタ
グを追加します。SageMaker リソースへのタグの追加については、「AddTags」を参照してくださ
い。

2.

2 番目のプロジェクトに使用されるノートブックインスタンスに、キーが Project、値が B であるタ
グを追加します。

3.

2 番目のプロジェクトで使用されるノートブックインスタンスへのアクセスを拒否する
ResourceTag 条件を含む IAM ポリシーを作成し、そのポリシーを DevTeam1 にアタッチします。
以下は、キーが Project、値が B であるタグを持つノートブックインスタンスに対するすべての API
コールを拒否するポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:*",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:ResourceTag/Project": "B"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
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"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:DeleteTags"

}

]

}

],
"Resource": "*"

IAM ポリシーを作成して ID にアタッチする方法については、AWS Identity and Access Management
ユーザーガイドの「ポリシーを使用したアクセス制御」を参照してください。
4.

最初のプロジェクトで使用されるノートブックインスタンスへのアクセスを拒否する ResourceTag
条件を含む IAM ポリシーを作成し、そのポリシーを DevTeam2 にアタッチします。以下は、キーが
Project、値が A であるタグを持つノートブックインスタンスに対するすべての API コールを拒否す
るポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:*",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:ResourceTag/Project": "A"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:DeleteTags"
],
"Resource": "*"
}
]

API コールにタグの有無を要求する
特定のタグまたは特定のタグ値の有無を要求するには、IAM ポリシーで RequestTag 条件キーを使用し
ます。例えば、IAM グループの任意のメンバーによって作成されたすべてのエンドポイントを、キーが
environment、値が dev であるタグを使って作成する必要がある場合、次のようにポリシーを作成しま
す。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:CreateEndpoint",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
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}

]

}

}

}

"aws:RequestTag/environment": "dev"

サービス間の混乱した代理の防止
「混乱した代理」問題は、アクションを実行するためのアクセス許可を持たないエンティティが、より
特権のあるエンティティにアクションの実行を強制できてしまう場合に生じる、セキュリティ上の問題で
す。AWS では、サービス間でのなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス
間でのなりすましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を
呼び出すときに発生する可能性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可さ
れるべきではない方法でその許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作さ
れる場合があります。これを防ぐため、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与された
サービスプリンシパルですべてのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。
一般的なガイダンスを読むか、特定の SageMaker 機能の例を参照してください。
トピック
• グローバル条件キーでアクセス許可を制限する (p. 3296)
• SageMaker Edge Manager (p. 3297)
• SageMaker イメージ (p. 3297)
• SageMaker MXNet 推論 (p. 3298)
• SageMaker バッチ変換 (p. 3298)
• SageMaker (p. 3299)
• SageMaker Neo (p. 3299)
• SageMaker Pipelines (p. 3300)
• SageMaker 処理ジョブの例 (p. 3300)
• SageMaker Studio (p. 3301)
• SageMaker トレーニング (p. 3301)

グローバル条件キーでアクセス許可を制限する
リソースポリシー内で aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件キーを使用し
て、Amazon SageMaker が別のサービスに付与する、リソースへのアクセス許可を制限することをお勧
めします。両方のグローバル条件キーを使用し、aws:SourceArn 値にアカウント ID が含まれている場
合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値内のアカウントは、同じポリシーステートメントで
使用するときに、同じアカウント ID を使用する必要があります。クロスサービスのアクセスにリソースを
1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。クロスサービスが使用できるように、ア
カウント内の任意のリソースを関連づけたい場合は、aws:SourceAccount を使用します。
混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定して
aws:SourceArn グローバル条件キーを使用することです。リソースの完全な ARN が不明な場合や、複
数のリソースを指定する場合は、ARN の不明部分をワイルドカード (*) に置き換えて aws:SourceArn グ
ローバル条件キーを使用します。例えば、arn:aws:sagemaker:*:123456789012:* です。
次の例は、SageMaker で aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件キーを使用し
て、混乱した代理問題を防止する方法を示しています。
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
# Specify an action and resource policy for another service
"Action": "service:ActionName",
"Resource": [
"arn:aws:service:::ResourceName/*"
],
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:region:123456789012:*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
}
}
}

SageMaker Edge Manager
次の例は、us-west-2 リージョンでアカウント番号 123456789012 によって作成された SageMaker
Edge Manager でのサービス間の混乱した代理問題を防止するために、aws:SourceArn グローバル条件
キーを使用する方法を示しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
}
}
}

このテンプレート内の aws:SourceArn を特定のパッケージジョブの完全な ARN に置き換えることで、
アクセス許可をさらに制限できます。

SageMaker イメージ
次の例は、SageMaker で aws:SourceArn および のグローバル条件キーを使用して、混乱した代理問題
を防止する方法を示しています。ImageImageVersionこのテンプレートはまたはと共に使用してくださ
い。この例では、アカウント番号 123456789012ImageVersion のレコード ARN を使用しています。
アカウント番号は aws:SourceArn 値の一部であるため、aws:SourceAccount 値を指定する必要はあ
りません。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
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}

}

}

}

"aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:us-west-2:123456789012:image-version"

このテンプレート内の aws:SourceArn を特定のモデルやエンドポイントの完全な ARN に置き換えない
でください。ARN は上に指定した形式にする必要があります。partition プレースホルダは、パイプラ
インの実行場所に応じて、AWS 商用パーティション (aws) または中国パーティションの AWS (aws-cn)
を示します。同様に、ARN 内の region プレースホルダは、SageMaker Pipelines を利用できる任意の有
効なリージョンを示します。

SageMaker MXNet 推論
次の例は、SageMaker のリアルタイム、サーバーレス、および非同期の推論におけるサービス間の混乱し
た代理問題を防止するために、aws:SourceArn グローバル条件キーを使用する方法を示しています。ア
カウント番号は aws:SourceArn 値の一部であるため、aws:SourceAccount 値を指定する必要はあり
ません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
}
}
}

このテンプレート内の aws:SourceArn を特定のモデルやエンドポイントの完全な ARN に置き換えない
でください。ARN は上に指定した形式にする必要があります。ARN テンプレート内のアスタリスクはワ
イルドカードではないため、変更しないでください。

SageMaker バッチ変換
次の例は、us-west-2 リージョンでアカウント番号 123456789012 によって作成された SageMaker Neo
のトレーニングジョブにおけるサービス間の混乱した代理問題を防止するために、 グローバル条件キーを
使用する方法を示しています。アカウント番号は ARN に含まれているため、aws:SourceAccount 値を
指定する必要はありません。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:transform-job/*"
}
}
}
]
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このテンプレート内の aws:SourceArn を特定のトレーニングジョブの完全な ARN に置き換えること
で、アクセス許可をさらに制限できます。

SageMaker
次の例は、us-west-2 リージョンでアカウント番号 123456789012 によって作成された
SageMaker Marketplace でのサービス間の混乱した代理問題を防止するために、aws:SourceArn
グローバル条件キーを使用する方法を示しています。アカウント番号は ARN に含まれているた
め、aws:SourceAccount 値を指定する必要はありません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
}
}
}
]

このテンプレート内の aws:SourceArn を特定のアルゴリズムやモデルパッケージの完全な ARN に置
き換えないでください。ARN は上に指定した形式にする必要があります。ARN テンプレート内のアスタ
リスクはワイルドカードであり、検証ステップからのすべてのトレーニングジョブ、モデル、バッチ変換
ジョブに加えて、SageMaker Marketplace に公開されたアルゴリズムとモデルパッケージをカバーしま
す。

SageMaker Neo
次の例は、us-west-2 リージョンでアカウント番号 123456789012 によって作成された SageMaker
Neo のコンパイルジョブにおけるサービス間の混乱した代理問題を防止するために、aws:SourceArn
グローバル条件キーを使用する方法を示しています。アカウント番号は ARN に含まれているた
め、aws:SourceAccount 値を指定する必要はありません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:compilation-job/*"
}
}
}
]
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このテンプレート内の aws:SourceArn を特定のコンパイルジョブの完全な ARN に置き換えることで、
アクセス許可をさらに制限できます。

SageMaker Pipelines
次の例は、1 つ以上のパイプラインのパイプライン実行レコードを使用する SageMaker Pipelines での
サービス間の混乱した代理問題を防止するために、aws:SourceArn グローバル条件キーを使用する方法
を示しています。アカウント番号は ARN に含まれているため、aws:SourceAccount 値を指定する必要
はありません。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:region:123456789012:pipeline/
mypipeline/*"
}
}
}
]
}

このテンプレート内の aws:SourceArn を特定のパイプライン実行の完全な ARN に置き換えないでくだ
さい。ARN は上に指定した形式にする必要があります。partition プレースホルダは、パイプラインの
実行場所に応じて、AWS 商用パーティション (aws) または中国パーティションの AWS (aws-cn) を示し
ます。同様に、ARN 内の region プレースホルダは、SageMaker Pipelines を利用できる任意の有効な
リージョンを示します。
ARN テンプレートのアスタリスクはワイルドカードであり、mypipeline という名前のパイプラインの
すべてのパイプライン実行をカバーします。特定のパイプラインではなく、123456789012 アカウント
内のすべてのパイプラインに対して AssumeRole アクセス許可を付与する場合は、aws:SourceArn が
arn:aws:sagemaker:*:123456789012:pipeline/* になります。

SageMaker 処理ジョブの例
次の例は、us-west-2 リージョンでアカウント番号 123456789012 によって作成された SageMaker
の処理ジョブにおけるサービス間の混乱した代理問題を防止するために、aws:SourceArn グ
ローバル条件キーを使用する方法を示しています。アカウント番号は ARN に含まれているた
め、aws:SourceAccount 値を指定する必要はありません。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:processing-job/*"
}
}
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}

]

}

このテンプレート内の aws:SourceArn を特定の処理ジョブの完全な ARN に置き換えることで、アクセ
ス許可をさらに制限できます。

SageMaker Studio
次の例は、us-west-2 リージョンでアカウント番号 123456789012 によって作成された SageMaker
Studio でのサービス間の混乱した代理問題を防止するために、aws:SourceArn グローバル条
件キーを使用する方法を示しています。アカウント番号は aws:SourceArn 値の一部であるた
め、aws:SourceAccount 値を指定する必要はありません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
}
}
}
]

このテンプレート内の aws:SourceArn を Studio の特定のアプリケーション、ユーザープロファイル、
またはドメインの完全な ARN に置き換えないでください。ARN は、前の例で指定した形式にする必要が
あります。ARN テンプレート内のアスタリスクはワイルドカードではないため、変更しないでください。

SageMaker トレーニング
次の例は、us-west-2 リージョンでアカウント番号 123456789012 によって作成された SageMaker
Neo のトレーニングジョブにおけるサービス間の混乱した代理問題を防止するために、aws:SourceArn
グローバル条件キーを使用する方法を示しています。アカウント番号は ARN に含まれているた
め、aws:SourceAccount 値を指定する必要はありません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:training-job/*"
}
}
}
]
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このテンプレート内の aws:SourceArn を特定のトレーニングジョブの完全な ARN に置き換えること
で、アクセス許可をさらに制限できます。
次回の予定
実行ロールの管理の詳細については、「SageMaker ロール」を参照してください。

SageMaker ロール
マネージド型サービスである Amazon SageMaker は、SageMaker によって管理される AWS ハードウェ
アでユーザーに代わってオペレーションを実行します。SageMaker は、ユーザーが許可するオペレーショ
ンのみを実行できます。
SageMaker ユーザーは、これらのアクセス許可を IAM ロールで付与できます (これを実行ロールと呼びま
す)。
ローカルで使用可能な実行ロールを作成して使用するには、以下の手順を使用します。

実行ロールを取得する
IAM 実行ロールは、以下の方法で探すことができます。
ノートブックから
SageMaker で (SageMaker コンソールまたは SageMaker Studio から) ノートブックを実行するときは、
以下のコードを使用して実行ロールにアクセスできます。
sagemaker_session = sagemaker.Session()
role = sagemaker.get_execution_role()

Note
実行ロールは、SageMaker 内でノートブックを実行している場合にのみ使用できま
す。SageMaker にないノートブックで get_execution_role を実行すると、「リージョン」
エラーが表示されます。
SageMaker コンソールから
[Notebook] (ノートブック) > [Notebook instances] (ノートブックインスタンス) で、ノートブックを選択し
ます。ARN は [Permissions and encryption] (アクセス許可と暗号化) セクションにあります。

実行ロールを作成する
以下の手順を実行して、IAM 管理ポリシー AmazonSageMakerFullAccess をアタッチした実行ロールを
作成します。詳細なアクセス許可が必要なユースケースの場合は、このページの他のセクションを使用し
て、ビジネスニーズを満たす実行ロールを作成します。

Important
以下の手順で使用されている IAM 管理ポリシー AmazonSageMakerFullAccess では、名前
に SageMaker、Sagemaker、sagemaker、aws-glue を持つ特定の Amazon S3 アクション
をバケットまたはオブジェクトで実行するアクセス許可のみが実行ロールに付与されます。実行
ロールにポリシーを追加して、他の Amazon S3 バケットやオブジェクトへのアクセス権を付与
する方法については、「SageMaker 実行ロールにその他の Amazon S3 アクセス許可を追加す
る (p. 3303)」を参照してください。

新規ロールを作成するには
1.
2.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
[Roles] (ロール) 、[Create role] (ロールの作成) の順に選択します。
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3.

[SageMaker] を選択します。

4.

[Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選択します。

5.

IAM 管理ポリシー AmazonSageMakerFullAccess は、このロールに自動的にアタッチされます。こ
のポリシーに含まれるアクセス許可を表示するには、ポリシー名の横にある横向きの矢印を選択しま
す。[Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。

6.

(オプション) タグを追加し、[Next: Review] (次へ: 確認) を選択します。

7.

[Role name] (ロール名) のテキストフィールドでロールに名前を付け、[Create role] (ロールの作成) を
選択します。

8.

IAM コンソールの [Roles] (ロール) セクションで、先ほど作成したロールを選択します。必要に応じ
て、テキストボックスを使用し、手順 7 で入力したロール名を使ってロールを検索します。

9.

ロールの概要ページにある ARN を書き留めておきます。

ロールの既知の ARN を使用すると、ノートブックをローカルまたは SageMaker で実行するときに、プロ
グラムを使用してロールをチェックできます。RoleName は、既知の ARN に置き換えます。
try:

role = sagemaker.get_execution_role()
except ValueError:
iam = boto3.client('iam')
role = iam.get_role(RoleName='AmazonSageMaker-ExecutionRole-20201200T100000')['Role']
['Arn']

SageMaker 実行ロールにその他の Amazon S3 アクセス許可を追加する
Amazon S3 のリソース (入力データなど) で SageMaker 機能を使用する場合、これらのリソースにアクセ
スする際には、リクエストで指定した実行ロール (CreateTrainingJob など) が使用されます。
IAM 管理ポリシー AmazonSageMakerFullAccess を実行ロールにアタッチすると、そのロールには、名
前に SageMaker、Sagemaker、sagemaker、aws-glue を持つ特定の Amazon S3 アクションをバケッ
トやオブジェクトで実行するためのアクセス許可が付与されます。また、Amazon S3 リソースで以下のア
クションを実行するアクセス許可が付与されます。
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors"

Amazon S3 の 1 つ以上の特定のバケットにアクセスするためのアクセス許可を実行ロー
ルに付与するには、以下のようなポリシーをロールにアタッチします。このポリシー
は、AmazonSageMakerFullAccess が許可するすべてのアクションを実行するアクセス許可を IAM ロー
ルに付与しますが、アクセスはバケット DOC-EXAMPLE-BUCKET1 と DOC-EXAMPLE-BUCKET2 に制限さ
れます。機能に必要な Amazon S3 アクセス許可の詳細については、使用する特定の SageMaker 機能のセ
キュリティドキュメントを参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload"
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},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2"
]

ロールを渡す
サービス間でのロールの受け渡しなどのアクションは、SageMaker 内の一般的な機能です。詳細について
は、IAM ユーザーガイド「SageMaker のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

ロール (iam:PassRole) は、以下の API コールを行う際に渡しま
す。CreateAutoMLJob、CreateCompilationJob、CreateDomain、CreateFlowDefiniton、CreateHyperPar
ロールを引き受ける SageMaker にプリンシパルアクセス許可を付与する IAM ロールに次の信頼ポリシー
をアタッチします。これはすべての実行ロールに対して同じです。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

ロールに付与する必要があるアクセス許可は、呼び出す API によって異なります。以下のセクションで
は、これらのアクセス許可について説明します。

Note
アクセス許可ポリシーを作成してアクセス許可を管理する代わりに、AWS 管理
AmazonSageMakerFullAccess アクセス許可ポリシーを使用できます。SageMaker で実行する
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可能性のあるすべてのアクションに対応できるように、このポリシーのアクセス許可範囲は広く
なっています。多くのアクセス許可を付与する理由に関する情報を含むポリシーのリストについ
ては、「AWS マネージドポリシー: AmazonSageMakerFullAccess (p. 3338)」を参照してくださ
い。カスタムポリシーを作成してアクセス許可を管理し、実行ロールで実行する必要があるアク
ションにのみアクセス許可を適用する場合は、以下のトピックを参照してください。

Important
問題が発生した場合は、「」を参照してくださいAmazon SageMaker のアイデンティティとアク
セスのトラブルシューティング (p. 3394)。
IAM ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロール」を参照してください。
トピック
• CreateAutoMLJob API: 実行ロールアクセス許可 (p. 3305)
• CreateDomain API: 実行ロールアクセス許可 (p. 3307)
• CreateImage API と UpdateImage API: 実行ロールアクセス許可 (p. 3307)
• CreateNotebookInstance API: 実行ロールアクセス許可 (p. 3308)
• CreateHyperParameterTuningJob API: 実行ロールアクセス許可 (p. 3311)
• CreateProcessingJob API: 実行ロールのアクセス許可 (p. 3313)
• CreateTrainingJob API: 実行ロールアクセス許可 (p. 3315)
• CreateModel API: 実行ロールアクセス許可 (p. 3318)

CreateAutoMLJob API: 実行ロールアクセス許可
CreateAutoMLJob API リクエストで渡すことのできる実行ロールについては、次の最小アクセス許可ポ
リシーをロールにアタッチできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:InvokeEndpoint",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:DeleteModel",
"sagemaker:DeleteEndpointConfig",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
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"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"

}

]

}

],
"Resource": "*"

AutoML ジョブにプライベート VPC を指定する場合、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
]

入力が AWS KMS で管理されたキー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化で暗号化されている場
合、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
]

AutoML ジョブの出力設定に KMS キーを指定する場合、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt"
]

AutoML ジョブのリソース設定にボリューム KMS キーを指定する場合、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant"
]
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CreateDomain API: 実行ロールアクセス許可
KmsKeyId カスタマーマネージドキーを API リクエストの として渡す際には、AWS KMS ドメインの
実行ロールと IAM ドメインのユーザー/実行ロールに、以下のアクセス許可が必要です。アクセス許可
は、CreateApp API コールの際に適用されます。
CreateDomain API リクエストで渡すことのできる実行ロールについては、次のアクセス許可ポリシーを
ロールにアタッチできます。
{

}

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

また、アクセス許可が KMS ポリシーで指定されている場合は、以下のポリシーをロールにアタッチでき
ます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::account-id:role/ExecutionRole"
]
},
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
}
]

CreateImage API と UpdateImage API: 実行ロールアクセス許可
CreateImage または UpdateImage API リクエストで渡すことのできる実行ロールについては、以下の
アクセス許可ポリシーをロールにアタッチできます。
{

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

3307

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
SageMaker ロール
},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}

CreateNotebookInstance API: 実行ロールアクセス許可
CreateNotebookInstance API を呼び出すために実行ロールに付与されるアクセス許可は、ノート
ブックインスタンスで行う予定の作業によって異なります。これを使用して SageMaker API を呼び出
し、CreateTrainingJob および CreateModel API を呼び出すときに同じロールを渡すことを計画して
いる場合は、以下のアクセス許可ポリシーをロールにアタッチします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:SetRepositoryPolicy",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:BatchDeleteImage",
"ecr:UploadLayerPart",
"ecr:DeleteRepositoryPolicy",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:DeleteRepository",
"ecr:PutImage",
"ecr:CreateRepository",
"cloudwatch:PutMetricData",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:GetLogEvents",
"s3:CreateBucket",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"robomaker:CreateSimulationApplication",
"robomaker:DescribeSimulationApplication",
"robomaker:DeleteSimulationApplication",
"robomaker:CreateSimulationJob",
"robomaker:DescribeSimulationJob",
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"robomaker:CancelSimulationJob",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DescribeRouteTables",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:GitPull",
"codecommit:GitPush"
],
"Resource": [
"arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}

アクセス許可を絞り込むには、次のように "Resource": "*" を制限することで、アクセス許可を特定の
Amazon S3 リソースや Amazon ECR リソースに限定します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:GetLogEvents"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
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},
{

},
{

},
{

}

]

}

}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket/object1",
"arn:aws:s3:::outputbucket/path",
"arn:aws:s3:::inputbucket/object2",
"arn:aws:s3:::inputbucket/object3"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:region::repository/my-repo1",
"arn:aws:ecr:region::repository/my-repo2",
"arn:aws:ecr:region::repository/my-repo3"
]

Amazon DynamoDB や Amazon Relational Database Service などの他のリソースにアクセスする場合は、
関連するアクセス許可をこのポリシーに追加します。
上記のポリシーでは、ポリシーの適用範囲を次のように指定します。
• s3:ListBucket アクセス許可の適用範囲
を、InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri リクエストで CreateTrainingJob
として指定した特定のバケットに設定します。
• s3:GetObject 、s3:PutObject、および s3:DeleteObject アクセス許可の範囲を次のように設定
します。
• CreateTrainingJob リクエストで指定する以下の値に範囲を設定します。
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri
OutputDataConfig.S3OutputPath
• CreateModel リクエストで指定する以下の値に範囲を設定します。
PrimaryContainer.ModelDataUrl
SuplementalContainers.ModelDataUrl
• ecr アクセス許可の範囲を次のように設定します。
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• AlgorithmSpecification.TrainingImage リクエストで指定する CreateTrainingJob 値に
範囲を設定します。
• PrimaryContainer.Image リクエストで指定する CreateModel 値に範囲を設定します。
cloudwatch および logs アクションは "*" リソースに適用できます。詳細については、Amazon
CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch リソースおよびオペレーション」を参照してください。

CreateHyperParameterTuningJob API: 実行ロールアクセス許可
CreateHyperParameterTuningJob API リクエストで渡すことのできる実行ロールについては、次のア
クセス許可ポリシーをロールにアタッチできます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "*"
}
]

"Resource": "*" を指定する代わりに、これらのアクセス許可の範囲を特定の Amazon S3 リソースお
よび Amazon ECR リソースに設定できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
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},
{

},
{

}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket/object",
"arn:aws:s3:::outputbucket/path"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo"

ハイパーパラメータチューニングジョブに関連付けられているトレーニングコンテナが、DynamoDB リ
ソースや Amazon RDS リソースなどの他のデータソースにアクセスする必要がある場合、このポリシーに
適切なアクセス許可を追加します。
上記のポリシーでは、ポリシーの適用範囲を次のように指定します。
• s3:ListBucket アクセス許可の範囲を、InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri
リクエストで CreateTrainingJob として指定した特定のバケットに設定します。
• s3:GetObject および s3:PutObject アクセス許可の範囲
を、CreateHyperParameterTuningJob リクエストの入力および出力データ設定で指定する次のオ
ブジェクトに設定します。
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri
OutputDataConfig.S3OutputPath
• Amazon ECR アクセス許可の範囲を、CreateHyperParameterTuningJob リクエストで指定するレ
ジストリパス (AlgorithmSpecification.TrainingImage) に設定します。
cloudwatch および logs アクションは "*" リソースに適用できます。詳細については、Amazon
CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch リソースおよびオペレーション」を参照してください。
ハイパーパラメータ調整ジョブにプライベート VPC を指定する場合は、次のアクセス許可を追加します。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
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}

]

"ec2:DescribeSecurityGroups"

入力が AWS KMS で管理されたキー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化で暗号化されている場
合、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
]

ハイパーパラメータの調整ジョブの出力設定に KMS キーを指定する場合は、次のアクセス許可を追加し
ます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt"
]

ハイパーパラメータの調整ジョブのリソース設定にボリューム KMS キーを指定する場合は、次のアクセ
ス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant"
]

CreateProcessingJob API: 実行ロールのアクセス許可
CreateProcessingJob API リクエストで渡すことのできる実行ロールについては、次のアクセス許可ポ
リシーをロールにアタッチできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
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}

]

}

"Resource": "*"

"Resource": "*" を指定する代わりに、これらのアクセス許可の範囲を特定の Amazon S3 リソースお
よび Amazon ECR リソースに設定できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket/object",
"arn:aws:s3:::outputbucket/path"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo"
}
]

CreateProcessingJob.AppSpecification.ImageUri が DynamoDB リソースや Amazon RDS リ
ソースなどの他のデータソースにアクセスする必要がある場合は、関連するアクセス許可をこのポリシー
に追加します。
上記のポリシーでは、ポリシーの適用範囲を次のように指定します。
• s3:ListBucket アクセス許可の範囲を、ProcessingInputs リクエストで
CreateProcessingJob として指定した特定のバケットに設定します。
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• s3:GetObject および s3:PutObject アクセス許可の範囲を、CreateProcessingJob リクエスト
の ProcessingInputs および ProcessingOutputConfig でダウンロードもしくはアップロードさ
れるオブジェクトに設定します。
• Amazon ECR アクセス許可の範囲を、CreateProcessingJob リクエストで指定するレジストリパス
(AppSpecification.ImageUri) に設定します。
cloudwatch および logs アクションは "*" リソースに適用できます。詳細については、Amazon
CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch リソースおよびオペレーション」を参照してください。
処理ジョブにプライベート VPC を指定する場合は、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
]

入力が AWS KMS で管理されたキー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化で暗号化されている場
合、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
]

処理ジョブの出力設定に KMS キーを指定する場合は、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt"
]

処理ジョブのリソース設定でボリューム KMS キーを指定する場合は、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant"
]

CreateTrainingJob API: 実行ロールアクセス許可
CreateTrainingJob API リクエストで渡すことのできる実行ロールについては、次のアクセス許可ポリ
シーをロールにアタッチできます。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "*"
}
]

"Resource": "*" を指定する代わりに、これらのアクセス許可の範囲を特定の Amazon S3 リソースお
よび Amazon ECR リソースに設定できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket/object",
"arn:aws:s3:::outputbucket/path"
]
},
{
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo"

CreateTrainingJob.AlgorithSpecifications.TrainingImage が DynamoDB リソースや
Amazon RDS リソースなどの他のデータソースにアクセスする必要がある場合は、関連するアクセス許可
をこのポリシーに追加します。
上記のポリシーでは、ポリシーの適用範囲を次のように指定します。
• s3:ListBucket アクセス許可の範囲を、InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri
リクエストで CreateTrainingJob として指定した特定のバケットに設定します。
• s3:GetObject および s3:PutObject アクセス許可の範囲を、CreateTrainingJob リクエストの
入力および出力データ設定で指定する次のオブジェクトに設定します。
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri
OutputDataConfig.S3OutputPath
• Amazon ECR アクセス許可の範囲を、CreateTrainingJob リクエストで指定するレジストリパス
(AlgorithmSpecification.TrainingImage) に設定します。
cloudwatch および logs アクションは "*" リソースに適用できます。詳細については、Amazon
CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch リソースおよびオペレーション」を参照してください。
トレーニングジョブにプライベート VPC を指定する場合は、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
]

入力が AWS KMS で管理されたキー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化で暗号化されている場
合、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
]

トレーニングジョブの出力設定に KMS キーを指定する場合は、次のアクセス許可を追加します。
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{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt"
]

トレーニングジョブのリソース設定にボリューム KMS キーを指定する場合は、次のアクセス許可を追加
します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant"
]

CreateModel API: 実行ロールアクセス許可
CreateModel API リクエストで渡すことのできる実行ロールについては、次のアクセス許可ポリシーを
ロールにアタッチできます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "*"
}
]

"Resource": "*" を指定する代わりに、これらのアクセス許可の範囲を特定の Amazon S3 リソースお
よび Amazon ECR リソースに設定できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
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},
{

},
{

}

]

}

"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket/object"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:region::repository/my-repo",
"arn:aws:ecr:region::repository/my-repo"
]

CreateModel.PrimaryContainer.Image が Amazon DynamoDB リソースや Amazon RDS リソース
などの他のデータソースにアクセスする必要がある場合は、関連するアクセス許可をこのポリシーに追加
します。
上記のポリシーでは、ポリシーの適用範囲を次のように指定します。
• S3 アクセス許可の範囲を、PrimaryContainer.ModelDataUrl リクエストの CreateModel で指定
するオブジェクトに設定します。
• Amazon ECR アクセス許可の範囲を、CreateModel リクエストで PrimaryContainer.Image およ
び SecondaryContainer.Image として指定する特定のレジストリパスに設定します。
cloudwatch および logs アクションは "*" リソースに適用できます。詳細については、Amazon
CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch リソースおよびオペレーション」を参照してください。
モデルにプライベート VPC を指定する場合は、次のアクセス許可を追加します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
]
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Amazon SageMaker API アクセス許可: アクション、
アクセス許可、リソースの参照
アクセス制御をセットアップし、IAM ID (ID ベースのポリシー) にアタッチできるアクセス許可ポリシー
を作成する場合は、次のをリファレンスとして使用します。このは、各 Amazon SageMaker API オペレー
ション、アクションを実行するためのアクセス許可を付与できる対応するアクション、およびアクセス許
可を付与できる AWS リソースを示しています。ポリシーの Action フィールドでアクションを指定し、
ポリシーの Resource フィールドでリソースの値を指定します。

Note
ListTags API を除いて、リソースレベルの制限は List- 呼び出しでは利用できませ
ん。List-API を呼び出すすべてのユーザーに、アカウント内のその種類のすべてのリソースが
表示されます。
Amazon SageMaker ポリシーで条件を表現するには、AWS 全体の条件キーを使用できます。AWS 全体の
キーの完全なリストについては、「IAM ユーザーガイド」の「使用可能なキー」を参照してください。

Amazon SageMaker API オペレーションおよびアクションで必要なアクセス許可
Amazon SageMaker API
オペレーション

必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

AddTags

sagemaker:AddTags

arn:aws:sagemaker:region:accountid:*

CreateApp

sagemaker:CreateApp

arn:aws:sagemaker:region:accountid:app/domain-id/userprofile-name/app-type/appName

CreateAppImageConfigsagemaker:CreateAppImageConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:app-imageconfig/appImageConfigName
CreateAutoMLJob

sagemaker:CreateAutoMLJob
iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:accountid:automl-job/autoMLJobName

以下のアクセス許可は、関連付けら
れた ResourceConfig に指定され
た VolumeKmsKeyId があり、関
連付けられたロールにこのアクショ
ンを許可するポリシーがない場合に
のみ必要です。
kms:CreateGrant
CreateDomain

sagemaker:CreateDomain
iam:CreateServiceLinkedRole

arn:aws:sagemaker:region:accountid:domain/domain-id

iam:PassRole
KmsKeyId に KMS カスタマーマ
ネージドキーが指定されている場合
に必要です。
elasticfilesystem:CreateFileSystem
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Amazon SageMaker API
オペレーション

必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

kms:CreateGrant
kms:Decrypt
kms:DescribeKey
kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText
RStudio をサポートするドメインの
作成に必要です。
sagemaker:CreateApp
CreateEndpoint

sagemaker:CreateEndpoint
kms:CreateGrant(関連付けら
れている EndPointConfig に
KmsKeyId が指定されている場合に
のみ必須)

arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName
arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpointconfig/endpointConfigName

CreateEndpointConfigsagemaker:CreateEndpointConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpointconfig/endpointConfigName
CreateFlowDefinitionsagemaker:CreateFlowDefinition
arn:aws:sagemaker:region:accountid:flowiam:PassRole
definition/flowDefinitionName
CreateHumanTaskUi

sagemaker:CreateHumanTaskUi

arn:aws:sagemaker:region:accountid:human-taskui/humanTaskUiName

CreateInferenceRecommendationsJob
sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:inference-recommendationsiam:PassRole
job/
inferenceRecommendationsJobName
次のアクセス許可は、暗号化キーを
指定する場合にのみ必要です。
kms:CreateGrant
kms:Decrypt
kms:DescribeKey
kms:GenerateDataKey
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Amazon SageMaker API
オペレーション

必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

CreateHyperParameterTuningJob
sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:hyper-parameter-tuningiam:PassRole
job/
hyperParameterTuningJobName
以下のアクセス許可は、関連付けら
れた ResourceConfig のいずれか
に指定された VolumeKmsKeyId
があり、関連付けられたロールにこ
のアクションを許可するポリシーが
ない場合にのみ必要です。
kms:CreateGrant
CreateImage

sagemaker:CreateImage
iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:accountid:image/*

CreateImageVersion

sagemaker:CreateImageVersion arn:aws:sagemaker:region:accountid:image-version/imageName/*

CreateLabelingJob

sagemaker:CreateLabelingJob
iam:PassRole

CreateModel

sagemaker:CreateModel
iam:PassRole

CreateModelPackage

arn:aws:sagemaker:region:accountid:labelingjob/labelingJobName
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model/modelName

sagemaker:CreateModelPackage arn:aws:sagemaker:region:accountid:modelpackage/modelPackageName

CreateModelPackageGroup
sagemaker:CreateModelPackageGroup
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
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Amazon SageMaker API
オペレーション

必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

CreateNotebookInstance
sagemaker:CreateNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookiam:PassRole
instance/notebookInstanceName
次のアクセス許可は、ノートブック
インスタンスに VPC を指定する場
合にのみ必要です。
ec2:CreateNetworkInterface
ec2:DescribeSecurityGroups
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
次のアクセス許可は、ノートブッ
クインスタンスに VPC と Elastic
Inference アクセラレーターを指定
する場合のみ必要です。
ec2:DescribeVpcEndpoints
次のアクセス許可は、暗号化キーを
指定する場合にのみ必要です。
kms:DescribeKey
kms:CreateGrant
次のアクセス許可は、プライベート
の Git リポジトリにアクセスするた
めに AWS Secrets Manager のシー
クレットを指定する場合にのみ必要
です。
secretsmanager:GetSecretValue
CreatePipeline

sagemaker:CreatePipeline
iam:PassRole

arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name
arn:awspartition:iam::accountid:role/role-name

CreatePresignedDomainUrl
sagemaker:CreatePresignedDomainUrl
arn:aws:sagemaker:region:accountid:app/domainid/userProfileName/*
CreatePresignedNotebookInstanceUrl
sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookinstance/notebookInstanceName
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Amazon SageMaker API
オペレーション

必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

CreateProcessingJob sagemaker:CreateProcessingJobarn:aws:sagemaker:region:accountid:processingiam:PassRole
job/processingJobName
kms:CreateGrant (関連付けられ
た ProcessingResources に指定
された VolumeKmsKeyId があり、
関連付けられたロールにこのアク
ションを許可するポリシーがない場
合にのみ必要)
CreateStudioLifecycleConfig
sagemaker:CreateStudioLifecycleConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:studio-lifecycle-config/.*
CreateTrainingJob

sagemaker:CreateTrainingJob
iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:accountid:trainingjob/trainingJobName

kms:CreateGrant (関連付けられ
た ResourceConfig に指定された
VolumeKmsKeyId があり、関連付
けられたロールにこのアクションを
許可するポリシーがない場合にのみ
必要)
CreateTransformJob

sagemaker:CreateTransformJob arn:aws:sagemaker:region:accountid:transformkms:CreateGrant (関連付けられ
job/transformJobName
た TransformResources に指定
された VolumeKmsKeyId があり、
関連付けられたロールにこのアク
ションを許可するポリシーがない場
合にのみ必要)

CreateUserProfile

sagemaker:CreateUserProfile
iam:PassRole

CreateWorkforce

sagemaker:CreateWorkforce
cognitoidp:DescribeUserPoolClient
cognito-idp:UpdateUserPool
cognitoidp:DescribeUserPool
cognitoidp:UpdateUserPoolClient
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Amazon SageMaker API
オペレーション

必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

CreateWorkteam

sagemaker:CreateWorkteam

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workteam/privatecrowd/work team name

cognitoidp:DescribeUserPoolClient
cognito-idp:UpdateUserPool
cognitoidp:DescribeUserPool
cognitoidp:UpdateUserPoolClient
DeleteApp

sagemaker:DeleteApp

arn:aws:sagemaker:region:accountid:app/domain-id/userprofile-name/app-type/appName

DeleteAppImageConfigsagemaker:DeleteAppImageConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:app-imageconfig/appImageConfigName
DeleteDomain

sagemaker:DeleteDomain

arn:aws:sagemaker:region:accountid:domain/domainId

DeleteEndpoint

sagemaker:DeleteEndpoint

arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName

DeleteEndpointConfigsagemaker:DeleteEndpointConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpointconfig/endpointConfigName
DeleteFlowDefinitionsagemaker:DeleteFlowDefinition
arn:aws:sagemaker:region:accountid:flowdefinition/flowDefinitionName
DeleteHumanLoop

sagemaker:DeleteHumanLoop

arn:aws:sagemaker:region:accountid:human-loop/humanLoopName

DeleteImage

sagemaker:DeleteImage

arn:aws:sagemaker:region:accountid:image/imageName

DeleteImageVersion

sagemaker:DeleteImageVersion arn:aws:sagemaker:region:accountid:imageversion/imageName/
versionNumber

DeleteModel

sagemaker:DeleteModel

DeleteModelPackage

sagemaker:DeleteModelPackage arn:aws:sagemaker:region:accountid:modelpackage/modelPackageName

arn:aws:sagemaker:region:accountid:model/modelName

DeleteModelPackageGroup
sagemaker:DeleteModelPackageGroup
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
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必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

DeleteModelPackageGroupPolicy
sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
DeleteNotebookInstance
sagemaker:DeleteNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebook次のアクセス許可は、ノートブック instance/notebookInstanceName
インスタンスに VPC を指定した場
合にのみ必要です。
ec2:DeleteNetworkInterface
次のアクセス許可は、ノートブック
インスタンスの作成時に暗号化キー
を指定した場合にのみ必要です。
kms:DescribeKey
DeletePipeline

sagemaker:DeletePipeline

arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name

DeleteTags

sagemaker:DeleteTags

arn:aws:sagemaker:region:accountid:*

DeleteUserProfile

sagemaker:DeleteUserProfile

arn:aws:sagemaker:region:accountid:user-profile/domainid/userProfileName

DeleteWorkforce

sagemaker:DeleteWorkforce

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workforce/*

DeleteWorkteam

sagemaker:DeleteWorkteam

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workteam/private-crowd/*

DescribeApp

sagemaker:DescribeApp

arn:aws:sagemaker:region:accountid:app/domain-id/userprofile-name/app-type/appName

DescribeAppImageConfig
sagemaker:DescribeAppImageConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:app-imageconfig/appImageConfigName
DescribeDomain

sagemaker:DescribeDomain

arn:aws:sagemaker:region:accountid:domain/domainId

DescribeEndpoint

sagemaker:DescribeEndpoint

arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName

DescribeEndpointConfig
sagemaker:DescribeEndpointConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpointconfig/endpointConfigName
DescribeFlowDefinition
sagemaker:DescribeFlowDefinition
arn:aws:sagemaker:region:accountid:flowdefinition/flowDefinitionName
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必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

DescribeHumanLoop

sagemaker:DescribeHumanLoop

arn:aws:sagemaker:region:accountid:human-loop/humanLoopName

DescribeHumanTaskUi sagemaker:DescribeHumanTaskUiarn:aws:sagemaker:region:accountid:human-taskui/humanTaskUiName
DescribeHyperParameterTuningJob
sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:hyper-parameter-tuningjob/hyperParameterTuningJob
DescribeImage

sagemaker:DescribeImage

arn:aws:sagemaker:region:accountid:image/imageName

DescribeImageVersionsagemaker:DescribeImageVersion
arn:aws:sagemaker:region:accountid:imageversion/imageName/
versionNumber
DescribeLabelingJob sagemaker:DescribeLabelingJobarn:aws:sagemaker:region:accountid:labelingjob/labelingJobName
DescribeModel

sagemaker:DescribeModel

arn:aws:sagemaker:region:accountid:model/modelName

DescribeModelPackagesagemaker:DescribeModelPackage
arn:aws:sagemaker:region:accountid:modelpackage/modelPackageName
DescribeModelPackageGroup
sagemaker:DescribeModelPackageGroup
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
DescribeNotebookInstance
sagemaker:DescribeNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookinstance/notebookInstanceName
DescribePipeline

sagemaker:DescribePipeline

arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name

DescribePipelineDefinitionForExecution
sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
DescribePipelineExecution
sagemaker:DescribePipelineExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
DescribeProcessingJob
sagemaker:DescribeProcessingJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:processingjob/processingjobname
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必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

DescribeSubscribedWorkteam
sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam
arn:aws:sagemaker:region:accountid:workteam/vendor-crowd/*
awsmarketplace:ViewSubscriptions
DescribeTrainingJob sagemaker:DescribeTrainingJobarn:aws:sagemaker:region:accountid:trainingjob/trainingjobname
DescribeTransformJobsagemaker:DescribeTransformJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:transformjob/transformjobname
DescribeUserProfile sagemaker:DescribeUserProfilearn:aws:sagemaker:region:accountid:user-profile/domainid/userProfileName
DescribeWorkforce

sagemaker:DescribeWorkforce

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workforce/*

DescribeWorkteam

sagemaker:DescribeWorkteam

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workteam/private-crowd/*

GetModelPackageGroupPolicy
sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
InvokeEndpoint

sagemaker:InvokeEndpoint

arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName

ListAppImageConfigs sagemaker:ListAppImageConfigsarn:aws:sagemaker:region:accountid:app-image-config/*
ListApps

sagemaker:ListApps

arn:aws:sagemaker:region:accountid:app/domain-id/userprofile-name/*

ListDomains

sagemaker:ListDomains

arn:aws:sagemaker:region:accountid:domain/*

ListEndpointConfigs sagemaker:ListEndpointConfigs*
ListEndpoints

sagemaker:ListEndpoints

*

ListFlowDefinitions sagemaker:ListFlowDefinitions*
ListHumanLoops

sagemaker:ListHumanLoops

*

ListHumanTaskUis

sagemaker:ListHumanTaskUis

*

ListHyperParameterTuningJobs
sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs
arn:aws:sagemaker:region:accountid:hyper-parameter-tuningjob/hyperParameterTuningJob
ListImages

sagemaker:ListImages
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必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

ListImageVersions

sagemaker:ListImageVersions

arn:aws:sagemaker:region:accountid:image/*

ListLabelingJobs

sagemaker:ListLabelingJobs

*

ListLabelingJobsForWorkteam
sagemaker:ListLabelingJobForWorkteam
*
ListModelPackageGroups
sagemaker:ListModelPackageGroups
arn:aws:sagemaker:region:accountid :model-packagegroup/ModelPackageGroupName
ListModelPackages

sagemaker:ListModelPackages

arn:aws:sagemaker:region:accountid :modelpackage/ModelPackageName

ListModels

sagemaker:ListModels

*

ListNotebookInstances
sagemaker:ListNotebookInstances
*
ListPipelineExecutions
sagemaker:ListPipelineExecutions
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name
ListPipelineExecutionSteps
sagemaker:ListPipelineExecutionSteps
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
ListPipelineParametersForExecution
sagemaker:ListPipelineParametersForExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
ListPipelines

sagemaker:ListPipelines

*

ListProcessingJobs

sagemaker:ListProcessingJobs *

ListSubscribedWorkteams
sagemaker:ListSubscribedWorkteams
*
awsmarketplace:ViewSubscriptions
ListTags

sagemaker:ListTags

arn:aws:sagemaker:region:accountid:*

ListTrainingJobs

sagemaker:ListTrainingJobs

*

ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob
sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:hyper-parameter-tuningjob/hyperParameterTuningJob
ListTransformJobs

sagemaker:ListTransformJobs

*

ListUserProfiles

sagemaker:ListUserProfiles

arn:aws:sagemaker:region:accountid:user-profile/domain-id/*

ListWorkforces

sagemaker:ListWorkforces

*

3329

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Amazon SageMaker API アクセス許可リファレンス

Amazon SageMaker API
オペレーション

必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

ListWorkteams

sagemaker:ListWorkteams

*

PutModelPackageGroupPolicy
sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
RetryPipelineExecution
sagemaker:RetryPipelineExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
SendPipelineExecutionStepFailure
sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure
*
SendPipelineExecutionStepSuccess
sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess
*
StartHumanLoop

sagemaker:StartHumanLoop
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Amazon SageMaker API
オペレーション

必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

StartNotebookInstance
sagemaker:StartNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookiam:PassRole
instance/notebookInstanceName
次のアクセス許可は、ノートブック
インスタンスの作成時に VPC を指
定した場合にのみ必要です。
ec2:CreateNetworkInterface
ec2:DescribeNetworkInterfaces
ec2:DescribeSecurityGroups
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
次のアクセス許可は、ノートブッ
クインスタンスに VPC と Elastic
Inference アクセラレーターを指定
する場合のみ必要です。
ec2:DescribeVpcEndpoints
次のアクセス許可は、ノートブック
インスタンスの作成時に暗号化キー
を指定した場合にのみ必要です。
kms:DescribeKey
kms:CreateGrant
次のアクセス許可は、ノートブック
インスタンスの作成時にプライベー
トの Git リポジトリにアクセスする
ために AWS Secrets Manager シー
クレットを指定した場合にのみ必要
です。
secretsmanager:GetSecretValue
StartPipelineExecution
sagemaker:StartPipelineExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name
StopHumanLoop

sagemaker:StopHumanLoop

arn:aws:sagemaker:region:accountid:human-loop/humanLoopName

StopHyperParameterTuningJob
sagemaker:StopHyperParameterTuningJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:hyper-parameter-tuningjob/hyperParameterTuningJob
StopLabelingJob

sagemaker:StopLabelingJob
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オペレーション

必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

StopNotebookInstancesagemaker:StopNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookinstance/notebookInstanceName
StopPipelineExecution
sagemaker:StopPipelineExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
StopProcessingJob

sagemaker:StopProcessingJob

arn:aws:sagemaker:region:accountid:processingjob/processingJobName

StopTrainingJob

sagemaker:StopTrainingJob

arn:aws:sagemaker:region:accountid:trainingjob/trainingJobName

StopTransformJob

sagemaker:StopTransformJob

arn:aws:sagemaker:region:accountid:transformjob/transformJobName

UpdateAppImageConfigsagemaker:UpdateAppImageConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:app-imageconfig/appImageConfigName
UpdateDomain

sagemaker:UpdateDomain

arn:aws:sagemaker:region:accountid:domain/domainId

UpdateEndpoint

sagemaker:UpdateEndpoint

arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName

UpdateEndpointWeightsAndCapacities
sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities
arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName
UpdateImage

sagemaker:UpdateImage
iam:PassRole

UpdateModelPackage

arn:aws:sagemaker:region:accountid:image/imageName

sagemaker:UpdateModelPackage arn:aws:sagemaker:region:accountid:modelpackage/modelPackageName

UpdateNotebookInstance
sagemaker:UpdateNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookiam:PassRole
instance/notebookInstanceName
UpdatePipeline

sagemaker:UpdatePipeline
iam:PassRole

arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name
arn:awspartition:iam::accountid:role/role-name
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必要なアクセス許可 (API アクショ
ン)

リソース

UpdatePipelineExecution
sagemaker:UpdatePipelineExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
UpdateUserProfile

sagemaker:UpdateUserProfile

arn:aws:sagemaker:region:accountid:user-profile/domainid/userProfileName

UpdateWorkforce

sagemaker:UpdateWorkforce

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workforce/*

UpdateWorkteam

sagemaker:UpdateWorkteam

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workteam/private-crowd/*

Amazon SageMaker API およびアクションで必要な許可
API オペレーション: AddTags
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: CreateEndpoint
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
API オペレーション: CreateEndpointConfig
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpointconfig/endpointConfigName
API オペレーション: CreateModel
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName
API オペレーション: CreateLabelingJob
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName
API オペレーション: CreateNotebookInstance
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
API オペレーション: CreateTrainingJob
必要なアクセス許可 (API アクション):
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リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:training-job/trainingJobName
API オペレーション: CreateWorkforce
必要なアクセス許可 (API アクション): sagemaker:CreateWorkforce、cognitoidp:DescribeUserPoolClient、cognito-idp:UpdateUserPool、cognitoidp:DescribeUserPool、cognito-idp:UpdateUserPoolClient
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/*
API オペレーション: CreateWorkteam
必要なアクセス許可 (API アクション): sagemaker:CreateWorkteam、cognitoidp:DescribeUserPoolClient、cognito-idp:UpdateUserPool、cognitoidp:DescribeUserPool、cognito-idp:UpdateUserPoolClient
リソース:
API オペレーション: DeleteEndpoint
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
API オペレーション: DeleteEndpointConfig
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpointconfig/endpointConfigName
API オペレーション: DeleteModel
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName
API オペレーション: DeleteNotebookInstance
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
API オペレーション: DeleteTags
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: DeleteWorkteam
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/private-crowd/*
API オペレーション: DeleteWorkteam
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*
API オペレーション: DescribeEndpoint
必要なアクセス許可 (API アクション):
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リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
API オペレーション: DescribeEndpointConfig
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpointconfig/endpointConfigName
API オペレーション: DescribeLabelingJob
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName
API オペレーション: DescribeModel
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName
API オペレーション: DescribeNotebookInstance
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
API オペレーション: DescribeSubscribedWorkforce
必要なアクセス許可 (API アクション): sagemaker:DescribeSubscribedWorkforce、awsmarketplace:ViewSubscriptions
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/*
API オペレーション: DescribeSubscribedWorkteam
必要なアクセス許可 (API アクション): sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam、awsmarketplace:ViewSubscriptions
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/vendor-crowd/*
API オペレーション: DescribeTrainingJob
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:training-job/trainingJobName
API オペレーション: DescribeWorkteam
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*
API オペレーション: CreatePresignedNotebookInstanceUrl
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
API オペレーション: runtime_InvokeEndpoint
必要なアクセス許可 (API アクション):
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リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
API オペレーション: ListEndpointConfigs
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: ListEndpoints
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: ListLabelingJobs
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: ListLabelingJobsForWorkteam
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: ListModels
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: ListNotebookInstances
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: ListSubscribedWorkteams
必要なアクセス許可 (API アクション): sagemaker:ListSubscribedWorkteam、awsmarketplace:ViewSubscriptions
リソース: *
API オペレーション: ListTags
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: ListTrainingJobs
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: ListWorkteams
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: *
API オペレーション: ListWorkteams
必要なアクセス許可 (API アクション):
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リソース: *
API オペレーション: StartNotebookInstance
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
API オペレーション: StopLabelingJob
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName
API オペレーション: StopNotebookInstance
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
API オペレーション: StopTrainingJob
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:training-job/trainingJobName
API オペレーション: UpdateEndpoint
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
API オペレーション: UpdateNotebookInstance
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
API オペレーション: UpdateWorkteam
必要なアクセス許可 (API アクション):
リソース: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*

Amazon SageMaker の AWS 管理ポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースを対象範囲に含めており、AWS アカウ
ントで利用できます。AWSマネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マ
ネージドポリシー」を参照してください。
AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。このタイプの更新は、ポリシーがアタッチされている
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) に影響します。新しい機能が立ち上げられた場
合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシーを更新
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する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないため、ポリ
シーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへ
の読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加さ
れた演算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「ジョブ機能の AWS マネージドポリシー」を参照してください。

Important
ユースケースを実行できる、最も制限されたポリシーを使用することをお勧めします。
アカウントのユーザーにアタッチできる次の AWS 管理ポリシーは、Amazon SageMaker に固有のもので
す。
• AmazonSageMakerFullAccess - Amazon SageMaker のリソースおよびサポートされているすべて
の操作にフルアクセスできます これは Amazon S3 の無制限アクセスを提供していませんが、特定の
sagemaker のタグ付きのバケット/オブジェクトをサポートしています。このポリシーでは、すべての
IAM ロールを Amazon SageMaker に渡すことができますが、AWS Glue、AWS Step Functions、AWS
RoboMaker サービスに対しては「AmazonSageMaker」を持つ IAM ロールのみを渡すことができます。
• AmazonSageMakerReadOnly – Amazon SageMaker のリソースに読み取り専用アクセスを付与しま
す。
次の AWS 管理ポリシーは、アカウントのユーザーにアタッチできますが、推奨されません。
• AdministratorAccess – アカウントのすべての AWS サービスおよびリソースに対するすべてのアク
ションを許可します。
• DataScientist – データサイエンティストが直面する大多数のユースケース (主に分析やビジネスイン
テリジェンス) に対応する、幅広いアクセス許可を付与します。
これらのアクセス許可ポリシーについては、IAM コンソールにサインインしてそれらを検索することで確
認できます。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成し、必要に応じて Amazon SageMaker のアクションとリソースのた
めのアクセスを許可することもできます。これらのカスタムポリシーは、それらを必要とする IAM ユー
ザーまたはグループにアタッチできます。
トピック
• AWS マネージドポリシー: AmazonSageMakerFullAccess (p. 3338)
• AWS マネージドポリシー: AmazonSageMakerReadOnly (p. 3348)
• Amazon SageMaker の AWS 管理ポリシー (p. 3349)
• Amazon SageMaker Ground Truth の AWS マネージドポリシー (p. 3353)
• SageMaker Pipelines の AWS マネージドポリシー (p. 3358)
• SageMaker プロジェクトと JumpStart の AWS 管理ポリシー (p. 3360)
• SageMaker での AWS 管理ポリシーの更新 (p. 3393)

AWS マネージドポリシー: AmazonSageMakerFullAccess
このポリシーにより、すべての Amazon SageMaker のリソースとオペレーションへのフルアクセスをプ
リンシパルに許可する管理アクセス許可が付与されます。このポリシーは、関連サービスへの限定アクセ
スも提供します。このポリシーでは、すべての IAM ロールを Amazon SageMaker に渡すことができます
が、AWS Glue、AWS Step Functions、AWS RoboMaker サービスに対しては「AmazonSageMaker」を
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持つ IAM ロールのみを渡すことができます。このポリシーには、Amazon SageMaker ドメインを作成す
るためのアクセス許可が含まれていません。ドメインの作成に必要なポリシーの詳細については、「IAM
管理者ユーザーおよびグループを作成 (p. 34)」を参照してください。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• application-autoscaling - SageMaker のリアルタイム推論エンドポイントの自動スケーリングを
プリンシパルに許可します。
• athena - Amazon Athena のデータカタログ、データベース、テーブルメタデータのリストのクエリを
プリンシパルに許可します。
• aws-marketplace - AWS AI Marketplace サブスクリプションの表示をプリンシパルに許可しま
す。AWS Marketplace でサブスクライブされている SageMaker ソフトウェアにアクセスする場合は、
これが必要です。
• cloudformation - SageMaker JumpStart ソリューションとパイプラインを使用するための AWS
CloudFormation テンプレートの取得をプリンシパルに許可します。SageMaker JumpStart で
は、SageMaker を他の AWS のサービスと結び付けるエンドツーエンドの機械学習ソリューションを実
行するために必要なリソースが作成されます。SageMaker Pipelines では、AWS Service Catalog にバッ
クアップされた新しいプロジェクトが作成されます。
• cloudwatch - CloudWatch メトリクスの投稿、アラームの操作、アカウントの CloudWatch Logs への
ログのアップロードをプリンシパルに許可します。
• codebuild - SageMaker パイプラインとプロジェクトの AWS CodeBuild アーティファクトの保存をプ
リンシパルに許可します。
• codecommit - SageMaker ノートブックインスタンスとの AWS CodeCommit 統合に必要です。
• cognito-idp - Amazon SageMaker Ground Truth で、プライベートワークフォースと作業チームを定
義するために必要です。
• ec2 - SageMaker ジョブ、モデル、エンドポイント、ノートブックインスタンスに Amazon VPC を指
定する際に、SageMaker が Amazon EC2 リソースとネットワークインターフェイスを管理するために
必要です。
• ecr - Amazon SageMaker Studio (カスタムイメージ)、トレーニング、処理、バッチ推論、推論エンド
ポイントの Docker アーティファクトをプルして保存するために必要です。これは、SageMaker で独自
のコンテナを使用する場合にも必要です。ユーザーに代わってカスタムイメージを作成および削除する
には、SageMaker JumpStart ソリューションの追加のアクセス許可が必要です。
• elastic-inference - SageMaker ノートブックインスタンスとエンドポイントを使用するための
Amazon Elastic Inference への接続をプリンシパルに許可します。
• elasticfilesystem - Amazon Elastic File System へのアクセスをプリンシパルに許可します。これ
は、SageMaker が機械学習モデルのトレーニングに Amazon Elastic File System のデータソースを使用
する場合に必要です。
• fsx - Amazon FSx へのアクセスをプリンシパルに許可します。これは、SageMaker が機械学習モデル
のトレーニングに Amazon FSx のデータソースを使用する場合に必要です。
• glue - SageMaker ノートブックインスタンス内から推論パイプラインの前処理を行うために必要で
す。
• groundtruthlabeling - Ground Truth のラベリングジョブに必要です。groundtruthlabeling エ
ンドポイントは Ground Truth コンソールでアクセスします。
• iam - 利用可能な IAM ロールへのアクセス権を SageMaker コンソールに付与し、サービスにリンクさ
れたロールを作成するために必要です。
• kms - 利用可能な AWS KMS キーへのアクセス権を SageMaker コンソールに付与し、ジョブやエンド
ポイントで指定された AWS KMS エイリアスのキーを取得するために必要です。
• lambda - AWS Lambda 関数の呼び出しとリストの取得をプリンシパルに許可します。
• logs - SageMaker のジョブとエンドポイントでログストリームを発行するために必要です。
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• redshift - Amazon Redshift クラスター認証情報へのアクセスをプリンシパルに許可します。
• redshift-data - ステートメントの実行、説明、キャンセル、ステートメント結果の取得、スキーマ
とテーブルの一覧表示を実行するための Amazon Redshift のデータの使用をプリンシパルに許可しま
す。
• robomaker - AWS Robomaker シミュレーションのアプリケーションとジョブの作成、説明の取得、削
除を実行するためのフルアクセス権をプリンシパルに許可します。これは、ノートブックインスタンス
で強化学習のサンプルを実行する場合にも必要です。
• s3 - すべての Amazon S3 ではなく、SageMaker に関連する Amazon S3 リソースへのフルアクセス権
の取得をプリンシパルに許可します。
• sagemaker — Amazon SageMaker ユーザープロファイルのタグを一覧表示することをプリンシパルに
許可します。
• secretsmanager - AWS Secrets Manager へのフルアクセス権の取得をプリンシパルに許可します。
プリンシパルは、データベースやその他のサービスの認証情報を安全に暗号化、保存、取得できます。
これは GitHub を使用する SageMaker コードリポジトリを持つ SageMaker ノートブックインスタンス
にも必要です。
• servicecatalog - AWS Service Catalog の使用をプリンシパルに許可します。プリンシパル
は、AWS リソースを使用してデプロイされたサーバー、データベース、ウェブサイト、アプリケー
ションなどの、プロビジョニング済み製品の作成、リストの取得、更新、終了を実行できます。これ
は、SageMaker JumpStart とプロジェクトがサービスカタログの製品を探して読み取り、ユーザーアカ
ウントの AWS リソースを起動するために必要です。
• sns - Amazon SNS トピックのリストの取得をプリンシパルに許可します。これは、非同期推論が有効
になっているエンドポイントで、推論が完了したことをユーザーに通知するために必要です。
• states - SageMaker JumpStart とパイプラインがサービスカタログを使用してステップ関数リソース
を作成するために必要です。
• tag - SageMaker Pipelines が Studio でレンダリングするために必要です。Studio には特
定の sagemaker:project-id tag-key でタグ付けされたリソースが必要です。これに
は、tag:GetResources アクセス許可が必要です。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"NotResource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"sagemaker:*App",
"sagemaker:ListApps"
],
"Resource": "*"
},
{
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},
{

"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:*",
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
],
"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"sagemaker:WorkteamType": [
"private-crowd",
"vendor-crowd"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
"application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
"application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"application-autoscaling:PutScalingPolicy",
"application-autoscaling:PutScheduledAction",
"application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"cloudformation:GetTemplateSummary",
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:PutMetricData",
"codecommit:BatchGetRepositories",
"codecommit:CreateRepository",
"codecommit:GetRepository",
"codecommit:List*",
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:AdminDeleteUser",
"cognito-idp:AdminDisableUser",
"cognito-idp:AdminEnableUser",
"cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:List*",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",

3341

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
SageMaker の AWS 管理ポリシー
"ec2:DescribeVpcs",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:CreateRepository",
"ecr:Describe*",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:StartImageScan",
"elastic-inference:Connect",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"fsx:DescribeFileSystems",
"glue:CreateJob",
"glue:DeleteJob",
"glue:GetJob*",
"glue:GetTable*",
"glue:GetWorkflowRun",
"glue:ResetJobBookmark",
"glue:StartJobRun",
"glue:StartWorkflowRun",
"glue:UpdateJob",
"groundtruthlabeling:*",
"iam:ListRoles",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases",
"lambda:ListFunctions",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery",
"robomaker:CreateSimulationApplication",
"robomaker:DescribeSimulationApplication",
"robomaker:DeleteSimulationApplication",
"robomaker:CreateSimulationJob",
"robomaker:DescribeSimulationJob",
"robomaker:CancelSimulationJob",
"secretsmanager:ListSecrets",
"servicecatalog:Describe*",
"servicecatalog:List*",
"servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
"servicecatalog:SearchProducts",
"servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
"sns:ListTopics",
"tag:GetResources"

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:SetRepositoryPolicy",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:BatchDeleteImage",
"ecr:UploadLayerPart",
"ecr:DeleteRepositoryPolicy",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:DeleteRepository",
"ecr:PutImage"
],
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Resource": [
"arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:GitPull",
"codecommit:GitPush"
],
"Resource": [
"arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
]
"Action": [
"codebuild:BatchGetBuilds",
"codebuild:StartBuild"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
"arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
],
"Effect": "Allow"
"Action": [
"states:DescribeExecution",
"states:GetExecutionHistory",
"states:StartExecution",
"states:StopExecution",
"states:UpdateStateMachine"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
"arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
],
"Effect": "Allow"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:CreateSecret"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true"
}
}
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicecatalog:ProvisionProduct"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
"servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"servicecatalog:userLevel": "self"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*aws-glue*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketCors",
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},
{

},
{

},
{

"s3:PutBucketCors"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
]

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": "robomaker.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Subscribe",
"sns:CreateTopic",
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
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},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*AmazonSageMaker*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"glue.amazonaws.com",
"robomaker.amazonaws.com",
"states.amazonaws.com"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:ListDataCatalogs",
"athena:ListDatabases",
"athena:ListTableMetadata",
"athena:GetQueryExecution",
"athena:GetQueryResults",
"athena:StartQueryExecution",
"athena:StopQueryExecution"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
"arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:UpdateTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:DeleteTable"
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetDatabases",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
"arn:aws:glue:*:*:database/default",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift-data:CancelStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:ListSchemas",
"redshift-data:ListTables"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:GetClusterCredentials"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
"arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:ListStackResources"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
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AWS マネージドポリシー: AmazonSageMakerReadOnly
このポリシーは、AWS Management Console と SDK を介して Amazon SageMaker への読み取り専用ア
クセス権を付与します。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• application-autoscaling - スケーラブルな SageMaker のリアルタイム推論エンドポイントの説明
の参照をユーザーに許可します。
• aws-marketplace - AWS AI Marketplace サブスクリプションの表示をユーザーに許可します。
• cloudwatch - CloudWatch アラームの受信をユーザーに許可します。
• cognito-idp - Amazon SageMaker Ground Truth で、プライベートワークフォースと作業チームの説
明とリストを参照するために必要です。
• ecr - トレーニングと推論用に Docker アーティファクトを読み取るために必要です。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:Describe*",
"sagemaker:List*",
"sagemaker:BatchGetMetrics",
"sagemaker:GetDeviceRegistration",
"sagemaker:GetDeviceFleetReport",
"sagemaker:GetSearchSuggestions",
"sagemaker:BatchGetRecord",
"sagemaker:GetRecord",
"sagemaker:Search",
"sagemaker:QueryLineage",
"sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
"sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
"sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:ListGroups",
"cognito-idp:ListIdentityProviders",
"cognito-idp:ListUserPoolClients",
"cognito-idp:ListUserPools",
"cognito-idp:ListUsers",
"cognito-idp:ListUsersInGroup",
"ecr:Describe*"
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}

]

}

],
"Resource": "*"

Amazon SageMaker の AWS 管理ポリシー
これら AWS 管理ポリシーは SageMaker Pipelines の使用に必要なアクセス許可を追加します。ポリシー
は AWS アカウントで使用でき、SageMaker コンソールで作成された実行ロールによって使用されます。
トピック
• AWS管理ポリシー:AmazonSageMakerCanvasFullAccess (p. 3349)
• AWS管理ポリシー:AmazonSagemakerCanvasForecastAccess (p. 3353)
• Amazon SageMaker での SageMaker Pipelines 管理ポリシーの更新 (p. 3353)

AWS管理ポリシー:AmazonSageMakerCanvasFullAccess
このポリシーは、と SDK を介して Amazon SageMaker CanvasAWS Management Console への完
全なアクセスを可能にする許可を付与します。このポリシーでは、関連サービス (Amazon Simple
Storage Container Registry (Amazon VPC)、Amazon Elastic Container RegistryAWS Identity and Access
Management (Amazon Virtual Private Cloud ECR)、Amazon Container Registry (Amazon ECR)、Amazon
CloudWatch Logs、Amazon Redshift、Amazon Forecast などAWS Secrets Manager、関連サービスへの
特定のアクセスも提供します。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• sagemaker— プリンシパルが SageMaker モデルを作成してホストすることを許可します。これらのリ
ソースは、名前に「キャンバス」、「キャンバス」、または「モデルコンパイル-」を含むものに限定さ
れます。
• ec2— プリンシパルが Amazon VPC エンドポイントを作成できるようにします。
• ecr— プリンシパルがコンテナイメージに関する情報を取得できるようにします。
• iam— プリンシパルが IAM ロールを Amazon SageMaker と Amazon Forecast に渡すことを許可しま
す。
• logs— プリンシパルがトレーニングジョブとエンドポイントのログを公開できるようにします。
• s3 — Amazon S3 バケットに対するオブジェクトの追加と取得をプリンシパルに許可します。これ
らのオブジェクトは、名前に「SageMaker」が含まれているか、「sagemaker」が含まれているか、
「sagemaker」が含まれているか、「sagemaker」が含まれているか、「sagemaker
• secretsmanager— プリンシパルが顧客の認証情報を保存し、Secrets Manager を使用してSnowflake
データベースに接続できるようにします。
• redshift-data— プリンシパルが Amazon Redshift でクエリを実行できるようにします。
• forecast— プリンシパルが Amazon Forecast を使用することを許可します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:DescribeDomain",
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"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:ListTags"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateCompilationJob",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateProcessingJob",
"sagemaker:CreateAutoMLJob",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"sagemaker:DescribeCompilationJob",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeProcessingJob",
"sagemaker:DescribeAutoMLJob",
"sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:DeleteApp"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:*model-compilation-*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcEndpointServices"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

}

"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:CreateSecret",
"secretsmanager:PutResourcePolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift-data:CancelStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:ListSchemas",
"redshift-data:ListTables",
"redshift-data:DescribeTable"

},
{

},
{

},
{

]

}

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:GetClusterCredentials"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
"arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"forecast:CreateExplainabilityExport",
"forecast:CreateExplainability",
"forecast:CreateForecastEndpoint",
"forecast:CreateAutoPredictor",
"forecast:CreateDatasetImportJob",
"forecast:CreateDatasetGroup",
"forecast:CreateDataset",
"forecast:CreateForecast",
"forecast:CreateForecastExportJob",
"forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
"forecast:CreatePredictor",
"forecast:DescribeExplainabilityExport",
"forecast:DescribeExplainability",
"forecast:DescribeAutoPredictor",
"forecast:DescribeForecastEndpoint",
"forecast:DescribeDatasetImportJob",
"forecast:DescribeDataset",
"forecast:DescribeForecast",
"forecast:DescribeForecastExportJob",
"forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
"forecast:GetAccuracyMetrics",
"forecast:InvokeForecastEndpoint",
"forecast:GetRecentForecastContext",
"forecast:DescribePredictor",
"forecast:TagResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "forecast.amazonaws.com"
}
}
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}

AWS管理ポリシー:AmazonSagemakerCanvasForecastAccess
このポリシーは、Amazon SageMaker orecast で Amazon Forecast を使用する際に一般的に必要となるア
クセス許可を付与します。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• s3 — Amazon S3 バケットに対するオブジェクトの追加と取得をプリンシパルに許可します。これらの
オブジェクトは、名前に「sagemaker-」(大文字と小文字を区別しない) で始まるか、に限定されます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*/canvas"
]
}
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
}
]

Amazon SageMaker での SageMaker Pipelines 管理ポリシーの更新
SageMaker の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開始した
以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知については、SageMaker の [Document
history] (p. 3465) (ドキュメント履歴) ページの RSS フィードにサブスクライブしてください。
ポリシー

バージョン

変更

日付

AmazonSageMakerCanvas
フルアクセス (p. 3349)

1

初期ポリシー

2022 年 9 月 8 日

AmazonSagemakerCanvasForecastAccess
1
(p.初期ポリシー
3353)

2022 年 8 月 24 日

Amazon SageMaker Ground Truth の AWS マネージドポリシー
これらの AWS マネージドポリシーは、SageMaker Ground Truth の使用に必要なアクセス許可を追加しま
す。ポリシーは AWS アカウントで使用でき、SageMaker コンソールで作成された実行ロールによって使
用されます。
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トピック
• AWS マネージドポリシー: AmazonSageMakerGroundTruthExecution (p. 3354)
• AWS管理ポリシー:groundTruthSyntheticConsole フルアクセス (p. 3356)
• AWS管理ポリシー:groundTruthSyntheticConsoleReadonlyAccess (p. 3357)
• Amazon SageMaker による SageMaker Ground Truth マネージドポリシーの更新 (p. 3358)

AWS マネージドポリシー: AmazonSageMakerGroundTruthExecution
この AWS マネージドポリシーは、SageMaker Ground Truth を使用するために一般的に必要とされるアク
セス許可を付与します。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• lambda — 名前に「sagemaker」 (大文字と小文字を区別しない)、「gtRecipe」、または
「LabelingFunction」を含む Lambda 関数を呼び出すことをプリンシパルに許可します。
• s3 — Amazon S3 バケットに対するオブジェクトの追加と取得をプリンシパルに許可します。これらの
オブジェクトは、名前に「groundtruth」または「sagemaker」 (大文字と小文字を区別しない) が含まれ
ているか、「SageMaker」のタグが付いたものに限定されます。
• cloudwatch — Cloud Watch メトリクスの投稿をプリンシパルに許可します。
• logs – ログストリームの作成とアクセス、ログイベントの投稿をプリンシパルに許可します。
• sqs — Amazon SQS キューの作成と Amazon SQS メッセージの送受信をプリンシパルに許可します。
これらのアクセス許可は、名前に「GroundTruth」が含まれているキューに限定されます。
• sns — 名前に「groundtruth」または「sagemaker」 (大文字と小文字を区別しない) が含まれている
Amazon SNS トピックに対するサブスクリプションとメッセージの発行をプリンシパルに許可します。
• ec2 — VPC エンドポイントサービス名に「sagemaker-task-resources」または「labeling」が含まれて
いる Amazon VPC エンドポイントを作成、説明、削除するアクセス許可。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CustomLabelingJobs",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:*GtRecipe*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*GroundTruth*",
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

]

"arn:aws:s3:::*Groundtruth*",
"arn:aws:s3:::*groundtruth*",
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*"
"Sid": "CloudWatch",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"
"Sid": "StreamingQueue",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:CreateQueue",
"sqs:DeleteMessage",
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:GetQueueUrl",
"sqs:ReceiveMessage",
"sqs:SendMessage",
"sqs:SetQueueAttributes"
],
"Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
"Sid": "StreamingTopicSubscribe",
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:Subscribe",
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
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},
{

},
{

},
{

}

]

}

],
"Condition": {
"StringEquals": {
"sns:Protocol": "sqs"
},
"StringLike": {
"sns:Endpoint": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
}
}
"Sid": "StreamingTopic",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
]
"Sid": "StreamingTopicUnsubscribe",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Unsubscribe"
],
"Resource": "*"
"Sid": "WorkforceVPC",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLikeIfExists": {
"ec2:VpceServiceName": [
"*sagemaker-task-resources*",
"aws.sagemaker*labeling*"
]
}
}

AWS管理ポリシー:groundTruthSyntheticConsole フルアクセス
AWSこの管理ポリシーは、SageMaker Ground Truth 合成データコンソールのほとんどの機能を使用す
るために必要な権限を付与します。このポリシーは、AWSお客様のアカウントでご利用いただけます。
コンソールのすべての機能を使用するには、ユーザーは「s3: GetObject」権限を追加して、SageMaker
Ground Truth 合成データコンソールに S3 バケットからのデータを表示できるようにする必要がありま
す。そのためには、Amazons3ReadOnlyAccess 管理ポリシーをロールにアタッチするか、特定の S3 リ
ソースの「s3: GetObject」をロールに追加します。
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許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• s3— Amazon S3 バケットからオブジェクトを取得してコンソールにデータを表示できるようにしま
す。
• sagemaker-groundtruth-synthetic— コンソールが SageMaker Ground Truth ルース合成データ
API を呼び出すことを許可します。

}

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker-groundtruth-synthetic:*",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS管理ポリシー:groundTruthSyntheticConsoleReadonlyAccess
AWSこの管理ポリシーは、を介して SageMaker Ground TruthAWS Management Console 合成データへ
の読み取り専用アクセス権を付与します。コンソールのすべての機能を使用するには、ユーザーは「s3:
GetObject」権限を追加して、SageMaker Ground Truth 合成データコンソールに S3 バケットからのデー
タを表示できるようにする必要があります。そのためには、Amazons3ReadOnlyAccess 管理ポリシーを
ロールにアタッチするか、特定の S3 リソースの「s3: GetObject」をロールに追加します。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• s3— Amazon S3 バケットからオブジェクトを取得してコンソールにデータを表示できるようにしま
す。
• sagemaker-groundtruth-synthetic— コンソールが SageMaker Ground Truth ルース合成データ
ReadOnly API を呼び出すことを許可します。

}

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker-groundtruth-synthetic:List*",
"sagemaker-groundtruth-synthetic:Get*",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*"
}
]
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Amazon SageMaker による SageMaker Ground Truth マネージドポリシーの更新
Amazon SageMaker Ground Truth の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこ
れらの変更の追跡を開始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知について
は、SageMaker の [Document history] (p. 3465) (ドキュメント履歴) ページの RSS フィードにサブスクラ
イブしてください。
ポリシー

バージョン

変更

日付

GroundTruthSynthetic
コンソールフルアクセ
ス (p. 3356)

1

初期ポリシー

2022 年 8 月 25 日

GroundTruthSyntheticコン
ソール読み取り専用アクセ
ス (p. 3357)

1

初期ポリシー

2022 年 8 月 25 日

AmazonSageMakerGroundTruthExecution
3
(p. ec2:CreateVpcEndpoint、ec2:DescribeVpcEndpoints、
3354)
2022 年 4 月 29 日
および
ec2:DeleteVpcEndpoints
アクセス許可を追加しま
す。
AmazonSageMakerGroundTruthExecution
2

sqs:SendMessageBatch
アクセス許可を削除しま
す。

2022 年 4 月 11 日

AmazonSageMakerGroundTruthExecution
1

初期ポリシー

2020 年 7 月 20 日

SageMaker Pipelines の AWS マネージドポリシー
これら AWS 管理ポリシーは SageMaker Pipelines の使用に必要なアクセス許可を追加します。ポリシー
は AWS アカウントで使用でき、SageMaker コンソールで作成された実行ロールによって使用されます。
トピック
• AWS 管理ポリシー: AmazonSageMakerPipelinesIntegrations (p. 3358)
• Amazon SageMaker での SageMaker Pipelines 管理ポリシーの更新 (p. 3360)

AWS 管理ポリシー: AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
この AWS 管理ポリシーは、SageMaker Pipelines でコールバックステップと Lambda ステップを使用す
る際に一般的に必要となるアクセス許可を付与します。このポリシーは、Amazon SageMaker Studio に
オンボードするときに作成される AmazonSageMaker-ExecutionRole に追加されます。このポリシー
は、パイプラインの作成や実行に使用されるロールにアタッチできます。
このポリシーは、Lambda 関数を呼び出すパイプラインやコールバックステップを含むパイプライ
ンを構築する際に必要な、AWS Lambda、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)、Amazon
EventBridge、IAM への適切なアクセス許可を付与します。これらのアクセス許可は、手動による承認ス
テップやカスタムワークロードの実行に使用できます。
Amazon SQS アクセス許可を使用すると、コールバックメッセージの受信に必要な Amazon SQS キュー
を作成し、そのキューにメッセージを送信できます。
Lambda アクセス許可を使用すると、パイプラインステップで使用される Lambda 関数を作成、更新、削
除できます。また、これらの Lambda 関数を呼び出しこともできます。
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このポリシーは、パイプラインの Amazon EMR ステップの実行に必要な Amazon EMR アクセス許可を付
与します。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• elasticmapreduce — 実行中の Amazon EMR クラスター内のステップの読み取り、追加、キャンセ
ルを行います。
• events — SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule という名前の EventBridge
ルールに対するターゲットの読み取り、作成、更新、追加を行います。
• iam - IAM ロールをAWS Lambda サービスに渡します。
• lambda - Lambda 関数の作成、読み取り、更新、削除、呼び出しを行います。これらのアクセス許可
は、名前に「sagemaker」が含まれる関数に限定されます。
• sqs - Amazon SQS キューを作成したり、Amazon SQS メッセージを送信したりします。これらのアク
セス許可は、名前に「sagemaker」が含まれるキューに限定されます。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunction",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:UpdateFunctionCode"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*sageMaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:CreateQueue",
"sqs:SendMessage"
],
"Resource": [
"arn:aws:sqs:*:*:*sagemaker*",
"arn:aws:sqs:*:*:*sageMaker*",
"arn:aws:sqs:*:*:*SageMaker*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"lambda.amazonaws.com"
]
}
}
},
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},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:DescribeRule",
"events:PutRule",
"events:PutTargets"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
"elasticmapreduce:CancelSteps",
"elasticmapreduce:DescribeStep"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
]

Amazon SageMaker での SageMaker Pipelines 管理ポリシーの更新
Amazon SageMaker の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡
を開始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知については、SageMaker
の [Document history] (p. 3465) (ドキュメント履歴) ページの RSS フィードにサブスクライブしてくださ
い。
ポリシー

バージョン

変更

日付

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
2
(p. 3358)
2022 年 4 月 20 日
lambda:GetFunction、events:DescribeRule、events:PutRule、
のアクセス許可を追加しま
した。
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
1

初期ポリシー

2021 年 7 月 30 日

SageMaker プロジェクトと JumpStart の AWS 管理ポリシー
これらの AWS 管理ポリシーは、組み込みの Amazon SageMaker プロジェクトテンプレートと JumpStart
ソリューションを使用するためのアクセス許可を追加します。ポリシーは AWS アカウントで使用で
き、SageMaker コンソールで作成された実行ロールによって使用されます。
SageMaker プロジェクトと JumpStart は、AWS Service Catalog を使用して顧客のアカウントに AWS リ
ソースをプロビジョニングします。作成されるリソースの一部では、実行ロールの引き受けが必要にな
ります。例えば、顧客に代わって AWS Service Catalog が SageMaker 機械学習 CI/CD プロジェクトの
CodePipeline パイプラインを作成する場合は、そのパイプラインに IAM ロールが必要になります。
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole ロールは、AWS Service Catalog
の製品の SageMaker ポートフォリオを起動するために必要なアクセス許可を持ちま
す。AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole ロールは、AWS Service Catalog
の製品の SageMaker ポートフォリオを使用するために必要なアクセス許可を持ちま
す。AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole ロールは、プロビジョニングされた
AWS Service Catalog 製品のリソースに AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole ロー
ルを渡します。
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トピック
• AWS 管理ポリシー: AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy (p. 3361)
• AWS管理ポリ
シー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductsAPIGatewayServiceRolePolicy (p. 3368)
• AWS管理ポリシー:AmazonSageMakerService
CatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy (p. 3369)
• AWS管理ポリシー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductCodeBuildServiceRolePolicy (p. 3374)
• AWS管理ポリ
シー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductCodePipelineServiceRolePolicy (p. 3381)
• AWS管理ポリシー:AmazonSageMakerService CatalogProductEventsServiceRolePolicy (p. 3382)
• AWS管理ポリシー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy (p. 3383)
• AWS管理ポリシー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy (p. 3383)
• AWS管理ポリシー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy (p. 3385)
• Amazon SageMaker での AWS Service Catalog AWS 管理ポリシーの更新 (p. 3392)

AWS 管理ポリシー: AmazonSageMakerAdminServiceCatalogProductsServiceRolePolicy
このサービスロールポリシーは、Amazon SageMaker ポートフォリオから製品をプロビジョニングす
る AWS Service Catalog サービスによって使用されます。このポリシーは、AWS CodePipeline、AWS
CodeBuild、AWS CodeCommit、 Glue、Amazon CloudFront などの、一連の関連する AWS のサービスに
アクセス許可を付与します。
AmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy ポリシーは、SageMaker
コンソールで作成された AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole ロールによって
使用されるためのポリシーです。このポリシーは、SageMaker プロジェクトと JumpStart の AWS リソー
スを AWS Service Catalog を使用してプロビジョニングするためのアクセス許可を、顧客のアカウントに
追加します。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• apigateway - sagemaker:launch-source のタグが付いた API Gateway エンドポイントの呼び出し
をロールに許可します。
• cloudformation - CloudFormation スタックの作成、更新、削除を AWS Service Catalog に許可しま
す。
• codebuild - AWS Service Catalog が引き受けて CloudFormation に渡されるロールに、CodeBuild プ
ロジェクトの作成、更新、削除を許可します。
• codecommit - AWS Service Catalog が引き受けて CloudFormation に渡されるロールに、CodeCommit
リポジトリの作成、更新、削除を許可します。
• codepipeline - AWS Service Catalog が引き受けて CloudFormation に渡されるロール
に、CodePipelines の作成、更新、削除を許可します。
• codestar-connections - AWS CodeStar 接続を渡すことをロールに許可します。
• cognito-idp - グループおよびユーザープールの作成、更新、削除をロールに許可します。リソースの
タグ付けも許可します。
• ecr - AWS Service Catalog が引き受けて CloudFormation に渡されるロールに、Amazon ECR リポジト
リの作成および削除を許可します。リソースのタグ付けも許可します。
• events - AWS Service Catalog が引き受けて CloudFormation に渡されるロールに、EventBridge ルー
ルの作成および削除を許可します。CICD パイプラインのさまざまなコンポーネントを結び付けるため
に使用されます。
• firehose - Kinesis Data Firehose ストリームとのやり取りをロールに許可します。
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• glue - AWS Glue とのやり取りをロールに許可します。
• iam - 先頭に AmazonSageMakerServiceCatalog が追加されたロールを渡すことをロールに許可し
ます。これは、ロールを AWS Service Catalog に渡す必要があるため、プロジェクトが AWS Service
Catalog 製品をプロビジョニングする際に必要です。
• lambda - AWS Lambda とのやり取りをロールに許可します。リソースのタグ付けも許可します。
• logs - ログストリームの作成、削除、アクセスをロールに許可します。
• s3 - AWS Service Catalog が引き受けて CloudFormation に渡されるロールに、プロジェクトテンプ
レートコードが保存される Amazon S3 バケットへのアクセスを許可します。
• sagemaker - さまざまな SageMaker サービスとのやり取りをロールに許可します。これは、テンプ
レートのプロビジョニング中の CloudFormation および CICD パイプライン実行中の CodeBuild の両方
で行われます。また、エンドポイント、エンドポイント設定、モデル、パイプライン、プロジェクト、
モデルパッケージなどのリソースにタグを付けることもできます。
• states - 先頭に sagemaker が追加されたステップ関数の作成、削除、更新をロールに許可します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:GET",
"apigateway:POST",
"apigateway:PUT",
"apigateway:PATCH",
"apigateway:DELETE"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source": "*"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:POST"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:TagKeys": [
"sagemaker:launch-source"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:PATCH"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:*::/account"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateStack",
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"cloudformation:UpdateStack",
"cloudformation:DeleteStack"

],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
"Condition": {
"ArnLikeIfExists": {
"cloudformation:RoleArn": [
"arn:aws:sts::*:assumed-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:DescribeStacks"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:GetTemplateSummary",
"cloudformation:ValidateTemplate"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:CreateProject",
"codebuild:DeleteProject",
"codebuild:UpdateProject"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:CreateCommit",
"codecommit:CreateRepository",
"codecommit:DeleteRepository",
"codecommit:GetRepository",
"codecommit:TagResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:ListRepositories"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codepipeline:CreatePipeline",
"codepipeline:DeletePipeline",
"codepipeline:GetPipeline",
"codepipeline:GetPipelineState",
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"codepipeline:StartPipelineExecution",
"codepipeline:TagResource",
"codepipeline:UpdatePipeline"

],
"Resource": [
"arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:TagResource"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:TagKeys": [
"sagemaker:launch-source"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:DeleteGroup",
"cognito-idp:DeleteUserPool",
"cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
"cognito-idp:DeleteUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source": "*"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:CreateRepository",
"ecr:DeleteRepository",
"ecr:TagResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:DescribeRule",
"events:DeleteRule",
"events:DisableRule",
"events:EnableRule",
"events:PutRule",
"events:PutTargets",
"events:RemoveTargets"
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],
"Resource": [
"arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"firehose:CreateDeliveryStream",
"firehose:DeleteDeliveryStream",
"firehose:DescribeDeliveryStream",
"firehose:StartDeliveryStreamEncryption",
"firehose:StopDeliveryStreamEncryption",
"firehose:UpdateDestination"
],
"Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:DeleteDatabase"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
"arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
"arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateClassifier",
"glue:DeleteClassifier",
"glue:DeleteCrawler",
"glue:DeleteJob",
"glue:DeleteTrigger",
"glue:DeleteWorkflow",
"glue:StopCrawler"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateWorkflow"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:workflow/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:job/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"glue:CreateCrawler",
"glue:GetCrawler"

],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:crawler/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTrigger",
"glue:GetTrigger"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:trigger/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:AddPermission",
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunction",
"lambda:GetFunctionConfiguration",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:RemovePermission"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:TagResource",
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"aws:TagKeys": [
"sagemaker:*"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogGroup",
"logs:DeleteLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutRetentionPolicy"
],
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"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/AccessLogs/*",
"arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteBucket",
"s3:DeleteBucketPolicy",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutBucketNotification",
"s3:PutBucketPolicy",
"s3:PutBucketPublicAccessBlock",
"s3:PutBucketLogging",
"s3:PutEncryptionConfiguration",
"s3:PutBucketTagging",
"s3:PutObjectTagging",
"s3:PutBucketCORS"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateWorkteam",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"sagemaker:DeleteEndpointConfig",
"sagemaker:DeleteModel",
"sagemaker:DeleteWorkteam",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeWorkteam",
"sagemaker:CreateCodeRepository",
"sagemaker:DescribeCodeRepository",
"sagemaker:UpdateCodeRepository",
"sagemaker:DeleteCodeRepository"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:*"
]
},
{

3367

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
SageMaker の AWS 管理ポリシー

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:AddTags"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"aws:TagKeys": [
"sagemaker:*"
]
}
}

}

]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateImage",
"sagemaker:DeleteImage",
"sagemaker:DescribeImage",
"sagemaker:UpdateImage",
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:CreateStateMachine",
"states:DeleteStateMachine",
"states:UpdateStateMachine"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:*:*:stateMachine:sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "codestar-connections:PassConnection",
"Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"codestar-connections:PassedToService": "codepipeline.amazonaws.com"
}
}
}

AWS管理ポリ
シー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductsAPIGatewayServiceRolePolicy
このポリシーは、Amazon API Gateway が Amazon SageMakerAWS Service Catalog ポートフォリオ
からプロビジョニングされた製品内での Amazon API Gateway によって使用されます。このポリシー
は、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole が API GatewayAWS によって作成された
ロールを必要とするリソースに渡す IAM ロールにアタッチすることを目的としています。
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許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• logs— CloudWatch Logs グループ、ストリーム、イベントの作成と読み取り、イベントの更新、さま
ざまなリソースの説明。
これらの権限は、ロググループのプレフィックスが「aws/apigateway/」で始まるリソースに限定されま
す。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeDestinations",
"logs:DescribeExportTasks",
"logs:DescribeMetricFilters",
"logs:DescribeQueries",
"logs:DescribeQueryDefinitions",
"logs:DescribeSubscriptionFilters",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/*"
}
]

AWS管理ポリシー:AmazonSageMakerService
CatalogProductsCloudFormationServiceRolePolicy
このサービスロールポリシーは、Amazon SageMaker ポートフォリオから
製品をプロビジョニングする サービスによって使用されます。このポリシー
は、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRoleAWSAWS CloudFormation がロールを必要と
するによって作成されたリソースに渡す IAM ロールにアタッチすることを目的としています。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• sagemaker— ドメイン、ユーザープロファイル、アプリ、フロー定義を除くさまざまな SageMaker リ
ソースへのアクセスを許可します。

• iam—AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRoleAmazonSageMakerServiceCatalogProd
とロールを渡します。

{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:AddAssociation",
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:AssociateTrialComponent",
"sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
"sagemaker:BatchGetMetrics",
"sagemaker:BatchGetRecord",
"sagemaker:BatchPutMetrics",
"sagemaker:CreateAction",
"sagemaker:CreateAlgorithm",
"sagemaker:CreateApp",
"sagemaker:CreateAppImageConfig",
"sagemaker:CreateArtifact",
"sagemaker:CreateAutoMLJob",
"sagemaker:CreateCodeRepository",
"sagemaker:CreateCompilationJob",
"sagemaker:CreateContext",
"sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateDeviceFleet",
"sagemaker:CreateDomain",
"sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateExperiment",
"sagemaker:CreateFeatureGroup",
"sagemaker:CreateFlowDefinition",
"sagemaker:CreateHumanTaskUi",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:CreateImage",
"sagemaker:CreateImageVersion",
"sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:CreateLabelingJob",
"sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelPackage",
"sagemaker:CreateModelPackageGroup",
"sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
"sagemaker:CreateNotebookInstance",
"sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:CreatePipeline",
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"sagemaker:CreateProcessingJob",
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateTransformJob",
"sagemaker:CreateTrial",
"sagemaker:CreateTrialComponent",
"sagemaker:CreateUserProfile",
"sagemaker:CreateWorkforce",
"sagemaker:CreateWorkteam",
"sagemaker:DeleteAction",
"sagemaker:DeleteAlgorithm",
"sagemaker:DeleteApp",
"sagemaker:DeleteAppImageConfig",
"sagemaker:DeleteArtifact",
"sagemaker:DeleteAssociation",
"sagemaker:DeleteCodeRepository",
"sagemaker:DeleteContext",
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"sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteDeviceFleet",
"sagemaker:DeleteDomain",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"sagemaker:DeleteEndpointConfig",
"sagemaker:DeleteExperiment",
"sagemaker:DeleteFeatureGroup",
"sagemaker:DeleteFlowDefinition",
"sagemaker:DeleteHumanLoop",
"sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
"sagemaker:DeleteImage",
"sagemaker:DeleteImageVersion",
"sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModel",
"sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelPackage",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
"sagemaker:DeleteNotebookInstance",
"sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DeletePipeline",
"sagemaker:DeleteProject",
"sagemaker:DeleteRecord",
"sagemaker:DeleteTags",
"sagemaker:DeleteTrial",
"sagemaker:DeleteTrialComponent",
"sagemaker:DeleteUserProfile",
"sagemaker:DeleteWorkforce",
"sagemaker:DeleteWorkteam",
"sagemaker:DeregisterDevices",
"sagemaker:DescribeAction",
"sagemaker:DescribeAlgorithm",
"sagemaker:DescribeApp",
"sagemaker:DescribeAppImageConfig",
"sagemaker:DescribeArtifact",
"sagemaker:DescribeAutoMLJob",
"sagemaker:DescribeCodeRepository",
"sagemaker:DescribeCompilationJob",
"sagemaker:DescribeContext",
"sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeDevice",
"sagemaker:DescribeDeviceFleet",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeExperiment",
"sagemaker:DescribeFeatureGroup",
"sagemaker:DescribeFlowDefinition",
"sagemaker:DescribeHumanLoop",
"sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
"sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:DescribeImage",
"sagemaker:DescribeImageVersion",
"sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:DescribeLabelingJob",
"sagemaker:DescribeLineageGroup",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelPackage",
"sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
"sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
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"sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance",
"sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DescribePipeline",
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
"sagemaker:DescribePipelineExecution",
"sagemaker:DescribeProcessingJob",
"sagemaker:DescribeProject",
"sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:DescribeTransformJob",
"sagemaker:DescribeTrial",
"sagemaker:DescribeTrialComponent",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:DescribeWorkforce",
"sagemaker:DescribeWorkteam",
"sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:DisassociateTrialComponent",
"sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:GetDeviceFleetReport",
"sagemaker:GetDeviceRegistration",
"sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
"sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:GetRecord",
"sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
"sagemaker:GetSearchSuggestions",
"sagemaker:InvokeEndpoint",
"sagemaker:InvokeEndpointAsync",
"sagemaker:ListActions",
"sagemaker:ListAlgorithms",
"sagemaker:ListAppImageConfigs",
"sagemaker:ListApps",
"sagemaker:ListArtifacts",
"sagemaker:ListAssociations",
"sagemaker:ListAutoMLJobs",
"sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
"sagemaker:ListCodeRepositories",
"sagemaker:ListCompilationJobs",
"sagemaker:ListContexts",
"sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListDeviceFleets",
"sagemaker:ListDevices",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
"sagemaker:ListEndpointConfigs",
"sagemaker:ListEndpoints",
"sagemaker:ListExperiments",
"sagemaker:ListFeatureGroups",
"sagemaker:ListFlowDefinitions",
"sagemaker:ListHumanLoops",
"sagemaker:ListHumanTaskUis",
"sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
"sagemaker:ListImageVersions",
"sagemaker:ListImages",
"sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
"sagemaker:ListLineageGroups",
"sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelMetadata",
"sagemaker:ListModelPackageGroups",
"sagemaker:ListModelPackages",
"sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModels",
"sagemaker:ListMonitoringExecutions",
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"sagemaker:ListMonitoringSchedules",
"sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
"sagemaker:ListNotebookInstances",
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
"sagemaker:ListPipelineExecutions",
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
"sagemaker:ListPipelines",
"sagemaker:ListProcessingJobs",
"sagemaker:ListProjects",
"sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:ListTrainingJobs",
"sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:ListTransformJobs",
"sagemaker:ListTrialComponents",
"sagemaker:ListTrials",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"sagemaker:ListWorkforces",
"sagemaker:ListWorkteams",
"sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
"sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:PutRecord",
"sagemaker:QueryLineage",
"sagemaker:RegisterDevices",
"sagemaker:RenderUiTemplate",
"sagemaker:Search",
"sagemaker:SendHeartbeat",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
"sagemaker:StartHumanLoop",
"sagemaker:StartMonitoringSchedule",
"sagemaker:StartNotebookInstance",
"sagemaker:StartPipelineExecution",
"sagemaker:StopAutoMLJob",
"sagemaker:StopCompilationJob",
"sagemaker:StopEdgePackagingJob",
"sagemaker:StopHumanLoop",
"sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:StopLabelingJob",
"sagemaker:StopMonitoringSchedule",
"sagemaker:StopNotebookInstance",
"sagemaker:StopPipelineExecution",
"sagemaker:StopProcessingJob",
"sagemaker:StopTrainingJob",
"sagemaker:StopTransformJob",
"sagemaker:UpdateAction",
"sagemaker:UpdateAppImageConfig",
"sagemaker:UpdateArtifact",
"sagemaker:UpdateCodeRepository",
"sagemaker:UpdateContext",
"sagemaker:UpdateDeviceFleet",
"sagemaker:UpdateDevices",
"sagemaker:UpdateDomain",
"sagemaker:UpdateEndpoint",
"sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
"sagemaker:UpdateExperiment",
"sagemaker:UpdateImage",
"sagemaker:UpdateModelPackage",
"sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
"sagemaker:UpdateNotebookInstance",
"sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:UpdatePipeline",
"sagemaker:UpdatePipelineExecution",
"sagemaker:UpdateProject",
"sagemaker:UpdateTrainingJob",
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"sagemaker:UpdateTrial",
"sagemaker:UpdateTrialComponent",
"sagemaker:UpdateUserProfile",
"sagemaker:UpdateWorkforce",
"sagemaker:UpdateWorkteam"

],
"NotResource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
]
}
]
}

AWS管理ポリ
シー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductCodeBuildServiceRolePolicy
このサービスロールポリシーは、Amazon SageMaker ポートフォリオから
製品をプロビジョニングする サービスによって使用されます。このポリシー
は、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole が CodeBuildAWS によって作成されたロール
を必要とするリソースに渡す IAM ロールにアタッチすることを目的としています。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• sagemaker— さまざまな SageMaker リソースへのアクセスを許可します。
• codecommit— CodeCommit アーカイブを CodeBuild パイプラインにアップロードし、アップロードス
テータスを取得し、アップロードをキャンセルし、ブランチとコミットの情報を取得します。これらの
アクセス許可は、名前に「sagemaker-」で始まるリソースに限定されます。
• ecr— Amazon ECR リポジトリとコンテナイメージの作成、イメージレイヤーのアップロード。これら
のアクセス許可は、名前に「sagemaker-」で始まるリポジトリに限定されます。
ecr— すべてのリソースを読む。
• iam— 次の役割を任せてください。
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole ～AWS CloudFormation
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole ～AWS CodeBuild
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole ～AWS CodePipeline
• 使用アイテム Amazon EventBridge
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRoleAmazon SageMaker へ。
• logs— CloudWatch Logs グループ、ストリーム、イベントの作成と読み取り、イベントの更新、さま
ざまなリソースの説明。
これらの権限は、名前のプレフィックスが「aws/codebuild/」で始まるリソースに限定されます。
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• s3— Amazon S3 バケットの作成、読み取り、一覧表示を行います。これらのアクセス許可は、名前に
「sagemaker-」で始まるバケットに限定されます。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:CancelUploadArchive",
"codecommit:GetBranch",
"codecommit:GetCommit",
"codecommit:GetUploadArchiveStatus",
"codecommit:UploadArchive"
],
"Resource": "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:DescribeImageScanFindings",
"ecr:DescribeRegistry",
"ecr:DescribeImageReplicationStatus",
"ecr:DescribeRepositories",
"ecr:DescribeImageReplicationStatus",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:CreateRepository",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:PutImage",
"ecr:UploadLayerPart"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
],
"Condition": {
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"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"events.amazonaws.com",
"codepipeline.amazonaws.com",
"cloudformation.amazonaws.com",
"codebuild.amazonaws.com",
"sagemaker.amazonaws.com"
]
}

}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeDestinations",
"logs:DescribeExportTasks",
"logs:DescribeMetricFilters",
"logs:DescribeQueries",
"logs:DescribeQueryDefinitions",
"logs:DescribeSubscriptionFilters",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteBucket",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutBucketCors",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:AddAssociation",
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:AssociateTrialComponent",
"sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
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"sagemaker:BatchGetMetrics",
"sagemaker:BatchGetRecord",
"sagemaker:BatchPutMetrics",
"sagemaker:CreateAction",
"sagemaker:CreateAlgorithm",
"sagemaker:CreateApp",
"sagemaker:CreateAppImageConfig",
"sagemaker:CreateArtifact",
"sagemaker:CreateAutoMLJob",
"sagemaker:CreateCodeRepository",
"sagemaker:CreateCompilationJob",
"sagemaker:CreateContext",
"sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateDeviceFleet",
"sagemaker:CreateDomain",
"sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateExperiment",
"sagemaker:CreateFeatureGroup",
"sagemaker:CreateFlowDefinition",
"sagemaker:CreateHumanTaskUi",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:CreateImage",
"sagemaker:CreateImageVersion",
"sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:CreateLabelingJob",
"sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelPackage",
"sagemaker:CreateModelPackageGroup",
"sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
"sagemaker:CreateNotebookInstance",
"sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:CreatePipeline",
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"sagemaker:CreateProcessingJob",
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateTransformJob",
"sagemaker:CreateTrial",
"sagemaker:CreateTrialComponent",
"sagemaker:CreateUserProfile",
"sagemaker:CreateWorkforce",
"sagemaker:CreateWorkteam",
"sagemaker:DeleteAction",
"sagemaker:DeleteAlgorithm",
"sagemaker:DeleteApp",
"sagemaker:DeleteAppImageConfig",
"sagemaker:DeleteArtifact",
"sagemaker:DeleteAssociation",
"sagemaker:DeleteCodeRepository",
"sagemaker:DeleteContext",
"sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteDeviceFleet",
"sagemaker:DeleteDomain",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"sagemaker:DeleteEndpointConfig",
"sagemaker:DeleteExperiment",
"sagemaker:DeleteFeatureGroup",
"sagemaker:DeleteFlowDefinition",
"sagemaker:DeleteHumanLoop",
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"sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
"sagemaker:DeleteImage",
"sagemaker:DeleteImageVersion",
"sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModel",
"sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelPackage",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
"sagemaker:DeleteNotebookInstance",
"sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DeletePipeline",
"sagemaker:DeleteProject",
"sagemaker:DeleteRecord",
"sagemaker:DeleteTags",
"sagemaker:DeleteTrial",
"sagemaker:DeleteTrialComponent",
"sagemaker:DeleteUserProfile",
"sagemaker:DeleteWorkforce",
"sagemaker:DeleteWorkteam",
"sagemaker:DeregisterDevices",
"sagemaker:DescribeAction",
"sagemaker:DescribeAlgorithm",
"sagemaker:DescribeApp",
"sagemaker:DescribeAppImageConfig",
"sagemaker:DescribeArtifact",
"sagemaker:DescribeAutoMLJob",
"sagemaker:DescribeCodeRepository",
"sagemaker:DescribeCompilationJob",
"sagemaker:DescribeContext",
"sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeDevice",
"sagemaker:DescribeDeviceFleet",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeExperiment",
"sagemaker:DescribeFeatureGroup",
"sagemaker:DescribeFlowDefinition",
"sagemaker:DescribeHumanLoop",
"sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
"sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:DescribeImage",
"sagemaker:DescribeImageVersion",
"sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:DescribeLabelingJob",
"sagemaker:DescribeLineageGroup",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelPackage",
"sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
"sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance",
"sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DescribePipeline",
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
"sagemaker:DescribePipelineExecution",
"sagemaker:DescribeProcessingJob",
"sagemaker:DescribeProject",
"sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
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"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:DescribeTransformJob",
"sagemaker:DescribeTrial",
"sagemaker:DescribeTrialComponent",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:DescribeWorkforce",
"sagemaker:DescribeWorkteam",
"sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:DisassociateTrialComponent",
"sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:GetDeviceFleetReport",
"sagemaker:GetDeviceRegistration",
"sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
"sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:GetRecord",
"sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
"sagemaker:GetSearchSuggestions",
"sagemaker:InvokeEndpoint",
"sagemaker:InvokeEndpointAsync",
"sagemaker:ListActions",
"sagemaker:ListAlgorithms",
"sagemaker:ListAppImageConfigs",
"sagemaker:ListApps",
"sagemaker:ListArtifacts",
"sagemaker:ListAssociations",
"sagemaker:ListAutoMLJobs",
"sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
"sagemaker:ListCodeRepositories",
"sagemaker:ListCompilationJobs",
"sagemaker:ListContexts",
"sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListDeviceFleets",
"sagemaker:ListDevices",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
"sagemaker:ListEndpointConfigs",
"sagemaker:ListEndpoints",
"sagemaker:ListExperiments",
"sagemaker:ListFeatureGroups",
"sagemaker:ListFlowDefinitions",
"sagemaker:ListHumanLoops",
"sagemaker:ListHumanTaskUis",
"sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
"sagemaker:ListImageVersions",
"sagemaker:ListImages",
"sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
"sagemaker:ListLineageGroups",
"sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelMetadata",
"sagemaker:ListModelPackageGroups",
"sagemaker:ListModelPackages",
"sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModels",
"sagemaker:ListMonitoringExecutions",
"sagemaker:ListMonitoringSchedules",
"sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
"sagemaker:ListNotebookInstances",
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
"sagemaker:ListPipelineExecutions",
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
"sagemaker:ListPipelines",
"sagemaker:ListProcessingJobs",
"sagemaker:ListProjects",
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"sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:ListTrainingJobs",
"sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:ListTransformJobs",
"sagemaker:ListTrialComponents",
"sagemaker:ListTrials",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"sagemaker:ListWorkforces",
"sagemaker:ListWorkteams",
"sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
"sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:PutRecord",
"sagemaker:QueryLineage",
"sagemaker:RegisterDevices",
"sagemaker:RenderUiTemplate",
"sagemaker:Search",
"sagemaker:SendHeartbeat",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
"sagemaker:StartHumanLoop",
"sagemaker:StartMonitoringSchedule",
"sagemaker:StartNotebookInstance",
"sagemaker:StartPipelineExecution",
"sagemaker:StopAutoMLJob",
"sagemaker:StopCompilationJob",
"sagemaker:StopEdgePackagingJob",
"sagemaker:StopHumanLoop",
"sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:StopLabelingJob",
"sagemaker:StopMonitoringSchedule",
"sagemaker:StopNotebookInstance",
"sagemaker:StopPipelineExecution",
"sagemaker:StopProcessingJob",
"sagemaker:StopTrainingJob",
"sagemaker:StopTransformJob",
"sagemaker:UpdateAction",
"sagemaker:UpdateAppImageConfig",
"sagemaker:UpdateArtifact",
"sagemaker:UpdateCodeRepository",
"sagemaker:UpdateContext",
"sagemaker:UpdateDeviceFleet",
"sagemaker:UpdateDevices",
"sagemaker:UpdateDomain",
"sagemaker:UpdateEndpoint",
"sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
"sagemaker:UpdateExperiment",
"sagemaker:UpdateImage",
"sagemaker:UpdateModelPackage",
"sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
"sagemaker:UpdateNotebookInstance",
"sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:UpdatePipeline",
"sagemaker:UpdatePipelineExecution",
"sagemaker:UpdateProject",
"sagemaker:UpdateTrainingJob",
"sagemaker:UpdateTrial",
"sagemaker:UpdateTrialComponent",
"sagemaker:UpdateUserProfile",
"sagemaker:UpdateWorkforce",
"sagemaker:UpdateWorkteam"

],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
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}

]

}

]

"arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"

AWS管理ポリ
シー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductCodePipelineServiceRolePolicy
このサービスロールポリシーは、Amazon SageMaker ポートフォリオから
製品をプロビジョニングする サービスによって使用されます。このポリシー
は、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole が CodePipelineAWS によって作成された
ロールを必要とするリソースに渡す IAM ロールにアタッチすることを目的としています。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• cloudformation— CloudFormation スタックの作成、読み取り、削除、更新、変更セットの作成、読
み取り、削除、実行、スタックポリシーの設定。これらのアクセス許可は、名前に「sagemaker-」で始
まるリソースに限定されます。
• s3— Amazon S3 バケットの作成、読み取り、一覧表示、削除、バケットからのオブジェクトの追加、
読み取り、削除、CORS 設定の読み取りと設定、アクセスコントロールリスト (ACL) の読み取り、AWS
バケットが存在するリージョンの読み取り。
これらの権限は、名前が「sagemaker-」または「aws-glue-」で始まるバケットに限定されます。
• iam—AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole ロールを渡します。
• codebuild— CodeBuild のビルド情報を取得し、ビルドを開始します。これらの権限は、名前が
「sagemaker-」で始まるプロジェクトリソースとビルドリソースに限定されます。
• codecommit— CodeCommit アーカイブを CodeBuild パイプラインにアップロードし、アップロードス
テータスを取得し、アップロードをキャンセルし、ブランチとコミットの情報を取得します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateChangeSet",
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DescribeChangeSet",
"cloudformation:DeleteChangeSet",
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:ExecuteChangeSet",
"cloudformation:SetStackPolicy",
"cloudformation:UpdateStack"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:DeleteObject",
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"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:PutObject"

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:BatchGetBuilds",
"codebuild:StartBuild"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
"arn:aws:codebuild:*:*:build/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:CancelUploadArchive",
"codecommit:GetBranch",
"codecommit:GetCommit",
"codecommit:GetUploadArchiveStatus",
"codecommit:UploadArchive"
],
"Resource": "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
}
]
}

AWS管理ポリシー:AmazonSageMakerService
CatalogProductEventsServiceRolePolicy
このポリシーは、Amazon EventBridge が Amazon SageMakerAWS Service Catalog ポートフォリオ
からプロビジョニングされた製品内での Amazon EventBridge によって使用されます。このポリシー
は、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole が EventBridgeAWS によって作成されたロー
ルを必要とするリソースに渡す IAM ロールにアタッチすることを目的としています。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• codepipeline— CodeBuild の実行を開始します。これらのアクセス許可は、名前に「sagemaker-」
で始まるパイプラインに限定されます。

{

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

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
"Resource": "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"

AWS管理ポリ
シー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy
このポリシーは、Amazon Kinesis Data Firehose によって Amazon SageMakerAWS Service Catalog
ポートフォリオからプロビジョニングされた製品内での Amazon Kinesis Data Firehose によって使用
されます。このポリシーは、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole が Kinesis Data
FirehoseAWS によって作成されたロールを必要とするリソースに渡す IAM ロールにアタッチすることを
目的としています。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• firehose— Kinesis Data Firehose レコードを送信します。これらの権限は、デリバリーストリーム名
が「sagemaker-」で始まるリソースに限定されます。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"firehose:PutRecord",
"firehose:PutRecordBatch"
],
"Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
}
]

AWS管理ポリ
シー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
このサービスロールポリシーは、Amazon SageMaker ポートフォリオから
製品をプロビジョニングする サービスによって使用されます。このポリシー
は、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole が GlueAWS によって作成されたロールを必
要とするリソースに渡す IAM ロールにアタッチすることを目的としています。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• glue—AWS Glue パーティション、テーブル、およびテーブルバージョンを作成、読み取り、削除し
ます。これらのアクセス許可は、名前に「sagemaker-」で始まるリソースに限定されます。AWSGlue
データベースを作成して読み込む。これらの権限は、名前が「default」、「global_temp」、または
「sagemaker-」で始まるデータベースに限定されます。SQL ユーザー定義関数
• s3— Amazon S3 バケットの作成、読み取り、一覧表示、削除、バケットからのオブジェクトの追加、
読み取り、削除、CORS 設定の読み取りと設定、アクセスコントロールリスト (ACL) の読み取り、AWS
バケットが存在するリージョンの読み取り。
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これらの権限は、名前が「sagemaker-」または「aws-glue-」で始まるバケットに限定されます。
• logs— CloudWatch Logs のロググループ、ストリーム、配信の作成、読み取り、削除、およびリソー
スポリシーの作成。
これらの権限は、名前のプレフィックスが「aws/glue/」で始まるリソースに限定されます。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:BatchDeletePartition",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchDeleteTableVersion",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:CreateDatabase",
"glue:CreatePartition",
"glue:CreateTable",
"glue:DeletePartition",
"glue:DeleteTable",
"glue:DeleteTableVersion",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:GetTableVersion",
"glue:GetTableVersions",
"glue:SearchTables",
"glue:UpdatePartition",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetUserDefinedFunctions"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/default",
"arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
"arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
"arn:aws:glue:*:*:tableVersion/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteBucket",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutBucketCors"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
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{

}

]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/glue/*"
}

AWS管理ポリ
シー:AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
このサービスロールポリシーは、Amazon SageMaker ポートフォリオから
製品をプロビジョニングする サービスによって使用されます。このポリシー
は、AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole が LambdaAWS が作成したロールを必要とす
るリソースに渡す IAM ロールにアタッチすることを目的としています。
許可の詳細
このポリシーには、以下の許可が含まれています。
• sagemaker— さまざまな SageMaker リソースへのアクセスを許可します。
• ecr— Amazon ECR リポジトリの作成と削除、コンテナイメージの作成、読み取り、削除、イメージレ
イヤーのアップロード。これらのアクセス許可は、名前に「sagemaker-」で始まるリポジトリに限定さ
れます。
• events— Amazon EventBridge ルールの作成、読み取り、削除、およびターゲットの作成と削除。これ
らのアクセス許可は、名前に「sagemaker-」で始まるルールに限定されます。
• s3— Amazon S3 バケットの作成、読み取り、一覧表示、削除、バケットからのオブジェクトの追加、
読み取り、削除、CORS 設定の読み取りと設定、アクセスコントロールリスト (ACL) の読み取り、AWS
バケットが存在するリージョンの読み取り。
これらの権限は、名前が「sagemaker-」または「aws-glue-」で始まるバケットに限定されます。
• iam—AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole ロールを渡します。
• logs— CloudWatch Logs のロググループ、ストリーム、配信の作成、読み取り、削除、およびリソー
スポリシーの作成。
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これらの権限は、名前のプレフィックスが「aws/lambda/」で始まるリソースに限定されます。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:DescribeImages",
"ecr:BatchDeleteImage",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:CreateRepository",
"ecr:DeleteRepository",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:PutImage",
"ecr:UploadLayerPart"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:DeleteRule",
"events:DescribeRule",
"events:PutRule",
"events:PutTargets",
"events:RemoveTargets"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteBucket",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutBucketCors"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*",
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"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:AddAssociation",
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:AssociateTrialComponent",
"sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
"sagemaker:BatchGetMetrics",
"sagemaker:BatchGetRecord",
"sagemaker:BatchPutMetrics",
"sagemaker:CreateAction",
"sagemaker:CreateAlgorithm",
"sagemaker:CreateApp",
"sagemaker:CreateAppImageConfig",
"sagemaker:CreateArtifact",
"sagemaker:CreateAutoMLJob",
"sagemaker:CreateCodeRepository",
"sagemaker:CreateCompilationJob",
"sagemaker:CreateContext",
"sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateDeviceFleet",
"sagemaker:CreateDomain",
"sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateExperiment",
"sagemaker:CreateFeatureGroup",
"sagemaker:CreateFlowDefinition",
"sagemaker:CreateHumanTaskUi",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:CreateImage",
"sagemaker:CreateImageVersion",
"sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:CreateLabelingJob",
"sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelPackage",
"sagemaker:CreateModelPackageGroup",
"sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
"sagemaker:CreateNotebookInstance",
"sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:CreatePipeline",
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"sagemaker:CreateProcessingJob",
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateTransformJob",
"sagemaker:CreateTrial",
"sagemaker:CreateTrialComponent",
"sagemaker:CreateUserProfile",
"sagemaker:CreateWorkforce",
"sagemaker:CreateWorkteam",
"sagemaker:DeleteAction",
"sagemaker:DeleteAlgorithm",
"sagemaker:DeleteApp",
"sagemaker:DeleteAppImageConfig",
"sagemaker:DeleteArtifact",
"sagemaker:DeleteAssociation",
"sagemaker:DeleteCodeRepository",
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"sagemaker:DeleteContext",
"sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteDeviceFleet",
"sagemaker:DeleteDomain",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"sagemaker:DeleteEndpointConfig",
"sagemaker:DeleteExperiment",
"sagemaker:DeleteFeatureGroup",
"sagemaker:DeleteFlowDefinition",
"sagemaker:DeleteHumanLoop",
"sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
"sagemaker:DeleteImage",
"sagemaker:DeleteImageVersion",
"sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModel",
"sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelPackage",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
"sagemaker:DeleteNotebookInstance",
"sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DeletePipeline",
"sagemaker:DeleteProject",
"sagemaker:DeleteRecord",
"sagemaker:DeleteTags",
"sagemaker:DeleteTrial",
"sagemaker:DeleteTrialComponent",
"sagemaker:DeleteUserProfile",
"sagemaker:DeleteWorkforce",
"sagemaker:DeleteWorkteam",
"sagemaker:DeregisterDevices",
"sagemaker:DescribeAction",
"sagemaker:DescribeAlgorithm",
"sagemaker:DescribeApp",
"sagemaker:DescribeAppImageConfig",
"sagemaker:DescribeArtifact",
"sagemaker:DescribeAutoMLJob",
"sagemaker:DescribeCodeRepository",
"sagemaker:DescribeCompilationJob",
"sagemaker:DescribeContext",
"sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeDevice",
"sagemaker:DescribeDeviceFleet",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeExperiment",
"sagemaker:DescribeFeatureGroup",
"sagemaker:DescribeFlowDefinition",
"sagemaker:DescribeHumanLoop",
"sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
"sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:DescribeImage",
"sagemaker:DescribeImageVersion",
"sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:DescribeLabelingJob",
"sagemaker:DescribeLineageGroup",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelPackage",
"sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
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"sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance",
"sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DescribePipeline",
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
"sagemaker:DescribePipelineExecution",
"sagemaker:DescribeProcessingJob",
"sagemaker:DescribeProject",
"sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:DescribeTransformJob",
"sagemaker:DescribeTrial",
"sagemaker:DescribeTrialComponent",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:DescribeWorkforce",
"sagemaker:DescribeWorkteam",
"sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:DisassociateTrialComponent",
"sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:GetDeviceFleetReport",
"sagemaker:GetDeviceRegistration",
"sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
"sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:GetRecord",
"sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
"sagemaker:GetSearchSuggestions",
"sagemaker:InvokeEndpoint",
"sagemaker:InvokeEndpointAsync",
"sagemaker:ListActions",
"sagemaker:ListAlgorithms",
"sagemaker:ListAppImageConfigs",
"sagemaker:ListApps",
"sagemaker:ListArtifacts",
"sagemaker:ListAssociations",
"sagemaker:ListAutoMLJobs",
"sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
"sagemaker:ListCodeRepositories",
"sagemaker:ListCompilationJobs",
"sagemaker:ListContexts",
"sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListDeviceFleets",
"sagemaker:ListDevices",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
"sagemaker:ListEndpointConfigs",
"sagemaker:ListEndpoints",
"sagemaker:ListExperiments",
"sagemaker:ListFeatureGroups",
"sagemaker:ListFlowDefinitions",
"sagemaker:ListHumanLoops",
"sagemaker:ListHumanTaskUis",
"sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
"sagemaker:ListImageVersions",
"sagemaker:ListImages",
"sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
"sagemaker:ListLineageGroups",
"sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelMetadata",
"sagemaker:ListModelPackageGroups",
"sagemaker:ListModelPackages",
"sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModels",
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"sagemaker:ListMonitoringExecutions",
"sagemaker:ListMonitoringSchedules",
"sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
"sagemaker:ListNotebookInstances",
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
"sagemaker:ListPipelineExecutions",
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
"sagemaker:ListPipelines",
"sagemaker:ListProcessingJobs",
"sagemaker:ListProjects",
"sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:ListTrainingJobs",
"sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:ListTransformJobs",
"sagemaker:ListTrialComponents",
"sagemaker:ListTrials",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"sagemaker:ListWorkforces",
"sagemaker:ListWorkteams",
"sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
"sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:PutRecord",
"sagemaker:QueryLineage",
"sagemaker:RegisterDevices",
"sagemaker:RenderUiTemplate",
"sagemaker:Search",
"sagemaker:SendHeartbeat",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
"sagemaker:StartHumanLoop",
"sagemaker:StartMonitoringSchedule",
"sagemaker:StartNotebookInstance",
"sagemaker:StartPipelineExecution",
"sagemaker:StopAutoMLJob",
"sagemaker:StopCompilationJob",
"sagemaker:StopEdgePackagingJob",
"sagemaker:StopHumanLoop",
"sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:StopLabelingJob",
"sagemaker:StopMonitoringSchedule",
"sagemaker:StopNotebookInstance",
"sagemaker:StopPipelineExecution",
"sagemaker:StopProcessingJob",
"sagemaker:StopTrainingJob",
"sagemaker:StopTransformJob",
"sagemaker:UpdateAction",
"sagemaker:UpdateAppImageConfig",
"sagemaker:UpdateArtifact",
"sagemaker:UpdateCodeRepository",
"sagemaker:UpdateContext",
"sagemaker:UpdateDeviceFleet",
"sagemaker:UpdateDevices",
"sagemaker:UpdateDomain",
"sagemaker:UpdateEndpoint",
"sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
"sagemaker:UpdateExperiment",
"sagemaker:UpdateImage",
"sagemaker:UpdateModelPackage",
"sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
"sagemaker:UpdateNotebookInstance",
"sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:UpdatePipeline",
"sagemaker:UpdatePipelineExecution",
"sagemaker:UpdateProject",
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"sagemaker:UpdateTrainingJob",
"sagemaker:UpdateTrial",
"sagemaker:UpdateTrialComponent",
"sagemaker:UpdateUserProfile",
"sagemaker:UpdateWorkforce",
"sagemaker:UpdateWorkteam"

],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:app-image-config/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:code-repository/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:data-quality-job-definition/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*/device/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:edge-packaging-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:experiment/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:human-loop/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:human-task-ui/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:hyper-parameter-tuning-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:image/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:image-version/*/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:inference-recommendations-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:labeling-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-bias-job-definition/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-explainability-job-definition/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-quality-job-definition/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*/execution/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:workforce/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
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"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeDestinations",
"logs:DescribeExportTasks",
"logs:DescribeMetricFilters",
"logs:DescribeQueries",
"logs:DescribeQueryDefinitions",
"logs:DescribeSubscriptionFilters",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery"

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"

Amazon SageMaker での AWS Service Catalog AWS 管理ポリシーの更新
Amazon SageMaker の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡
を開始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知については、SageMaker
の [Document history] (p. 3465) (ドキュメント履歴) ページの RSS フィードにサブスクライブしてくださ
い。
ポリシー

バージョン

Amazon SageMaker サービ 2
スカタログ製品 Glue サービ
スロールポリシー (p. 3383)

変更

日付

2022 年 8 月 26 日
glue:GetUserDefinedFunctions
に新しいアクセス許可を追
加します。

AmazonSageMakerAdmin7
sagemaker:AddTags に新
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy (p. しいアクセス許可を追加し
3361)
ます。

2022 年 8 月 2 日

AmazonSageMakerAdmin6
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

lambda:TagResource に
新しいアクセス許可を追加
します。

2022 年 7 月 14 日

Amazon SageMaker サー
ビスカタログ製品 Lambda
サービスロールポリ
シー (p. 3385)

1

初期ポリシー

2022 年 4 月 4 日

Amazon SageMaker サービ
スカタログ製品 API ゲート
ウェイサービスロールポリ
シー (p. 3368)

1

初期ポリシー

2022 年 3 月 24 日

Amazon SageMaker サー
ビスカタログ製品クラウド
フォーメーションサービス
ロールポリシー (p. 3369)

1

初期ポリシー

2022 年 3 月 24 日

Amazon SageMaker サー
ビスカタログ製品コード

1

初期ポリシー

2022 年 3 月 24 日
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ポリシー

バージョン

変更

日付

ビルドサービスロールポリ
シー (p. 3374)
AmazonSageMakerAdmin5
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

ecr-idp:TagResource に 2022 年 3 月 21 日
新しいアクセス許可を追加
します。

Amazon SageMaker サービ
スカタログ製品コードパイ
プラインサービスロールポ
リシー (p. 3381)

1

初期ポリシー

2022 年 2 月 22 日

Amazon SageMaker サー
ビスカタログ製品イベ
ントサービスロールポリ
シー (p. 3382)

1

初期ポリシー

2022 年 2 月 22 日

Amazon SageMaker サー
ビスカタログ製品消防
ホースサービスロールポリ
シー (p. 3383)

1

初期ポリシー

2022 年 2 月 22 日

Amazon SageMaker サービ 1
スカタログ製品 Glue サービ
スロールポリシー

初期ポリシー

2022 年 2 月 22 日

AmazonSageMakerAdmin4
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

cognitoidp:TagResource と
s3:PutBucketCORS の新
しいアクセス許可を追加。

2022 年 2 月 16 日

AmazonSageMakerAdmin3
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

sagemaker の新しいアクセ 2021 年 9 月 15 日
ス許可を追加。
SageMaker イメージの作
成、読み取り、更新、削
除。

AmazonSageMakerAdmin2
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

sagemaker と codestarconnections の新しいア
クセス許可を追加。

2021 年 7 月 1 日

コードリポジトリの作成、
読み取り、更新、削除。
AWS CodeStar 接続を AWS
CodePipeline に渡す。
AmazonSageMakerAdmin1
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

初期ポリシー

2020 年 11 月 27 日

SageMaker での AWS 管理ポリシーの更新
SageMaker の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開始した
以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知については、SageMaker の [Document
history] (ドキュメント履歴) ページの RSS フィードにサブスクライブしてください。
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ポリシー

バージョン

変更

日付

AmazonSageMakerFullAccess23
(p. 3338)

glue:UpdateTable を追
加する。

2022 年 6 月 29 日

AmazonSageMakerFullAccess22

2022 年 5 月 1 日
cloudformation:ListStackResources
を追加する。

AmazonSageMakerReadOnly (p.
11 3348)

2021 年 12 月 1 日
sagemaker:QueryLineage、sagemaker:GetLineageGroupPolicy
アクセス許可を追加しま
す。

AmazonSageMakerFullAccess21

非同期推論が有効になっ
ているエンドポイントの
sns:Publish アクセス許
可を追加。

2021 年 9 月 8 日

AmazonSageMakerFullAccess20

iam:PassRole リソースお
よびアクセス許可を更新し
ます。

2021 年 7 月 15 日

AmazonSageMakerReadOnly 10

SageMaker Feature
2021 年 6 月 10 日
Store に新しい API
BatchGetRecord を追加。
SageMaker がその AWS 管
理ポリシーの変更の追跡を
開始。

2021 年 6 月 1 日

Amazon SageMaker のアイデンティティとアクセスの
トラブルシューティング
次の情報は、SageMaker と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立
ちます。
トピック
• SageMaker でアクションを実行する権限がない (p. 3394)
• iam:PassRole を実行する権限がない (p. 3395)
• マイアクセスキーを表示したい (p. 3395)
• 管理者として SageMaker へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 3395)
• 自分の AWS アカウント以外のユーザーに SageMaker リソースへのアクセスを許可したい (p. 3396)

SageMaker でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した人です。
次の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使ってトレーニングジョブの詳細を表示
する際に、sagemaker:sagemaker:DescribeTrainingJob アクセス許可がない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not

3394

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
トラブルシューティング

widget

authorized to perform: sagemaker:DescribeTrainingJob on resource: my-example-

この場合、Mateo は、sagemaker:DescribeTrainingJob アクションを使用して TrainingJob リ
ソースへのアクセスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

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

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

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

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

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

自分の AWS アカウント以外のユーザーに SageMaker リソース
へのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。
詳細については、以下を参照してください。
• SageMaker がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「Amazon SageMaker で
IAM が機能する仕組み (p. 3270)」を参照してください。
• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。
• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。
• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。
• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

ログ記録とモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して Amazon SageMaker をモニタリングすることで、raw データを収集し、
リアルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工できます。これらの統計は 15 か月間保持される
ため、履歴情報にアクセスし、ウェブアプリケーションまたはサービスの動作をより的確に把握できま
す。また、特定のしきい値を監視するアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信
したりアクションを実行したりできます。詳細については、「Amazon Logs An SageMaker アマゾンと
CloudWatch (p. 3432)」を参照してください。
Amazon CloudWatch Logs を使用すると、Amazon EC2 インスタンス、AWS CloudTrail、およびその他
のリソースからのログファイルをモニタリング、保存、アクセスできます。メトリクスの収集と追跡、カ
スタマイズしたダッシュボードの作成、および指定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通
知またはアクションを実行するアラームの設定を行うことができます。CloudWatch Logs は、ログファ
イル内の情報をモニタリングし、特定のしきい値が満たされたときに通知します。高い耐久性を備えたス
トレージにログデータをアーカイブすることも可能です。詳細については、「Amazon Logs SageMaker
Amazon のイベント CloudWatch (p. 3445)」を参照してください。
AWS CloudTrail は、SageMaker のユーザー、ロール、AWS サービスによって実行されたアクションのレ
コードを提供します。CloudTrail で収集された情報を使って、SageMaker に対するリクエスト、リクエス
ト元の IP アドレス、リクエストを実行したユーザー、リクエスト日時などの詳細を確認できます。詳細に
ついては, Amazon Logs SageMaker を使用した API コールリングAWS CloudTrail (p. 3446).

Note
CloudTrail では、runtime_InvokeEndpoint への呼び出しはモニタリングしません。
Amazon CloudWatch Events にルールを作成すると、SageMaker トレーニング、ハイパーパラメータの
チューニング、バッチ変換ジョブのステータス変更に応答できます。詳細については、「Amazon の自動
化 SageMaker アマゾンと EventBridge (p. 3451)」を参照してください。
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Amazon SageMaker のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環として
Amazon SageMaker のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、「AWS
コンプライアンスプログラム」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact のレポートのダウンロード」を参照してください。
Amazon SageMaker を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や社
内コンプライアンスの目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアン
スに役立つ以下のリソースを提供しています。
• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を
AWS にデプロイするためのステップを提供します。
• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。
• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub: この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、
セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

Amazon SageMaker の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れて
います。
AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
Amazon SageMaker では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバック
アップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

Amazon SageMaker のインフラストラクチャセ
キュリティ
マネージドサービスである Amazon SageMaker は、ホワイトペーパー「アマゾン ウェブ サービス: セ
キュリティプロセスの概要」に記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護
されています。
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AWS が公開している API コールを使用し、ネットワーク経由で Amazon SageMaker にアクセスしま
す。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS
1.2 以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral DiffieHellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポー
トされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポー
トされています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
トピック
• SageMaker が AWS Marketplace トレーニングと推論コンテナをスキャンしてセキュリティの脆弱性
に対応 (p. 3398)
• VPC 内のリソースに接続する (p. 3398)
• トレーニングおよび推論コンテナをインターネット無料モードで実行する (p. 3402)
• VPC インターフェイスエンドポイント経由で SageMaker に接続する (p. 3403)
• Amazon VPC のリソースへのアクセス権を SageMaker に付与する (p. 3413)

SageMaker が AWS Marketplace トレーニングと推論
コンテナをスキャンしてセキュリティの脆弱性に対応
当社のセキュリティ要件を満たすため、AWS Marketplace にリストされているアルゴリズムやモデルパッ
ケージで、共通脆弱性識別子 (CVE) がスキャンされます。CVE とは、セキュリティの脆弱性および曝露に
関する既知の情報のリストです。National Vulnerability Database (NVD) は、重大度、影響の程度、修正情
報など、CVE の詳細を提供します。CVE と NVD はいずれも一般公開されており、セキュリティツールお
よびサービスの利用が無料です。詳細については、http://cve.mitre.org/about/faqs.html#what_is_cve を参照
してください。

VPC 内のリソースに接続する
Amazon SageMaker Studio と SageMaker ノートブックインスタンスは、直接インターネットアクセスを
デフォルトで許可します。これにより、一般的なパッケージとノートブックをダウンロードし、開発環境
をカスタマイズして、効率的に作業できます。ただし、これがデータへの不正アクセスのさらなる手段を
生み出すことがあります。例えば、一般的に利用可能なノートブックや一般公開されているソースコード
ライブラリの形式でコンピュータに悪意のあるコードをインストールすると、そのコードによってデータ
がアクセスされることがあります。Amazon SageMaker Studio と SageMaker ノートブックインスタンス
を、任意の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) で起動すれば、インターネットにアクセスできる
トラフィックを制限できます。
Amazon Virtual Private Cloud は、AWS アカウント専用の仮想ネットワークです。Amazon VPC を使用す
ると、Amazon SageMaker Studio とノートブックインスタンスのネットワークアクセスとインターネット
接続を制御できます。直接インターネットアクセスを無効にすれば、セキュリティをさらに強化すること
もできます。
以下のトピックでは、SageMaker Studio インスタンスとノートブックインスタンスを VPC 内のリソース
に接続する方法について説明します。
トピック
• VPC 内の SageMaker Studio ノートブックを外部リソースに接続する (p. 3399)
• VPC 内のノートブックインスタンスを外部リソースに接続する (p. 3401)
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VPC 内の SageMaker Studio ノートブックを外部リソースに接続
する
次のトピックでは、VPC 内の Studio ノートブックを外部リソースに接続する方法について説明します。

インターネットとのデフォルトの通信
SageMaker Studio は、SageMaker が管理する VPC を介してインターネットと通信するネットワークイ
ンターフェイスをデフォルトで提供しています。Amazon S3 や CloudWatch などの AWS のサービスへの
トラフィックは、SageMaker API と SageMaker ランタイムにアクセスするトラフィックと同様に、イン
ターネットゲートウェイを経由します。ドメインと Amazon EFS ボリューム間のトラフィックは、Studio
にオンボーディングしたときに指定した VPC 、または CreateDomain API を呼び出したときに指定した
VPC を経由します。デフォルト設定は以下の図のようになります。

インターネットとの VPC only 通信
SageMaker から Studio ノートブックにインターネットアクセスが提供されないようにするには、Studio
にオンボードするとき、または CreateDomain API を呼び出すときに VPC only ネットワークアクセスタ
イプを指定して、インターネットアクセスを無効にします。そうすると、VPC に SageMaker API とラン
タイムエンドポイント (インターネットアクセスできる NAT ゲートウェイ) があり、セキュリティグルー
プでアウトバウンド接続を許可する場合を除き、Studio ノートブックを実行できなくなります。次の図
は、VPC 専用モードを使用するための設定を示しています。
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VPC only モードを使用するための要件
VpcOnly を選択する場合は、以下の手順を実行します。
1.

サブネットに必要な数のIPアドレスがあることを確認してください。ユーザーごとに必要になるIPア
ドレスの予想数は、ユースケースによって異なります。ユーザーごとに 2 ～ 4 つの IP アドレスを使
用することを推奨します。Studioドメインの合計IPアドレス容量は、ドメインの作成時に提供された
各サブネットで使用可能なIPアドレスの合計です。推定IPアドレスの使用量が、提供するサブネット
の数でサポートされる容量を超えないようにしてください。さらに、多くのアベイラビリティーゾー
ンに分散されたサブネットを使用すると、IP アドレスの可用性を高めることができます。詳細につい
ては、「IPv4 用の VPC とサブネットのサイズ設定」を参照してください。

Note
デフォルトのテナンシー VPC でのみサブネットを設定できます。このデフォルトでは、イ
ンスタンスが共有ハードウェアで実行されます。VPC のテナンシー属性の詳細については、
「ハードウェア専有インスタンス」を参照してください。
2.

以下のトラフィックを許可するインバウンドルールとアウトバウンドルールを使用して、1 つ以上の
セキュリティグループを設定します。
• ポート 2049 での TCP 経由の NFS トラフィック。ドメインと Amazon EFS ボリューム間のトラ
フィックです。

3.
4.

• セキュリティグループ内の TCP トラフィック。これは、JupyterServer アプリケーションと
KernelGateway アプリケーション間の接続に必要です。範囲 8192-65535 内の最小数のポートへ
のアクセスを許可する必要があります。
インターネットアクセスを許可する場合は、インターネットゲートウェイなどを経由してインター
ネットにアクセスできる NAT ゲートウェイを使用する必要があります。
インターネットアクセスを許可しない場合は、インターフェイス VPC エンドポイントを作成し (AWS
PrivateLink)、対応するサービス名を持つ以下のサービスへのアクセスを Studio に許可します。ま
た、VPC のセキュリティグループをこれらのエンドポイントに関連付ける必要があります。
• SageMaker API : com.amazonaws.us-east-1.sagemaker.api
• SageMaker ランタイム: com.amazonaws.us-east-1.sagemaker.runtime。Studio ノート
ブックを実行し、モデルをトレーニングおよびホストするために必要です。
• Amazon S3: com.amazonaws.us-east-1.s3。
• SageMaker プロジェクトを使用する場合: com.amazonaws.us-east-1.servicecatalog。
• 必要なその他の AWS のサービス。
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Note
VPC モードで顧客が作業する場合、会社のファイアウォールが原因となって SageMaker Studio
または JupyterServer と KernelGateway 間に接続の問題が発生する場合があります。ファイア
ウォールの内側から SageMaker Studio を使用する際にこれらの問題が発生した場合は、次の
チェックを行います。
• Studio URL がネットワーク許可リストに含まれていることをチェックする。
• WebSocket 接続がブロックされていないことをチェックする。WebSocket は Jupyter 内部で使
用されます。KernelGateway アプリケーションが InService になっていると、JupyterServer が
KernelGateway に接続できない場合があります。この問題は、システムターミナルが開いてい
る場合にも発生します。

詳細については
• プライベート VPC を使用して Amazon SageMaker Studio の接続を保護する
• VPC のセキュリティグループ
• VPC インターフェイスエンドポイント経由で SageMaker に接続する (p. 3403)
• パブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ VPC (NAT)

VPC 内のノートブックインスタンスを外部リソースに接続する
次のトピックでは、VPC 内のノートブックインスタンスを外部リソースに接続する方法について説明しま
す。

インターネットとのデフォルトの通信
ノートブックが直接インターネットアクセスを許可する場合、SageMaker により、ノートブックが
SageMaker によって管理される VPC を介してインターネットと通信できるようにするネットワークイ
ンターフェイスが提供されます。VPC の CIDR 内のトラフィックは、VPC で作成された Elastic Network
Interface を経由します。その他すべてのトラフィックは、SageMaker によって作成されたネットワー
クインターフェイスを通過します。これは、基本的にパブリックインターネットを介して行われま
す。Amazon S3 や DynamoDB などのゲートウェイ VPC エンドポイントへのトラフィックは、パブリッ
クインターネットを通過しますが、インターフェイス VPC エンドポイントへのトラフィックは引き続き
VPC を通過します。ゲートウェイ VPC エンドポイントを使用する場合は、直接インターネットアクセス
を無効にすることもできます。

インターネットとの VPC 通信
直接インターネットアクセスを無効にするには、ノートブックインスタンスの VPC を指定します。これに
より、SageMaker は、ノートブックインスタンスへのインターネットアクセスを提供できなくなります。
その結果、VPC にインターフェイスエンドポイント (AWS PrivateLink) または NAT ゲートウェイがあり、
セキュリティグループでアウトバウンド接続が許可されている場合を除き、ノートブックインスタンスは
モデルをトレーニングまたはホストできません。
VPC インターフェイスエンドポイントを作成して、ノートブックインスタンス用に AWS PrivateLink を
使用する方法の詳細については、「VPC インターフェイスエンドポイントを介してノートブックインスタ
ンスに接続する (p. 3409)」を参照してください。VPC 用の NAT ゲートウェイのセットアップについて
は、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「パブリックサブネットとプライベートサブネットを
持つ VPC (NAT)」を参照してください。セキュリティグループについては、「VPC のセキュリティグルー
プ」を参照してください。各ネットワークモードでのネットワーク設定およびオンプレミスのネットワー
ク設定の詳細については、「Amazon SageMaker ノートブックインスタンスのネットワーク設定と高度な
ルーティングオプションについて理解する」を参照してください。
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セキュリティと共有ノートブックインスタンス
SageMaker ノートブックインスタンスは、個々のユーザーに対して最適に動作するように設計されていま
す。データサイエンティストやその他のユーザーが開発環境の管理に最大限の能力を発揮できるように設
計されています。
ノートブックインスタンスユーザーには、パッケージとその他の関連ソフトウェアをインストールするた
めのルートアクセス権があります。機密情報を含む、VPC にアタッチされたノートブックインスタンスへ
のアクセス権を個々のユーザーに付与する際には、適切な判断を行うことをお勧めします。例えば、次の
例に示すように、IAM ポリシーでノートブックインスタンスへのアクセス権をユーザーに付与できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-instance/
myNotebookInstance"
}
]
}

トレーニングおよび推論コンテナをインターネット無
料モードで実行する
SageMaker トレーニングとデプロイされた推論コンテナは、デフォルトでインターネットが有効になっ
ています。これにより、コンテナは、トレーニングと推論ワークロードの一部として、外部サービスとパ
ブリックインターネットのリソースにアクセスできるようになります。ただし、これによってデータへの
不正アクセスの手段が生じることもあります。たとえば、悪意のあるユーザーや、(一般公開されている
ソースコードライブラリの形式で) コンテナに誤ってインストールしたコードがデータにアクセスし、そ
のデータをリモートホストに転送する可能性があります。
CreateTrainingJob、CreateHyperParameterTuningJob、または CreateModel を呼び出すとき
に、VpcConfig パラメータに値を指定して Amazon VPC を使用する場合、セキュリティグループを管理
し、VPC からのインターネットアクセスを制限することで、データとリソースを保護できます。ただし、
これには追加のネットワーク設定のコストがかかります。また、ネットワークが適切に設定されないとい
うリスクが付随します。SageMaker でトレーニングコンテナや推論コンテナへの外部ネットワークアクセ
スを許可しないようにする場合は、ネットワーク分離を有効にします。

ネットワークの隔離
トレーニングジョブまたはモデルの作成時にネットワーク分離を有効にするに
は、CreateTrainingJob、CreateHyperParameterTuningJob、または CreateModel を呼び出す
ときに EnableNetworkIsolation パラメータの値を True に設定できます。

Note
ネットワーク分離は、AWS Marketplace のリソースを使用してトレーニングジョブやモデルを実
行するために必要です。
ネットワーク分離を有効にすると、コンテナは、Amazon S3 などの他の AWS サービスを含めて、すべて
のアウトバウンドネットワーク呼び出しを実行できなくなります。さらに、AWS 認証情報がコンテナの
ランタイム環境で使用できなくなります。複数のインスタンスを使用するトレーニングジョブの場合は、
ネットワークのインバウンドおよびアウトバウンドのトラフィックが各トレーニングコンテナのピアに
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制限されます。SageMaker はトレーニングまたは推論コンテナとは独立し、Amazon S3 に対するダウン
ロードおよびアップロードのオペレーションを SageMaker 実行ロールを使用して実行します。
Amazon S3 へのアクセス権が必要なため、以下のマネージド SageMaker コンテナではネットワーク分離
がサポートされていません。
• Chainer
• SageMaker Reinforcement Learning

VPC によるネットワーク分離
ネットワーク分離は、VPC と組み合わせて使用することができます。このシナリオでは、顧客のデータと
モデルのアーティファクトのダウンロードとアップロードが、VPC サブネット経由でルーティングされま
す。ただし、トレーニングと推論コンテナ自体はネットワークから継続的に切り離され、VPC 内またはイ
ンターネットのどのリソースにもアクセスすることはできません。

VPC インターフェイスエンドポイント経由で
SageMaker に接続する
インターネット経由で接続するのではなく、Virtual Private Cloud (VPC) のインターフェイスエンドポイン
トを通じて SageMaker API エンドポイントや SageMaker ランタイムに直接接続できます。VPC インター
フェイスエンドポイントを使うと、AWS ネットワーク内で VPC と SageMaker API またはランタイム間
の通信が完全かつ安全に実施されます。
SageMaker API とランタイムでは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) インターフェイスエンド
ポイントがサポートされています。このエンドポイントは、AWS PrivateLink を使用します。各 VPC エン
ドポイントは、VPC サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface とプライベート IP アドレスで表
されます。
VPC インターフェイスエンドポイントは VPC を SageMaker API またはランタイムに直接接続します。そ
の際、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続を使用しませ
ん。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレスがなくても SageMaker API またはランタイムと通信
できます。
インターフェイスエンドポイントを作成して、AWS コンソールか AWS Command Line Interface (AWS
CLI) コマンドのいずれかを使って、SageMaker または SageMaker ランタイムと接続できます。手順につ
いては、「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。
VPC エンドポイントを作成すると、endpoint-url パラメータを使って、SageMaker API またはランタ
イムへのインターフェイスエンドポイントを指定する次のサンプル CLI コマンドを使用できます。
aws sagemaker list-notebook-instances --endpointurl VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com
aws sagemaker list-training-jobs --endpointurl VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpointurl VPC_Endpoint_ID.runtime.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com
--endpoint-name Endpoint_Name \
--body "Endpoint_Body" \
--content-type "Content_Type" \
Output_File

\

VPC エンドポイントのプライベート DNS ホスト名を有効にした場合は、エンドポイント URL を指定す
る必要はありません。CLI および SageMaker SDK がデフォルトで使う SageMaker API DNS ホスト名
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(https://api.sagemaker.Region.amazon.com) は、ご自身の VPC エンドポイントに解決されます。同様
に、CLI および SageMaker ランタイム SDK がデフォルトで使う SageMaker ランタイム DNS ホスト名
(https://runtime.sagemaker.Region.amazonaws.com) は、ご自身の VPC エンドポイントに解決されま
す。
SageMaker API とランタイムは、Amazon VPC と SageMaker の両方が利用できるすべての AWS リー
ジョンで VPC エンドポイントをサポートしています。SageMaker は、VPC 内のすべての Operations
への呼び出しをサポートしています。
CreatePresignedNotebookInstanceUrl の結果 AuthorizedUrl は、AWS PrivateLink でサポート
されていません。ユーザーがノートブックインスタンスに接続するために使う承認された URL の AWS
PrivateLink を有効にする方法については、「VPC インターフェイスエンドポイントを介してノートブック
インスタンスに接続する (p. 3409)」を参照してください。
AWS PrivateLink の詳細については、AWS PrivateLink ドキュメントを参照してください。VPC エンドポ
イントの料金については、「VPC の料金」を参照してください。VPC およびエンドポイントの詳細につ
いては、「Amazon VPC」を参照してください。ID ベースの AWS Identity and Access Management ポリ
シーを使用して SageMaker API およびランタイムへのアクセスを制限する方法については、「アイデン
ティティベースのポリシーを使って SageMaker API へのアクセスを制御する (p. 3290)」を参照してくだ
さい。

SageMaker の VPC エンドポイントポリシーを作成する
SageMaker の Amazon VPC エンドポイントに対するポリシーを作成して、以下を指定できます。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
詳細については、『Amazon VPC ユーザーガイド』の「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制
御する」を参照してください。

Note
VPC エンドポイントポリシーは、runtime_InvokeEndpoint 用の連邦情報処理規格 (Federal
Information Processing Standards/FIPS) SageMaker ランタイムエンドポイントではサポートされ
ません。
次の例の VPC エンドポイントポリシーでは、VPC インターフェイスエンドポイントにアクセスできるす
べてのユーザーが、SageMaker でホストされた、myEndpoint という名前のエンドポイントを呼び出す
ことが許可されます。
{

}

"Statement": [
{
"Action": "sagemaker:InvokeEndpoint",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/myEndpoint",
"Principal": "*"
}
]

この例では、以下が拒否されます。
• その他の SageMaker API アクション (sagemaker:CreateEndpoint や
sagemaker:CreateTrainingJob など)。
• myEndpoint 以外の、SageMaker でホストされたエンドポイントの呼び出し。
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Note
この例では、ユーザーは VPC の外部からその他の SageMaker API アクションをまだ実行できま
す。VPC 内からこれらの API コールを制限する方法については、「アイデンティティベースのポ
リシーを使って SageMaker API へのアクセスを制御する (p. 3290)」を参照してください。

Amazon SageMaker Feature Store の VPC エンドポイントポリ
シーを作成する
Amazon SageMaker Feature Store の VPC エンドポイントを作成するには、次のエンドポイントテンプ
レートを使用し、VPC_Endpoint_ID.api と Region を置き換えます。
VPC_Endpoint_ID.api.featurestore-runtime.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

インターフェイス VPC エンドポイント経由で SageMaker Studio
に接続する
インターネット経由で接続する代わりに、VPC のインターフェイスエンドポイントを介して Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) から Amazon SageMaker Studio に接続できます。インターフェイス
VPC エンドポイント (インターフェイスエンドポイント) を使用すると、VPC と Studio 間の通信が AWS
ネットワーク内で完全かつ安全に実施されます。
SageMaker Studio では、AWS PrivateLink を使用するインターフェイスエンドポイントがサポートさ
れています。各インターフェイスエンドポイントは、VPC サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network
Interface とプライベート IP アドレスで表されます。
Studio では、Amazon SageMaker と Amazon VPC の両方が使用可能なすべての AWS リージョンのイン
ターフェイスエンドポイントがサポートされます。
トピック
• VPC エンドポイントの作成 (p. 3405)
• SageMaker Studio の VPC エンドポイントポリシーを作成する (p. 3406)
• VPC 内からのアクセスのみを許可する (p. 3406)

VPC エンドポイントの作成
インターフェイスエンドポイントを作成して、AWS コンソールか AWS Command Line Interface (AWS
CLI) のいずれかを使って、Studio と接続できます。手順については、「インターフェイスエンドポイント
の作成」を参照してください。Studio に接続する VPC 内のすべてのサブネットに対して、必ずインター
フェイスエンドポイントを作成してください。
インターフェイスエンドポイントを作成するときは、SageMaker Studio に関連付けられたセキュリティグ
ループからの HTTPS トラフィックへのインバウンドアクセスを、エンドポイントのセキュリティグルー
プが許可していることを確認します。詳細については、「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを
制御する」を参照してください。

Note
SageMaker Studio に接続するためのインターフェイスエンドポイントを作成する以外に
も、Amazon SageMaker API に接続するためのインターフェイスエンドポイントを作成します。
ユーザーが CreatePresignedDomainUrl を呼び出して Studio に接続するための URL を取得
する場合、その呼び出しは SageMaker API への接続に使用されるインターフェイスエンドポイン
トを経由します。
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インターフェイスエンドポイントを作成するときに、サービス名として
aws.sagemaker.Region.studio を指定します。インターフェイスエンドポイントを作成したら、エ
ンドポイントのプライベート DNS を有効にします。SageMaker API、AWS CLI、コンソールを使用して
VPC 内から SageMaker Studio に接続するユーザーは、パブリックインターネットではなくインターフェ
イスエンドポイントを経由して Studio に接続します。また、SageMaker Studio が VPC エンドポイント
URL ではなく api.sagemaker.$region.amazonaws.com エンドポイントを使用して SageMaker API
にアクセスできるように、プライベートホストゾーンを使用して Amazon VPC エンドポイントにカスタム
DNS を設定する必要があります。プライベートホストゾーンの設定手順については、「プライベートホス
トゾーンの使用」を参照してください。

SageMaker Studio の VPC エンドポイントポリシーを作成する
SageMaker Studio への接続に使うインターフェイス VPC エンドポイントには、Amazon VPC エンドポイ
ントポリシーをアタッチできます。エンドポイントポリシーは、Studio へのアクセスを制御します。以下
を指定することができます。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
SageMaker Studio で VPC エンドポイントを使用するには、KernelGateway アプリケーションタイプで
の CreateApp オペレーションをエンドポイントポリシーで許可する必要があります。これにより、VPC
エンドポイントを経由してルーティングされるトラフィックで CreateApp API を呼び出すことができま
す。次の VPC エンドポイントポリシーの例は、CreateApp オペレーションを許可する方法を示していま
す。
{

"Statement": [
{
"Action": "sagemaker:CreateApp",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:app/domain-id/*",
"Principal": "*"
}
]

}

詳細については、「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御する」を参照してください。
VPC エンドポイントポリシーの次の例では、エンドポイントへのアクセスが許可されているすべてのユー
ザーに、SageMaker Studio ドメインのユーザープロファイルへのドメイン ID を指定したアクセスを許可
しています。他のドメインへのアクセスは拒否されます。
{

}

"Statement": [
{
"Action": "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:user-profile/domain-id/*",
"Principal": "*"
}
]

VPC 内からのアクセスのみを許可する
VPC にインターフェイスエンドポイントを設定した場合でも、VPC 外部のユーザーはインターネットを
介して SageMaker Studio に接続できます。
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VPC 内からの接続のみにアクセスを許可するには、そのような趣旨の AWS Identity and Access
Management (IAM) ポリシーを作成します。そのポリシーを、Studio へのアクセスに使用されるすべての
IAM ユーザー、グループ、ロールに追加します。この機能は IAM モードでのみサポートされ、SSO モー
ドではサポートされません。次の例は、そのようなポリシーの作成方法を示しています。

Important
以下のサンプルのような IAM ポリシーを適用すると、ユーザーは SageMaker Studio や指定され
た SageMaker API に SageMaker コンソールからアクセスできなくなります。Studio にアクセス
するには、ユーザーは署名付き URL を使用するか、SageMaker API を直接呼び出す必要があり
ます。
例 1: インターフェイスエンドポイントのサブネット内でのみ接続を許可する
以下のポリシーでは、インターフェイスエンドポイントを作成したサブネット内の発信者にのみ接続を許
可します。
{

}

"Id": "sagemaker-studio-example-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable SageMaker Studio Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeUserProfile"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
}
}
}
]

例 2: aws:sourceVpce を使用してインターフェイスエンドポイントを介した接続のみを許可する
以下のポリシーでは、aws:sourceVpce 条件キーで指定したインターフェイスエンドポイントを介し
て作成された接続のみを許可します。例えば、最初のインターフェイスエンドポイントは SageMaker
Studio コントロールパネルからのアクセスを許可します。2 番目のインターフェイスエンドポイントは
SageMaker API を介したアクセスを許可します。
{

"Id": "sagemaker-studio-example-2",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable SageMaker Studio Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeUserProfile"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:sourceVpce": [
"vpce-111bbccc",
"vpce-111bbddd"
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}

]

}

}

}

]

このポリシーには DescribeUserProfile アクションが含まれます。通常は、DescribeUserProfile
を呼び出して、ユーザープロファイルのステータスが InService であることを確認してから、ドメイン
への接続を試みます。例:
aws sagemaker describe-user-profile \
--domain-id domain-id \
--user-profile-name profile-name

レスポンス:
{

"DomainId": "domain-id",
"UserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:user-profile/domain-id/profilename",
"UserProfileName": "profile-name",
"HomeEfsFileSystemUid": "200001",
"Status": "InService",
"LastModifiedTime": 1605418785.555,
"CreationTime": 1605418477.297
}

aws sagemaker create-presigned-domain-url
--domain-id domain-id \
--user-profile-name profile-name

レスポンス:
{

"AuthorizedUrl": "https://domain-id.studio.us-west-2.sagemaker.aws/auth?
token=AuthToken"
}

いずれの呼び出しでも、2018 年 8 月 13 日より前にリリースされたバージョンの AWS SDK を使ってい
る場合、呼び出しでエンドポイント URL を指定する必要があります。例えば、以下の例は、createpresigned-domain-url への呼び出しを示しています。
aws sagemaker create-presigned-domain-url
--domain-id domain-id \
--user-profile-name profile-name \
--endpoint-url vpc-endpoint-id.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

例 3: aws:SourceIp を使用した IP アドレスからの接続を許可する
以下のポリシーでは、aws:SourceIp 条件キーを使用した、指定範囲の IP アドレスからの接続のみを許
可します。
{

"Id": "sagemaker-studio-example-3",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

]

}

"Sid": "Enable SageMaker Studio Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeUserProfile"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
}

例 4: aws:VpcSourceIp を使用してインターフェイスエンドポイント経由の IP アドレスからの接続を許
可する
インターフェイスエンドポイントを介して SageMaker Studio にアクセスする場合は、以下のポリシーに
示すように、aws:VpcSourceIp 条件キーを使用することによって、インターフェイスエンドポイントを
作成したサブネット内の指定された範囲の IP アドレスからの接続のみを許可できます。
{

}

"Id": "sagemaker-studio-example-4",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable SageMaker Studio Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeUserProfile"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:VpcSourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
},
"StringEquals": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
}
}
}
]

VPC インターフェイスエンドポイントを介してノートブックイ
ンスタンスに接続する
パブリックインターネット経由で接続する代わりに、バーチャルプライベートクラウド (VPC) のインター
フェイスエンドポイントを介して VPC からノートブックインスタンスに接続できます。VPC インター
フェイスエンドポイントを使うと、VPC とノートブックインスタンスの間の通信は、AWS ネットワーク
内で完全かつ安全に行われます。
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SageMaker ノートブックインスタンスでは、AWS PrivateLink を使用する Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) インターフェイスエンドポイントがサポートされています。各 VPC エンドポイント
は、VPC サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface とプライベート IP アドレスで表されます。

Note
ノートブックインスタンスに接続するためのインターフェイス VPC エンドポイントを作成する前
に、SageMaker API に接続するためのインターフェイス VPC エンドポイントを作成してくださ
い。このようにして、ユーザーがノートブックインスタンスに接続するための URL を取得するた
めに CreatePresignedNotebookInstanceUrl を呼び出すと、その呼び出しもインターフェ
イス VPC エンドポイントを経由します。詳細については、VPC インターフェイスエンドポイン
ト経由で SageMaker に接続する (p. 3403) を参照してください。
AWS コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使って、ノートブックイン
スタンスに接続するためのインターフェイスエンドポイントを作成できます。手順については、「イン
ターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。ノートブックインスタンスに接続する VPC 内
のすべてのサブネットに対して、必ずインターフェイスエンドポイントを作成してください。
インターフェイスエンドポイントを作成するときに、サービス名として aws.sagemaker.region.notebook
を指定します。VPC エンドポイントを作成したら、VPC エンドポイントのプライベート DNS を有効にし
ます。VPC 内からノートブックインスタンスに接続するために SageMaker API、AWS CLI、コンソール
を使うすべてのユーザーは、パブリックインターネットではなく VPC エンドポイント経由でノートブック
インスタンスに接続します。
SageMaker は、Amazon VPC と SageMaker の両方が利用可能なすべての AWS リージョンで VPC エン
ドポイントをサポートします。
トピック
• プライベートネットワークを VPC に接続する (p. 3410)
• SageMaker ノートブックインスタンスの VPC エンドポイントポリシーを作成する (p. 3410)
• VPC 内からの接続へのアクセスの制限 (p. 3411)

プライベートネットワークを VPC に接続する
VPC を介してノートブックインスタンスに接続するには、VPC 内にあるインスタンスから接続する
か、AWS Virtual Private Network (AWS VPN) または AWS Direct Connect を使ってプライベートネット
ワークを VPC に接続する必要があります。AWS VPN の詳細については、Amazon Virtual Private Cloud
ユーザーガイドの「VPN 接続」を参照してください。AWS Direct Connect の詳細については、AWS
Direct Connect ユーザーガイドの「接続を作成する」を参照してください。

SageMaker ノートブックインスタンスの VPC エンドポイントポリシーを作成す
る
SageMaker ノートブックインスタンスの Amazon VPC エンドポイントのポリシーを作成して、以下を指
定できます。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
詳細については、『Amazon VPC ユーザーガイド』の「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制
御する」を参照してください。
VPC エンドポイントポリシーの次の例では、エンドポイントへのアクセスが許可されているすべてのユー
ザーが、myNotebookInstance という名前のノートブックインスタンスへのアクセスが許可されること
を指定しています。
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{

"Statement": [
{
"Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:notebook-instance/
myNotebookInstance",
"Principal": "*"
}
]
}

他のノートブックインスタンスへのアクセスは拒否されます。

VPC 内からの接続へのアクセスの制限
VPC でインターフェイスエンドポイントを設定しても、VPC の外部にいる人はインターネット経由で
ノートブックインスタンスに接続できます。

Important
以下のような IAM ポリシーを適用すると、ユーザーは指定された SageMaker API またはノート
ブックインスタンスにコンソールからアクセスできなくなります。
VPC 内からの接続のみにアクセスを制限するには、VPC 内からの呼び出しのみにアクセスを制限する
AWS Identity and Access Management ポリシーを作成します。次に、そのポリシーを、ノートブックイ
ンスタンスへのアクセスに使用されるすべての AWS Identity and Access Management ユーザー、グルー
プ、またはロールに追加します。

Note
このポリシーでは、インターフェイスのエンドポイントを作成したサブネット内の発信者にのみ
接続を許可します。
{

}

"Id": "notebook-example-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable Notebook Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
}
}
}
]

ノートブックインスタンスへのアクセスをインターフェイスエンドポイントを使って行われた接続のみに
制限したい場合は、aws:SourceVpc の代わりに aws:SourceVpce 条件キーを使用してください。
{

"Id": "notebook-example-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [

3411

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
VPC インターフェイスエンドポイ
ント経由で SageMaker に接続する
{

}

]

}

"Sid": "Enable Notebook Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:sourceVpce": [
"vpce-111bbccc",
"vpce-111bbddd"
]
}
}

これらのポリシー例はどちらも、SageMaker API 用のインターフェイスエンドポイントも作成したと想
定しています。詳細については、「VPC インターフェイスエンドポイント経由で SageMaker に接続す
る (p. 3403)」を参照してください。2 番目の例では、aws:SourceVpce の値の 1 つは、ノートブックイ
ンスタンスのインターフェイスエンドポイントの ID です。もう 1 つは SageMaker API のインターフェイ
スエンドポイントの ID です。
通常、接続しようとする前に DescribeNotebookInstance を呼び出して NotebookInstanceStatus
が InService であることを確認するため、こちらでのポリシーの例には
DescribeNotebookInstance が含まれています。次に例を示します。
aws sagemaker describe-notebook-instance \
--notebook-instance-name myNotebookInstance
{

"NotebookInstanceArn":
"arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890ab:notebook-instance/mynotebookinstance",
"NotebookInstanceName": "myNotebookInstance",
"NotebookInstanceStatus": "InService",
"Url": "mynotebookinstance.notebook.us-west-2.sagemaker.aws",
"InstanceType": "ml.m4.xlarge",
"RoleArn":
"arn:aws:iam::1234567890ab:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-12345678T123456",
"LastModifiedTime": 1540334777.501,
"CreationTime": 1523050674.078,
"DirectInternetAccess": "Disabled"
}
aws sagemaker create-presigned-notebook-instance-url --notebook-instance-name
myNotebookInstance
{

"AuthorizedUrl": "https://mynotebookinstance.notebook.us-west-2.sagemaker.aws?
authToken=AuthToken
}

Note
生成された署名付き URL は、インターネット上のどこからでも使用できます。
どちらの呼び出しでも、VPC エンドポイントのプライベート DNS ホスト名を有効にしなかった場合、ま
たは 2018 年 8 月 13 日より前にリリースされたバージョンの AWS SDK を使っている場合、呼び出しで
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エンドポイント URL を指定する必要があります。例えば、create-presigned-notebook-instanceurl の呼び出しは以下のようになります。
aws sagemaker create-presigned-notebook-instance-url
--notebook-instance-name myNotebookInstance --endpoint-url
VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

プライベートネットワークを VPC に接続する
VPC 経由で SageMaker API およびランタイムを呼び出すには、VPC 内にあるインスタンスから接続する
か、AWS Virtual Private Network (AWS VPN) または AWS Direct Connect を使ってプライベートネット
ワークを VPC に接続する必要があります。AWS VPN の詳細については、Amazon Virtual Private Cloud
ユーザーガイドの「VPN 接続」を参照してください。AWS Direct Connect の詳細については、AWS
Direct Connect ユーザーガイドの「接続を作成する」を参照してください。

Amazon VPC のリソースへのアクセス権を
SageMaker に付与する
SageMaker は、デフォルトで以下のジョブタイプを Amazon Virtual Private Cloud で実行します。
• Processing
• トレーニング
• モデルホスティング
• バッチ変換
• Amazon SageMaker Clarify
• SageMaker コンパイル
ただし、これらのジョブのコンテナは AWS リソース (トレーニングデータやモデルアーティファクトを保
存する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットなど) にインターネットを介してアクセス
します。
データやジョブコンテナへのアクセスを制御するには、プライベート VPC を作成して設定し、それらにイ
ンターネット経由でアクセスできないようにすることをお勧めします。VPC の作成と設定の詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon VPC の開始方法」を参照してください。VPC を使うと、
インターネットに接続されないように VPC を設定できるため、ジョブコンテナとデータの保護に役立ちま
す。VPC を使うと、VPC フローログを使ってジョブコンテナとの間のすべてのネットワークトラフィッ
クをモニタリングすることもできます。詳細については、アマゾン VPC ユーザーガイドの「VPC フロー
ログを使用した IP トラフィックのログ記録」を参照してください。
プライベート VPC 設定は、サブネットとセキュリティグループを指定することでジョブを作成するときに
指定します。サブネットとセキュリティグループを指定すると、SageMaker はサブネットの 1 つのセキュ
リティグループに関連付けられている Elastic Network Interface を作成します。ネットワークインターフェ
イスを使うと、ジョブコンテナは VPC 内のリソースに接続できます。ネットワークインターフェイスの詳
細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Elastic Network Interface」を参照してください。
トピック
• Amazon VPC のリソースへのアクセス権を SageMaker 処理ジョブに付与する (p. 3414)
• Amazon VPC のリソースへのアクセス権を SageMaker トレーニングジョブに付与する (p. 3416)
• Amazon VPC 内のリソースへのアクセス権を SageMaker ホストエンドポイントに付与する (p. 3419)
• Amazon VPC のリソースへのアクセス権をバッチ変換ジョブに付与する (p. 3422)
• Amazon VPC のリソースへのアクセス権を Amazon SageMaker Clarify ジョブに付与する (p. 3426)
• Amazon VPC のリソースへのアクセス権を SageMaker コンパイルジョブに付与する (p. 3429)
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Amazon VPC のリソースへのアクセス権を SageMaker 処理ジョ
ブに付与する
データおよび処理ジョブへのアクセスを制御するには、プライベート Amazon VPC を作成して設定し、
パブリックインターネット経由でジョブにアクセスできないようにすることをお勧めします。VPC の作成
と設定の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon VPC の開始方法」を参照してくださ
い。VPC を使用すると、インターネットに接続されないように VPC を設定できるため、処理コンテナと
データの保護に役立ちます。VPC を使用すると、VPC フローログを使用して処理コンテナとの間のすべ
てのネットワークトラフィックを監視することもできます。詳細については、アマゾン VPC ユーザーガイ
ドの「VPC フローログを使用した IP トラフィックのログ記録」を参照してください。
このドキュメントでは、処理ジョブの Amazon VPC 設定を追加する方法について説明します。

Amazon VPC アクセス用の処理ジョブを設定する
プライベート VPC 内のサブネットとセキュリティグループを指定するには、CreateProcessingJob
API の NetworkConfig.VpcConfig リクエストパラメータを使用するか、SageMaker コンソールで処
理ジョブを作成するときにこの情報を指定します。SageMaker は、この情報を使用してネットワークイ
ンターフェイスを作成し、処理コンテナにアタッチします。ネットワークインターフェイスは、インター
ネットに接続されていない VPC 内のネットワーク接続を処理コンテナに提供します。また、処理ジョブが
プライベート VPC 内のリソースに接続できるようにします。
次に、VpcConfig への呼び出しに含める CreateProcessingJob パラメータの例を示します。
VpcConfig: {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

SageMaker 処理用のプライベート VPC を設定する
プライベート VPC を SageMaker 処理ジョブ用に設定する場合、次のガイドラインに従います。VPC の
セットアップについては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネットの使用」を参照してくださ
い。
トピック
• サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する (p. 3414)
• Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する (p. 3415)
• カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する (p. 3415)
• ルートテーブルの設定 (p. 3416)
• VPC セキュリティグループを設定する (p. 3416)
• VPC の外部のリソースに接続する (p. 3416)

サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する
VPC サブネットには、処理ジョブの各インスタンス用プライベート IP アドレスが少なくとも 2 つ必要で
す。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの IPv4 用の VPC とサブネットのサイズ設定を参照し
てください。
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Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する
処理コンテナがインターネットにアクセスできないように VPC を設定した場合、アクセスを許可する
VPC エンドポイントを作成しない限り、処理コンテナはデータを含む Amazon S3 バケットに接続できま
せん。VPC エンドポイントを作成することで、データとモデルのアーティファクトを保存するバケットに
処理コンテナがアクセスできるようにします。プライベート VPC からのリクエストのみに S3 バケットへ
のアクセスを許可するカスタムポリシーも作成することをお勧めします。詳細については、 Amazon S3
のエンドポイントを参照してください。

S3 VPC エンドポイントを作成するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [エンドポイント] を選択し、[エンドポイントの作成] を選択します。

3.

[Service Name] (サービス名) で、com.amazonaws.region.s3 を選択します。この場合、region は
VPC が存在するリージョンの名前になります。
[VPC] で、エンドポイントに使用する VPC を選択します。

4.
5.

[Configure route tables] で、エンドポイントで使用するルートテーブルを選択します。VPC サービス
で、選択した各ルートテーブルに、S3 トラフィックを新しいエンドポイントに向けるルートが自動的
に追加されます。

6.

[ポリシー] で、[フルアクセス] を選択して、VPC 内の任意のユーザーまたはサービスによる S3 サー
ビスへのフルアクセスを許可します。アクセスを詳細に制限するには、[カスタム] を選択します。詳
細については、カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する (p. 3415) を
参照してください。

カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する
デフォルトのエンドポイントポリシーでは、VPC のすべてのユーザーまたはサービスに対して S3 へのフ
ルアクセスが許可されています。S3 へのアクセスを詳細に制限するには、カスタムエンドポイントポリ
シーを作成します。詳細については、「Amazon S3 のエンドポイントポリシー」を参照してください。バ
ケットポリシーを使って、S3 バケットへのアクセスを Amazon VPC からのトラフィックのみに制限する
こともできます。詳細については、「Amazon S3 バケットポリシー」を参照してください。

処理コンテナへのパッケージのインストールの制限
デフォルトエンドポイントポリシーでは、ユーザーは、Amazon Linux と Amazon Linux 2 のリポジトリか
らのパッケージを処理コンテナにインストールできます。ユーザーがそのリポジトリからパッケージをイ
ンストールしないようにする場合は、Amazon Linux と Amazon Linux 2 のリポジトリへのアクセスを明示
的に拒否するカスタムエンドポイントポリシーを作成します。これらのリポジトリへのアクセスを拒否す
るポリシーの例を次に示します。
{

}
{

"Statement": [
{
"Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
"arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

"Statement": [
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}

]

{ "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
]
}

ルートテーブルの設定
エンドポイントルートテーブルのデフォルトの DNS 設定を使って、標準 Amazon S3 URL (例え
ば、http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) が解決されるようにします。デフォルト
の DNS 設定を使用しない場合は、エンドポイントルートテーブルを設定することで、処理ジョブのデー
タの場所の指定に使用する URL が解決されるようにします。VPC エンドポイントルートテーブルについ
ては、Amazon VPC ユーザーガイドの「ゲートウェイエンドポイントのルーティング」を参照してくださ
い。

VPC セキュリティグループを設定する
分散型処理では、同じ処理ジョブ内の異なるコンテナ間の通信を許可する必要があります。そのために
は、同じセキュリティグループのメンバー間のインバウンド接続を許可するセキュリティグループのルー
ルを設定します。詳細については、「セキュリティグループのルール」を参照してください。

VPC の外部のリソースに接続する
インターネットにアクセスできないように VPC を設定する場合、その VPC を使用する処理ジョブ
は、VPC の外部のリソースにアクセスできません。処理ジョブが VPC の外部のリソースにアクセスする
必要がある場合は、次のいずれかのオプションを使用してアクセスを可能にします。
• 処理ジョブがインターフェイス VPC エンドポイントをサポートする AWS サービスにアクセスする必要
がある場合は、そのサービスに接続するためのエンドポイントを作成します。インターフェイスエンド
ポイントをサポートするサービスのリストについては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポ
イント」を参照してください。インターフェイス VPC エンドポイントの作成については、Amazon VPC
ユーザーガイド の「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS プライベートリンク)」を参照してく
ださい。
• 処理ジョブが、インターフェイス VPC エンドポイントをサポートしない AWS サービスまたは AWS の
外部のリソースにアクセスする必要がある場合は、NAT ゲートウェイを作成し、アウトバウンド接続を
許可するようにセキュリティグループを設定します。VPC 用の NAT ゲートウェイのセットアップにつ
いては、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「シナリオ 2: パブリックサブネットとプライ
ベートサブネットを持つ VPC (NAT)」を参照してください。

Amazon VPC のリソースへのアクセス権を SageMaker トレーニ
ングジョブに付与する
Note
トレーニングジョブの場合は、デフォルトのテナンシー VPC でのみサブネットを設定できます。
このデフォルトでは、インスタンスが共有ハードウェアで実行されます。VPC のテナンシー属性
の詳細については、「ハードウェア専有インスタンス」を参照してください。

Amazon VPC アクセス用にトレーニングジョブを設定する
プライベート VPC 内のサブネットとセキュリティグループを指定するには、CreateTrainingJob API
の VpcConfig リクエストパラメータを使用するか、SageMaker コンソールでトレーニングジョブを作成

3416

Amazon SageMaker デベロッパーガイド
Amazon VPC のリソースへのアク
セス権を SageMaker に付与する

するときにこの情報を指定します。SageMaker は、この情報を使用してネットワークインターフェイスを
作成し、トレーニングコンテナにアタッチします。ネットワークインターフェイスは、インターネットに
接続されていない VPC 内のネットワーク接続をトレーニングコンテナに提供します。また、トレーニング
ジョブがプライベート VPC 内のリソースに接続できるようにします。
次に、VpcConfig への呼び出しに含める CreateTrainingJob パラメータの例を示します。
VpcConfig: {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

SageMaker トレーニング用にプライベート VPC を設定する
プライベート VPC を SageMaker トレーニングジョブ用に設定する場合、次のガイドラインに従いま
す。VPC のセットアップについては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネットの使用」を参
照してください。
トピック
• サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する (p. 3417)
• Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する (p. 3417)
• カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する (p. 3418)
• ルートテーブルの設定 (p. 3418)
• VPC セキュリティグループを設定する (p. 3419)
• VPC の外部のリソースに接続する (p. 3419)

サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する
VPC サブネットには、トレーニングジョブの各インスタンス用プライベート IP アドレスが少なくとも 2
つ必要です。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの IPv4 用の VPC とサブネットのサイズ設
定を参照してください。

Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する
トレーニングコンテナがインターネットにアクセスできないように VPC を設定した場合、アクセスを許可
する VPC エンドポイントを作成しない限り、トレーニングコンテナはトレーニングデータを含む Amazon
S3 バケットに接続できません。VPC エンドポイントを作成することで、データとモデルのアーティファ
クトを保存するバケットにトレーニングコンテナがアクセスできるようにします。プライベート VPC から
のリクエストのみに S3 バケットへのアクセスを許可するカスタムポリシーも作成することをお勧めしま
す。詳細については、 Amazon S3 のエンドポイントを参照してください。

S3 VPC エンドポイントを作成するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [エンドポイント] を選択し、[エンドポイントの作成] を選択します。

3.

[Service Name] (サービス名) で、com.amazonaws.region.s3 を検索します。この場合、region は
VPC が存在するリージョンの名前になります。

4.

[Gateway] (ゲートウェイ) タイプを選択します。

5.

[VPC] で、エンドポイントに使用する VPC を選択します。
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6.

[Configure route tables] で、エンドポイントで使用するルートテーブルを選択します。VPC サービス
で、選択した各ルートテーブルに、S3 トラフィックを新しいエンドポイントに向けるルートが自動的
に追加されます。

7.

[ポリシー] で、[フルアクセス] を選択して、VPC 内の任意のユーザーまたはサービスによる S3 サー
ビスへのフルアクセスを許可します。アクセスを詳細に制限するには、[カスタム] を選択します。詳
細については、カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する (p. 3418) を
参照してください。

カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する
デフォルトのエンドポイントポリシーでは、VPC のすべてのユーザーまたはサービスに対して S3 へのフ
ルアクセスが許可されています。S3 へのアクセスを詳細に制限するには、カスタムエンドポイントポリ
シーを作成します。詳細については、「Amazon S3 のエンドポイントポリシー」を参照してください。バ
ケットポリシーを使って、S3 バケットへのアクセスを Amazon VPC からのトラフィックのみに制限する
こともできます。詳細については、「Amazon S3 バケットポリシー」を参照してください。

トレーニングコンテナへのパッケージのインストールを制限する
デフォルトエンドポイントポリシーでは、ユーザーは、Amazon Linux と Amazon Linux 2 のリポジトリ
からのパッケージをトレーニングコンテナにインストールできます。ユーザーがそのリポジトリからパッ
ケージをインストールしないようにする場合は、Amazon Linux と Amazon Linux 2 のリポジトリへのアク
セスを明示的に拒否するカスタムエンドポイントポリシーを作成します。これらのリポジトリへのアクセ
スを拒否するポリシーの例を次に示します。
{

}
{

}

"Statement": [
{
"Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
"arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

"Statement": [
{ "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

ルートテーブルの設定
エンドポイントルートテーブルのデフォルトの DNS 設定を使って、標準 Amazon S3 URL (例え
ば、http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) が解決されるようにします。デフォルトの
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DNS 設定を使用しない場合は、エンドポイントルートテーブルを設定することで、トレーニングジョブの
データの場所の指定に使用する URL が解決されるようにします。VPC エンドポイントルートテーブルに
ついては、Amazon VPC ユーザーガイドの「ゲートウェイエンドポイントのルーティング」を参照してく
ださい。

VPC セキュリティグループを設定する
分散型トレーニングでは、同じトレーニングジョブ内の異なるコンテナ間の通信を許可する必要がありま
す。そのためには、同じセキュリティグループのメンバー間のインバウンド接続を許可するセキュリティ
グループのルールを設定します。EFA 対応インスタンスの場合は、インバウンド接続とアウトバウンド
接続の両方で、同じセキュリティグループからのトラフィックがすべて許可されていることを確認してく
ださい。詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「VPC のセキュリティグ
ループ」を参照してください。

VPC の外部のリソースに接続する
インターネットにアクセスできないように VPC を設定する場合、その VPC を使用するトレーニングジョ
ブは、VPC の外部のリソースにアクセスできません。トレーニングジョブが VPC の外部のリソースにア
クセスする必要がある場合は、次のいずれかのオプションを使用してアクセスを可能にします。
• トレーニングジョブがインターフェイス VPC エンドポイントをサポートする AWS サービスにアク
セスする必要がある場合は、そのサービスに接続するためのエンドポイントを作成します。インター
フェイスエンドポイントをサポートするサービスのリストについては、Amazon VPC ユーザーガイドの
「VPC エンドポイント」を参照してください。インターフェイス VPC エンドポイントの作成について
は、Amazon VPC ユーザーガイド の「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS プライベートリン
ク)」を参照してください。
• トレーニングジョブが、インターフェイス VPC エンドポイントをサポートしない AWS サービスまた
は AWS の外部のリソースにアクセスする必要がある場合は、NAT ゲートウェイを作成し、アウトバウ
ンド接続を許可するようにセキュリティグループを設定します。VPC 用の NAT ゲートウェイのセット
アップについては、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「シナリオ 2: パブリックサブネッ
トとプライベートサブネットを持つ VPC (NAT)」を参照してください。

Amazon VPC 内のリソースへのアクセス権を SageMaker ホスト
エンドポイントに付与する
Amazon VPC アクセス用にモデルを設定する
プライベート VPC 内のサブネットとセキュリティグループを指定するには、CreateModel API の
VpcConfig リクエストパラメータを使用するか、SageMaker コンソールでモデルを作成するときにこの
情報を指定します。SageMaker は、この情報を使用してネットワークインターフェイスを作成し、モデル
コンテナにアタッチします。ネットワークインターフェイスは、インターネットに接続されていない VPC
内のネットワーク接続をモデルコンテナに提供します。また、モデルがプライベート VPC 内のリソースに
接続できるようにします。

Note
ホスティングインスタンスが 1 つしかない場合でも、プライベート VPC 内の異なるアベイラビ
リティーゾーンに 2 つ以上のサブネットを作成する必要があります。
次に、VpcConfig への呼び出しに含める CreateModel パラメータの例を示します。
VpcConfig: {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
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"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

SageMaker ホスティング用にプライベート VPC を設定する
プライベート VPC を SageMaker モデル用に設定する場合、次のガイドラインに従います。VPC のセット
アップについては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネットの使用」を参照してください。
トピック
• サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する (p. 3420)
• Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する (p. 3420)
• カスタムエンドポイントポリシーを使って Amazon S3 へのアクセスを制限する (p. 3420)
• VPC で実行されているコンテナのエンドポイントアクセスに対するアクセス許可をカスタムの IAM ポ
リシーに追加する (p. 3421)
• ルートテーブルの設定 (p. 3422)
• VPC の外部のリソースに接続する (p. 3422)

サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する
VPC サブネットには、各モデルインスタンス用プライベート IP アドレスが少なくとも 2 つ必要です。詳
細については、Amazon VPC ユーザーガイドの IPv4 用の VPC とサブネットのサイズ設定を参照してくだ
さい。

Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する
モデルコンテナがインターネットにアクセスできないように VPC を設定した場合、アクセスを許可する
VPC エンドポイントを作成しない限り、モデルコンテナはデータを含む Amazon S3 バケットに接続でき
ません。VPC エンドポイントを作成することで、データとモデルのアーティファクトを保存するバケット
にモデルコンテナがアクセスできるようにします。プライベート VPC からのリクエストのみに S3 バケッ
トへのアクセスを許可するカスタムポリシーも作成することをお勧めします。詳細については、 Amazon
S3 のエンドポイントを参照してください。

Amazon S3 VPC エンドポイントを作成するには:
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [エンドポイント] を選択し、[エンドポイントの作成] を選択します。

3.

[Service Name] (サービス名) で、com.amazonaws.region.s3 を選択します。この場合、region は
VPC が存在する AWS リージョンの名前になります。

4.

[VPC] で、エンドポイントに使用する VPC を選択します。

5.

[Configure route tables] (ルートテーブルの設定) で、エンドポイントで使うルートテーブルを選択しま
す。VPC サービスは、選択した各ルートテーブルに自動的にルートを追加し、その Amazon S3 トラ
フィックが新しいエンドポイントを指すようにします。

6.

[Policy] (ポリシー) で、[Full Access] (フルアクセス) を選択して、VPC 内の任意のユーザーまたは
サービスによる Amazon S3 サービスへのフルアクセスを許可します。アクセスを詳細に制限する
には、[カスタム] を選択します。詳細については、「カスタムエンドポイントポリシーを使って
Amazon S3 へのアクセスを制限する (p. 3420)」を参照してください。

カスタムエンドポイントポリシーを使って Amazon S3 へのアクセスを制限する
デフォルトのエンドポイントポリシーでは、VPC のすべてのユーザーまたはサービスに対して Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) へのフルアクセスが許可されています。Amazon S3 へのアクセスを
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詳細に制限するには、カスタムエンドポイントポリシーを作成します。詳細については、「Amazon S3 の
エンドポイントポリシー」を参照してください。
バケットポリシーを使って、S3 バケットへのアクセスを Amazon VPC からのトラフィックのみに制限す
ることもできます。詳細については、「Amazon S3 バケットポリシー」を参照してください。

カスタムのエンドポイントポリシーでモデルコンテナへのパッケージのインストールを制限する
デフォルトエンドポイントポリシーでは、ユーザーは、Amazon Linux と Amazon Linux 2 のリポジトリ
からのパッケージをモデルコンテナにインストールできます。ユーザーがそのようなリポジトリからパッ
ケージをインストールしないようにする場合は、Amazon Linux と Amazon Linux 2 のリポジトリへのアク
セスを明示的に拒否するカスタムエンドポイントポリシーを作成します。これらのリポジトリへのアクセ
スを拒否するポリシーの例を次に示します。
{

}
{

}

"Statement": [
{
"Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
"arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

"Statement": [
{ "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

VPC で実行されているコンテナのエンドポイントアクセスに対するアクセス許可をカスタムの
IAM ポリシーに追加する
SageMakerFullAccess 管理ポリシーには、エンドポイントでの Amazon VPC アクセス用に設定された
モデルを使うのに必要なアクセス許可が含まれます。これらのアクセス許可により、SageMaker は Elastic
Network Interface を作成し、それを VPC で実行されているモデルコンテナにアタッチできます。独自の
IAM ポリシーを使う場合、次のアクセス許可をそのポリシーに追加して、VPC アクセス用に設定されたモ
デルを使う必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:CreateNetworkInterface"

}

]

}

],
"Resource": "*"

SageMakerFullAccess 管理ポリシーの詳細については、「AWS マネージドポリシー:
AmazonSageMakerFullAccess (p. 3338)」を参照してください。

ルートテーブルの設定
エンドポイントルートテーブルのデフォルトの DNS 設定を使って、標準 Amazon S3 URL (例え
ば、http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) が解決されるようにします。デフォルト
の DNS 設定を使用しない場合は、エンドポイントルートテーブルを設定することで、モデルのデータの
場所の指定に使用する URL が解決されるようにします。VPC エンドポイントルートテーブルについて
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「ゲートウェイエンドポイントのルーティング」を参照してくださ
い。

VPC の外部のリソースに接続する
インターネットにアクセスできないように VPC を設定する場合、その VPC を使用するモデルは、VPC の
外部のリソースにアクセスできません。モデルが VPC の外部のリソースにアクセスする必要がある場合
は、次のいずれかのオプションを使用してアクセスを可能にします。
• モデルがインターフェイス VPC エンドポイントをサポートする AWS サービスにアクセスする必要があ
る場合は、そのサービスに接続するためのエンドポイントを作成します。インターフェイスエンドポイ
ントをサポートするサービスのリストについては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイ
ント」を参照してください。インターフェイス VPC エンドポイントの作成については、Amazon VPC
ユーザーガイド の「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS プライベートリンク)」を参照してく
ださい。
• モデルが、インターフェイス VPC エンドポイントをサポートしない AWS サービスまたは AWS の外部
のリソースにアクセスする必要がある場合は、NAT ゲートウェイを作成し、アウトバウンド接続を許可
するようにセキュリティグループを設定します。VPC 用の NAT ゲートウェイのセットアップについて
は、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「シナリオ 2: パブリックサブネットとプライベー
トサブネットを持つ VPC (NAT)」を参照してください。

Amazon VPC のリソースへのアクセス権をバッチ変換ジョブに
付与する
データおよびバッチ変換ジョブへのアクセスを制御するには、プライベート Amazon VPC を作成して設
定し、パブリックインターネット経由でジョブにアクセスできないようにすることをお勧めします。VPC
設定を指定するには、モデルの作成時にサブネットとセキュリティグループを指定します。次に、バッ
チ変換ジョブを作成するときに、同じモデルを指定します。サブネットとセキュリティグループを指定
すると、SageMaker はサブネットの 1 つのセキュリティグループに関連付けられている Elastic Network
Interface を作成します。ネットワークインターフェイスを使うと、モデルコンテナは VPC 内のリソー
スに接続できます。ネットワークインターフェイスの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「Elastic Network Interface」を参照してください。
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このドキュメントでは、バッチ変換ジョブの Amazon VPC 設定を追加する方法について説明します。

Amazon VPC アクセス用にバッチ変換ジョブを設定する
プライベート VPC 内のサブネットとセキュリティグループを指定するには、CreateModel API の
VpcConfig リクエストパラメータを使用するか、SageMaker コンソールでモデルを作成するときにこの
情報を指定します。次に、同じモデルを CreateTransformJob API の ModelName リクエストパラメー
タで指定するか、SageMaker コンソールで変換ジョブを作成するときに [Model name] (モデル名) フィー
ルドで指定します。SageMaker は、この情報を使用してネットワークインターフェイスを作成し、モデル
コンテナにアタッチします。ネットワークインターフェイスは、インターネットに接続されていない VPC
内のネットワーク接続をモデルコンテナに提供します。また、変換ジョブがプライベート VPC 内のリソー
スに接続できるようにします。
次に、VpcConfig への呼び出しに含める CreateModel パラメータの例を示します。
VpcConfig: {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

CreateModel API オペレーションを使ってモデルを作成する場合、モデルの作成に使う IAM 実行ロール
には、「CreateModel API: 実行ロールアクセス許可 (p. 3318)」で説明しているアクセス許可 (プライベー
ト VPC に必要な次のアクセス許可など) を含める必要があります。
コンソールでモデルを作成する場合に [Model Settings] (モデル設定) セクションの[Create a new role] (新
しいロールの作成) を選択したときは、ロールの作成に使用した AmazonSageMakerFullAccess ポリシー
に、既にこれらのアクセス許可が含まれています。[Enter a custom IAM role ARN] (カスタム IAM ロール
の ARN の入力) または [Use existing role] (既存のロールの使用) を選択した場合、指定するロールの ARN
に、次のアクセス許可を持つ実行ポリシーをアタッチする必要があります。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"

SageMaker バッチ変換用にプライベート VPC を設定する
プライベート VPC を SageMaker バッチ変換ジョブ用に設定する場合、次のガイドラインに従いま
す。VPC のセットアップについては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネットの使用」を参
照してください。
トピック
• サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する (p. 3424)
• Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する (p. 3424)
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• カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する (p. 3424)
• ルートテーブルの設定 (p. 3425)
• VPC セキュリティグループを設定する (p. 3425)
• VPC の外部のリソースに接続する (p. 3425)

サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する
VPC サブネットには、変換ジョブの各インスタンスにプライベート IP アドレスが少なくとも 2 つ必要で
す。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの IPv4 用の VPC とサブネットのサイズ設定を参照し
てください。

Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する
モデルコンテナがインターネットにアクセスできないように VPC を設定した場合、アクセスを許可する
VPC エンドポイントを作成しない限り、モデルコンテナはデータを含む Amazon S3 バケットに接続でき
ません。VPC エンドポイントを作成することで、データとモデルのアーティファクトを保存するバケット
にモデルコンテナがアクセスできるようにします。プライベート VPC からのリクエストのみに S3 バケッ
トへのアクセスを許可するカスタムポリシーも作成することをお勧めします。詳細については、 Amazon
S3 のエンドポイントを参照してください。

S3 VPC エンドポイントを作成するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [エンドポイント] を選択し、[エンドポイントの作成] を選択します。

3.

[Service Name] (サービス名) で、com.amazonaws.region.s3 を選択します。この場合、region は
VPC が存在するリージョンの名前になります。

4.

[VPC] で、エンドポイントに使用する VPC を選択します。

5.

[Configure route tables] で、エンドポイントで使用するルートテーブルを選択します。VPC サービス
で、選択した各ルートテーブルに、S3 トラフィックを新しいエンドポイントに向けるルートが自動的
に追加されます。

6.

[ポリシー] で、[フルアクセス] を選択して、VPC 内の任意のユーザーまたはサービスによる S3 サー
ビスへのフルアクセスを許可します。アクセスを詳細に制限するには、[カスタム] を選択します。詳
細については、カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する (p. 3424) を
参照してください。

カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する
デフォルトのエンドポイントポリシーでは、VPC のすべてのユーザーまたはサービスに対して S3 へのフ
ルアクセスが許可されています。S3 へのアクセスを詳細に制限するには、カスタムエンドポイントポリ
シーを作成します。詳細については、「Amazon S3 のエンドポイントポリシー」を参照してください。バ
ケットポリシーを使って、S3 バケットへのアクセスを Amazon VPC からのトラフィックのみに制限する
こともできます。詳細については、「Amazon S3 バケットポリシー」を参照してください。

モデルコンテナへのパッケージのインストールを制限する
デフォルトエンドポイントポリシーでは、ユーザーは、Amazon Linux と Amazon Linux 2 のリポジトリ
からのパッケージをトレーニングコンテナにインストールできます。ユーザーがそのリポジトリからパッ
ケージをインストールしないようにする場合は、Amazon Linux と Amazon Linux 2 のリポジトリへのアク
セスを明示的に拒否するカスタムエンドポイントポリシーを作成します。これらのリポジトリへのアクセ
スを拒否するポリシーの例を次に示します。
{

"Statement": [
{
"Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
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}
{

}

]

}

"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
"arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
]

"Statement": [
{ "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

ルートテーブルの設定
エンドポイントルートテーブルのデフォルトの DNS 設定を使って、標準 Amazon S3 URL (例え
ば、http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) が解決されるようにします。デフォルトの
DNS 設定を使用しない場合は、エンドポイントルートテーブルを設定することで、バッチ変換ジョブの
データの場所の指定に使用する URL が解決されるようにします。VPC エンドポイントルートテーブルに
ついては、Amazon VPC ユーザーガイドの「ゲートウェイエンドポイントのルーティング」を参照してく
ださい。

VPC セキュリティグループを設定する
分散型バッチ変換では、同じ分散型バッチ変換ジョブ内の異なるコンテナ間の通信を許可する必要があり
ます。そのためには、同じセキュリティグループのメンバー間のインバウンド接続を許可するセキュリ
ティグループのルールを設定します。同じセキュリティグループのメンバーが、すべてのポートで相互に
通信できる必要があります。詳細については、「セキュリティグループのルール」を参照してください。

VPC の外部のリソースに接続する
インターネットにアクセスできないように VPC を設定する場合、その VPC を使用するバッチ変換ジョブ
は、VPC の外部のリソースにアクセスできません。バッチ変換ジョブが VPC の外部のリソースにアクセ
スする必要がある場合は、次のいずれかのオプションを使用してアクセスを可能にします。
• バッチ変換ジョブがインターフェイス VPC エンドポイントをサポートする AWS サービスにアクセス
する必要がある場合は、そのサービスに接続するためのエンドポイントを作成します。インターフェ
イスエンドポイントをサポートするサービスのリストについては、Amazon VPC ユーザーガイドの
「VPC エンドポイント」を参照してください。インターフェイス VPC エンドポイントの作成について
は、Amazon VPC ユーザーガイド の「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS プライベートリン
ク)」を参照してください。
• バッチ変換ジョブが、インターフェイス VPC エンドポイントをサポートしない AWS サービスまたは
AWS の外部のリソースにアクセスする必要がある場合は、NAT ゲートウェイを作成し、アウトバウン
ド接続を許可するようにセキュリティグループを設定します。VPC 用の NAT ゲートウェイのセット
アップについては、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「シナリオ 2: パブリックサブネッ
トとプライベートサブネットを持つ VPC (NAT)」を参照してください。
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Amazon VPC のリソースへのアクセス権を Amazon SageMaker
Clarify ジョブに付与する
データおよび SageMaker Clarify ジョブへのアクセスを制御するには、プライベート Amazon VPC を作
成して設定し、パブリックインターネット経由でジョブにアクセスできないようにすることをお勧めしま
す。処理ジョブ用の Amazon VPC の作成および設定については、「Amazon VPC のリソースへのアクセ
ス権を SageMaker 処理ジョブに付与する」を参照してください。
このドキュメントでは、SageMaker Clarify ジョブの要件を満たす追加の Amazon VPC 設定を追加する方
法について説明します。
トピック
• Amazon VPC アクセス用に SageMaker Clarify ジョブを設定する (p. 3426)
• SageMaker Clarify ジョブ用にプライベート Amazon VPC を設定する (p. 3428)

Amazon VPC アクセス用に SageMaker Clarify ジョブを設定する
SageMaker Clarify ジョブ用にプライベート Amazon VPC を設定する場合は、サブネットとセキュリティ
グループを指定し、モデル予測の説明に役立つトレーニング後のバイアスメトリクスと特徴の寄与率を計
算するときに、ジョブが SageMaker モデルから推論を取得できるようにする必要があります。
トピック
• SageMaker Clarify ジョブ Amazon VPC サブネットとセキュリティグループ (p. 3426)
• 推論用にモデル Amazon VPC を設定する (p. 3427)

SageMaker Clarify ジョブ Amazon VPC サブネットとセキュリティグループ
プライベート Amazon VPC のサブネットとセキュリティグループは、ジョブの作成方法に応じて、さまざ
まな方法で SageMaker Clarify ジョブに割り当てることができます。
• SageMaker コンソール: SageMaker ダッシュボードでジョブを作成するときに、この情報を指定しま
す。[Processing] (処理) メニューで [Processing jobs] (処理ジョブ) を選択し、[Create processing job]
(処理ジョブを作成) を選択します。[Network] (ネットワーク) パネルで [VPC] オプションを選択し、ド
ロップダウンリストを使用してサブネットとセキュリティグループを指定します。このパネルにある
ネットワークの隔離オプションが無効に設定されていることを確認します。
• SageMaker API: 以下の例に示されているように、CreateProcessingJob API の
NetworkConfig.VpcConfig リクエストパラメータを使用します。
"NetworkConfig": {
"VpcConfig": {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}
}

• SageMaker Python SDK: 以下の例に示されているように、SageMakerClarifyProcessor API または
Processor API の NetworkConfig パラメータを使用します。
from sagemaker.network import NetworkConfig
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network_config = NetworkConfig(
subnets=[
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2",
],
security_group_ids=[
"sg-0123456789abcdef0",
],
)

SageMaker はこの情報を使用してネットワークインターフェイスを作成し、SageMaker Clarify ジョブ
にアタッチします。ネットワークインターフェイスは、パブリックインターネットに接続されていない
Amazon VPC 内のネットワーク接続を SageMaker Clarify ジョブに提供します。また、プライベート
Amazon VPC 内のリソースへの接続を SageMaker Clarify ジョブに許可します。

推論用にモデル Amazon VPC を設定する
トレーニング後のバイアスメトリクスと説明可能性を計算するには、SageMaker Clarify ジョ
ブは、SageMaker Clarify 処理ジョブの分析設定の model_name パラメータで指定された
SageMaker モデルから推論を取得する必要があります。また、SageMaker Python SDK の
SageMakerClarifyProcessor API を使用する場合は、ModelConfig クラスで指定される model_name
をジョブで取得する必要があります。これを実現するために、SageMaker Clarify ジョブは、シャドウエン
ドポイントと呼ばれるモデルを持つエフェメラルエンドポイントを作成し、モデルの Amazon VPC 設定を
シャドウエンドポイントに適用します。

Note
SageMaker Clarify ジョブがシャドウエンドポイントと通信できるように、SageMaker Clarify
ジョブとモデルの両方のネットワークの隔離オプションを無効にする必要があります (デフォルト
ではこのオプションは無効になっています)。
プライベート Amazon VPC 内のサブネットとセキュリティグループを SageMaker モデルに指定するに
は、CreateModel API の VpcConfig リクエストパラメータを使用するか、 コンソールの SageMaker
ダッシュボードを使用してモデルを作成するときにこの情報を指定します。次に、VpcConfig への呼び
出しに含める CreateModel パラメータの例を示します。
"VpcConfig": {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

起動するシャドウエンドポイントのインスタンス数は、SageMaker Clarify 処理ジョブの分析設
定の initial_instance_count パラメータで指定できます。また、SageMaker Python SDK
の SageMakerClarifyProcessor API を使用する場合は、ModelConfig クラスで指定される
instance_count をジョブで取得する必要があります。

Note
シャドウエンドポイントの作成時にインスタンスを 1 つだけリクエストする場合でも、個別のア
ベイラビリティーゾーン内のモデルの ModelConfig には少なくとも 2 つのサブネットが必要で
す。2 つ以上のサブネットがない場合は、シャドウエンドポイントの作成に失敗し、次のエラー
が表示されます。
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ClientError: Error hosting endpoint sagemaker-clarify-endpoint-XXX: Failed. Reason: Unable
to locate at least 2 availability zone(s) with the requested instance type YYY that overlap with
SageMaker subnets.
モデルで Amazon S3 のモデルファイルが必要な場合、モデル Amazon VPC には Amazon S3 VPC エンド
ポイントが必要です。SageMaker モデル用の Amazon VPC の作成と設定については、「Amazon VPC 内
のリソースへのアクセス権を SageMaker ホストエンドポイントに付与する (p. 3419)」を参照してくださ
い。

SageMaker Clarify ジョブ用にプライベート Amazon VPC を設定する
SageMaker Clarify ジョブ用にプライベート Amazon VPC を設定する場合は、通常、「Configure Your
Private VPC for SageMaker Processing」(SageMaker Processing 用のプライベート VPC を設定する) の
手順に従います。ここでは、SageMaker Clarify ジョブのハイライトと特別な要件をいくつか紹介します。
トピック
• Amazon VPC 外部のリソースに接続する (p. 3428)
• Amazon VPC セキュリティグループを設定する (p. 3428)

Amazon VPC 外部のリソースに接続する
パブリックインターネットにアクセスできないように Amazon VPC を設定する場合は、SageMaker
Clarify ジョブに Amazon VPC 外部のリソースやサービスへのアクセス権を付与するための、追加設定が
必要になります。例えば、SageMaker Clarify ジョブは S3 バケットからデータセットをロードし、分析結
果を S3 バケットに保存しなければならないため、Amazon S3 VPC エンドポイントが必要です。詳細に
ついては、作成ガイドの「Amazon S3 VPC エンドポイント」を参照してください。さらに、SageMaker
Clarify ジョブがシャドウエンドポイントから推論を取得しなければならない場合は、追加の AWS のサー
ビスをいくつか呼び出す必要があります。
• Amazon SageMaker API サービス VPC エンドポイントを作成する: SageMaker Clarify ジョブでシャ
ドウエンドポイントを操作したり、Amazon VPC 検証用の SageMaker モデルを記述したりするに
は、Amazon SageMaker API サービスを呼び出す必要があります。「すべての Amazon SageMaker
API コールを AWS PrivateLink で保護する」のブログにあるガイダンスに従うと、SageMaker Clarify
ジョブにサービスの呼び出しを許可する Amazon SageMaker API VPC エンドポイントを作成できま
す。Amazon SageMaker API サービスのサービス名は com.amazonaws.region.sagemaker.api で
す。この場合、region は、Amazon VPC が存在するリージョンの名前になります。
• Amazon SageMaker ランタイム VPC エンドポイントを作成する: SageMaker Clarify ジョブで、呼び出
しをシャドウエンドポイントにルーティングする Amazon SageMaker ランタイムサービスを呼び出す
必要があります。設定手順は、Amazon SageMaker API サービスの設定手順とほぼ同じです。Amazon
SageMaker ランタイムサービスのサービス名は com.amazonaws.region.sagemaker.runtime で
す。この場合、region は、Amazon VPC が存在するリージョンの名前になります。

Amazon VPC セキュリティグループを設定する
SageMaker Clarify ジョブは、以下のいずれかの方法で 2 つ以上の処理インスタンスが指定されている場
合、分散処理をサポートします。
• SageMaker コンソール: [Create processing job] (処理ジョブを作成) ページにある [Job settings] (ジョブ
設定) パネルの [Resource configuration] (リソース設定) で [Instance count] (インスタンス数) を指定する
場合。
• SageMaker API: CreateProcessingJob API を使用してジョブを作成するときに InstanceCount を
指定する場合。
• SageMaker Python SDK: SageMakerClarifyProcessor API または Processor API を使用して
instance_count を指定する場合。
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分散型処理では、同じ処理ジョブ内の異なるインスタンス間の通信を許可する必要があります。そのた
めには、同じセキュリティグループのメンバー間のインバウンド接続を許可するセキュリティグループの
ルールを設定します。詳細については、「セキュリティグループルール」を参照してください。

Amazon VPC のリソースへのアクセス権を SageMaker コンパイ
ルジョブに付与する
Note
コンパイルジョブの場合は、デフォルトのテナンシー VPC でのみサブネットを設定できます。こ
のデフォルトでは、ジョブが共有ハードウェアで実行されます。VPC のテナンシー属性の詳細に
ついては、「ハードウェア専有インスタンス」を参照してください。

Amazon VPC アクセス用にコンパイルジョブを設定する
プライベート VPC 内のサブネットとセキュリティグループを指定するには、CreateCompilationJob
API の VpcConfig リクエストパラメータを使用するか、SageMaker コンソールでコンパイルジョブを作
成するときにこの情報を指定します。SageMaker Neo は、この情報を使用してネットワークインターフェ
イスを作成し、コンパイルジョブにアタッチします。ネットワークインターフェイスは、インターネット
に接続されていない VPC 内のネットワーク接続をコンパイルジョブに提供します。また、コンパイルジョ
ブがプライベート VPC 内のリソースに接続できるようにします。次に、VpcConfig への呼び出しに含め
る CreateCompilationJob パラメータの例を示します。
VpcConfig: {"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

SageMaker コンパイル用にプライベート VPC を設定する
プライベート VPC を SageMaker コンパイルジョブ用に設定する場合、次のガイドラインに従いま
す。VPC のセットアップについては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネットの使用」を参
照してください。
トピック
• サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する (p. 3429)
• Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する (p. 3429)
• カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する (p. 3430)
• ルートテーブルの設定 (p. 3431)
• VPC セキュリティグループを設定する (p. 3431)

サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する
VPC サブネットには、コンパイルジョブの各インスタンスにプライベート IP アドレスが少なくとも 2 つ
必要です。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの IPv4 用の VPC とサブネットのサイズ設定を
参照してください。

Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する
インターネットへのアクセスをブロックするように VPC を設定した場合、アクセスを許可する VPC エ
ンドポイントを作成しない限り、SageMaker Neo はモデルを含む Amazon S3 バケットに接続できませ
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ん。VPC エンドポイントを作成することで、データとモデルのアーティファクトを保存するバケットに
SageMaker Neo コンパイルジョブがアクセスできるようにします。プライベート VPC からのリクエスト
のみに S3 バケットへのアクセスを許可するカスタムポリシーも作成することをお勧めします。詳細につ
いては、 Amazon S3 のエンドポイントを参照してください。

S3 VPC エンドポイントを作成するには
1.
2.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
ナビゲーションペインで [エンドポイント] を選択し、[エンドポイントの作成] を選択します。

3.
4.

[Service Name] (サービス名) で、com.amazonaws.region.s3 を検索します。この場合、region は
VPC が存在するリージョンの名前になります。
[Gateway] (ゲートウェイ) タイプを選択します。

5.

[VPC] で、エンドポイントに使用する VPC を選択します。

6.

[Configure route tables] で、エンドポイントで使用するルートテーブルを選択します。VPC サービス
で、選択した各ルートテーブルに、S3 トラフィックを新しいエンドポイントに向けるルートが自動的
に追加されます。

7.

[ポリシー] で、[フルアクセス] を選択して、VPC 内の任意のユーザーまたはサービスによる S3 サー
ビスへのフルアクセスを許可します。アクセスを詳細に制限するには、[カスタム] を選択します。詳
細については、カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する (p. 3418) を
参照してください。

カスタムエンドポイントポリシーを使用して S3 へのアクセスを制限する
デフォルトのエンドポイントポリシーでは、VPC のすべてのユーザーまたはサービスに対して S3 へのフ
ルアクセスが許可されています。S3 へのアクセスを詳細に制限するには、カスタムエンドポイントポリ
シーを作成します。詳細については、「Amazon S3 のエンドポイントポリシー」を参照してください。バ
ケットポリシーを使って、S3 バケットへのアクセスを Amazon VPC からのトラフィックのみに制限する
こともできます。詳細については、「Amazon S3 バケットポリシー」を参照してください。以下は、カス
タマイズしたそのポリシーの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::your-sample-bucket",
"arn:aws:s3:::your-sample-bucket/*"
],
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:SourceVpce": [
"vpce-01234567890123456"
]
}
}
}
]

Amazon VPC で実行されるコンパイルジョブのアクセス許可をカスタム IAM ポリシーに追加する
SageMakerFullAccess 管理ポリシーには、エンドポイントでの Amazon VPC アクセス用に設定された
モデルを使うのに必要なアクセス許可が含まれます。これらのアクセス許可により、SageMaker Neo は
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Elastic Network Interface を作成し、それを Amazon VPC で実行されているコンパイルジョブにアタッチ
できます。独自の IAM ポリシーを使う場合、次のアクセス許可をそのポリシーに追加して、Amazon VPC
アクセス用に設定されたモデルを使う必要があります。
{"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
],
"Resource": "*"
}
]
}

SageMakerFullAccess 管理ポリシーの詳細については、「AWS マネージドポリシー:
AmazonSageMakerFullAccess (p. 3338)」を参照してください。

ルートテーブルの設定
エンドポイントルートテーブルのデフォルトの DNS 設定を使って、標準 Amazon S3 URL (例え
ば、http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) が解決されるようにします。デフォルトの
DNS 設定を使用しない場合は、エンドポイントルートテーブルを設定することで、コンパイルジョブの
データの場所の指定に使用する URL が解決されるようにします。VPC エンドポイントルートテーブルに
ついては、Amazon VPC ユーザーガイドの「ゲートウェイエンドポイントのルーティング」を参照してく
ださい。

VPC セキュリティグループを設定する
コンパイルジョブのセキュリティグループで、Amazon S3 Amazon VPC エンドポイントおよびコンパイ
ルジョブに使用されるサブネット CIDR 範囲へのアウトバウンド通信を許可する必要があります。詳細に
ついては、「セキュリティグループのルール」と「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御す
る」を参照してください。
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Amazon Logs An SageMaker
モニタリングは、の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です SageMaker そし
てあなたのもう一人AWSソリューション。AWSには、以下のモニタリングツールが用意されています。
SageMakerで、異常を検出した場合に報告し、必要に応じて自動的に対処します。
• アマゾン CloudWatchの監視AWSリソースとで実行されるアプリケーションAWSリアルタイムで。メト
リクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および指定したメトリクスが指定した
しきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設定を行うことができます。例え
ば、次のようになります。 CloudWatch Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用率などのメトリクスを
追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動します。詳細については、『』を参照してく
ださい。アマゾン CloudWatch ユーザーガイド。
• アマゾン CloudWatch ログは、EC2 インスタンスからのログファイルをモニタリング、保存、アクセ
スできます。AWS CloudTrail、およびその他の情報源。 CloudWatch ログは、ログファイル内の情報
をモニタリングし、特定のしきい値が満たされたときに通知します。高い耐久性を備えたストレージに
ログデータをアーカイブすることも可能です。詳細については、『』を参照してください。アマゾン
CloudWatch Logs ユーザーガイド。
• AWS CloudTrail は、AWSアカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できます。詳細
については、AWS CloudTrailユーザーガイドを参照してください。
• CloudWatch イベントは、の変更を示すシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供しま
すAWSリソースの料金を見積もることができます。作成 CloudWatch のデフォルトルールは、のステー
タス変更に応答します。 SageMakerトレーニング、ハイパーパラメータ調整、またはバッチ変換ジョブ
トピック
• Amazon Logs An SageMaker アマゾンと CloudWatch (p. 3432)
• Amazon Logs SageMaker Amazon のイベント CloudWatch (p. 3445)
• Amazon Logs SageMaker を使用した API コールリングAWS CloudTrail (p. 3446)
• Amazon からのユーザーリソースアクセスの監視 SageMaker スタジオ (p. 3449)
• Amazon の自動化 SageMaker アマゾンと EventBridge (p. 3451)

Amazon Logs An SageMaker アマゾンと
CloudWatch
Amazon のモニタリング SageMaker 使用アイテム Amazon を使用する CloudWatchは、raw データを収
集して、それを読み取り可能なほぼリアルタイムのメトリクスに変換します。これらの統計は 15 か月間
保持されるため、履歴情報にアクセスし、ウェブアプリケーションまたはサービスの動作をより的確に把
握できます。しかし、アマゾン CloudWatch コンソールは、検索を過去 2 週間以内に更新されたメトリク
スに制限します。この制限により、最新のジョブが名前空間に表示されるようになります。検索を使用せ
ずにメトリクスをグラフ化するには、ソースビューでその正確な名前を指定します。また、特定のしきい
値をモニタリングするアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクション
を実行したりできます。詳細については、『』を参照してください。アマゾン CloudWatch ユーザーガイ
ド。
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SageMaker メトリクスとディメンション
• SageMaker エンドポイント呼び出しメトリクス (p. 3433)
• SageMaker マルチモデルエンドポイントメトリクス (p. 3434)
• SageMaker ジョブとエンドポイントメトリクス (p. 3436)
• SageMaker Ground Truth メトリクス (p. 3439)
• アマゾン SageMaker Feature Store メトリクス (p. 3442)
• SageMaker パイプラインメトリクス (p. 3443)

SageMaker エンドポイント呼び出しメトリクス
AWS/SageMaker 名前空間には、 InvokeEndpoint への呼び出しからの次のリクエストメトリクスが含まれ
ます。
メトリクスは、1 分間隔で利用できます。
どのくらいの期間についての情報について CloudWatch メトリクスは、「」のために保持されま
す。GetMetricStatistics()アマゾン CloudWatch API リファレンス。
エンドポイント呼び出しメトリクス
メトリクス

説明

Invocation4XXErrors 4xx HTTP レスポンスコードを返したモデルの InvokeEndpoint リクエスト
数。各 4xx レスポンスについて、1 が送信されます。それ以外の場合は 0 が
送信されます。
単位: なし
有効な統計: Average、Sum
Invocation5XXErrors 5xx HTTP レスポンスコードを返したモデルの InvokeEndpoint リクエスト
数。各 5xx レスポンスについて、1 が送信されます。それ以外の場合は 0 が
送信されます。
単位: なし
有効な統計: Average、Sum
Invocations

モデルエンドポイントに送信された InvokeEndpoint リクエスト数。
モデルエンドポイントに送信されたリクエストの合計数を得るには、Sum 統
計を使用します。
単位: なし
有効な統計: 合計

InvocationsPerInstance
モデルに送信された呼び出しの数 (正規化)InstanceCountそれぞれに
ProductionVariant. 1/numberOfInstances各リクエストの値として送信さ
れます。ここでnumberOfInstancesのアクティブなインスタンスの数です
ProductionVariant リクエスト時にエンドポイントの後ろにあります。
単位: なし
有効な統計: 合計
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メトリクス

説明

ModelLatency

モデルが応答するのにかかる時間間隔 SageMaker。この間隔には、リクエス
トを送信し、モデルのコンテナからレスポンスを取得するのにかかるローカ
ル通信時間と、コンテナ内で推論を完了するのにかかる時間が含まれます。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average、Sum、Max、サンプル数、Sum、M

OverheadLatency

クライアントリクエストへのレスポンスにかかる時間に、 SageMaker のオー
バーヘッドによって追加される時間間隔。この間隔は時刻から測定されます
SageMaker は、クライアントにレスポンスを返すまでリクエストを受信しま
す。ModelLatency。オーバーヘッドレイテンシーは、リクエストとレスポ
ンスのペイロードサイズ、リクエストの頻度、リクエストの認証/承認など、
複数の要因によって異なります。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average、Sum、Max、サンプル数、Sum、M

ModelSetupTime

サーバーレスエンドポイントの新しいコンピューティングリソースを起動す
るのにかかる時間。時間は、モデルのサイズ、モデルのダウンロードにかか
る時間、コンテナの起動時間によって異なります。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average、Max、Sum、Max、Sample、パーセンタイル

エンドポイント呼び出しメトリクスのディメンション
ディメンション

説明

EndpointName,
VariantName

指定のエンドポイントおよびバリアントの ProductionVariant のエンドポ
イント呼び出しメトリクスをフィルタリングします。

SageMaker マルチモデルエンドポイントメトリクス
-AWS/SageMaker名前空間には、の呼び出しからのメトリクスをロードする次のモデルが含まれます
InvokeEndpoint。
メトリクスは、1 分間隔で利用できます。
どのくらいの期間についての情報について CloudWatch メトリクスは、「」のために保持されま
す。GetMetricStatistics()アマゾン CloudWatch API リファレンス。
マルチモデルエンドポイントモデルのロードメトリクス
メトリクス

説明

ModelLoadingWaitTime推論を実行するために、呼び出しリクエストがターゲットモデルのダウン
ロード、ロード、またはその両方を待機する時間間隔。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average、Sum、Max、サンプル数、Sum、M
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メトリクス

説明

ModelUnloadingTime

コンテナの UnloadModel API コールを介してモデルをアンロードするのに
かかった時間間隔。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average、Sum、Max、サンプル数、Sum、M

ModelDownloadingTimeAmazon Simple Storage Service (Amazon S3) からモデルをダウンロードする
のにかかった時間間隔。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average、Sum、Max、サンプル数、Sum、M
ModelLoadingTime

コンテナの LoadModel API コールを介してモデルをロードするのにかかっ
た時間間隔。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average、Sum、Max、サンプル数、Sum、M

ModelCacheHit

モデルが既にロードされているマルチモデルエンドポイントに送信された
InvokeEndpoint リクエストの数。
Average 統計は、モデルが既にロードされていたリクエストの比率を示しま
す。
単位: なし
有効な統計: Average、Sum、Sample Count

マルチモデルエンドポイントモデルのロードメトリクスのディメンション
ディメンション

説明

EndpointName,
VariantName

指定のエンドポイントおよびバリアントの ProductionVariant のエンドポ
イント呼び出しメトリクスをフィルタリングします。

/aws/sagemaker/Endpoints 名前空間には、 InvokeEndpoint の呼び出しからの以下のインスタンスメ
トリクスが含まれます。
メトリクスは、1 分間隔で利用できます。
どのくらいの期間についての情報について CloudWatch メトリクスは、「」のために保持されま
す。GetMetricStatistics()アマゾン CloudWatch API リファレンス。
マルチモデルエンドポイントモデルのインスタンスメトリクス
メトリクス

説明

LoadedModelCount

マルチモデルエンドポイントのコンテナにロードされたモデルの数。このメ
トリクスはインスタンスあたりで発行されます。
1 分間の Average 統計は、ロードされたモデルのインスタンスあたりの平均
数を示します。
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メトリクス

説明
Sum 統計は、エンドポイントのすべてのインスタンス間でロードされたモデ
ルの総数を示します。
モデルがエンドポイントの複数のコンテナにロードされる可能性があるた
め、このメトリクスが追跡するモデルは必ずしも一意ではありません。
単位: なし
有効な統計: Average、Sum、Max、サンプル数、Sum、M

マルチモデルエンドポイントモデルのロードメトリクスのディメンション
ディメンション

説明

EndpointName,
VariantName

指定のエンドポイントおよびバリアントの ProductionVariant のエンドポ
イント呼び出しメトリクスをフィルタリングします。

SageMaker ジョブとエンドポイントメトリクス
/aws/sagemaker/ProcessingJobs、/aws/sagemaker/TrainingJobs、/aws/sagemaker/
TransformJobs、/aws/sagemaker/Endpoints 名前空間には、トレーニングジョブおよびエンドポイ
ントインスタンスに関する次のメトリクスが含まれています。
メトリクスは、1 分間隔で利用できます。

Note
アマゾン CloudWatch サポートする高解像度カスタムメトリクスその最高分解能は 1 秒です。
ただし、分解能が細かいほど、寿命は短くなります CloudWatch メトリクス。1 秒の周波数分
解能の場合、 CloudWatch メトリクスは 3 時間使用できます。分解能と寿命の詳細については
CloudWatch メトリック、を参照してくださいGetMetricStatistics()アマゾン CloudWatch API リ
ファレンス。

Tip
100 ミリ秒 (0.1 秒) の粒度まで細かい分解能でトレーニングジョブをプロファイリングし、ト
レーニングメトリクスをカスタム分析のためにいつでも無期限に Amazon S3 に保存する必要が
ある場合は、の使用を検討してくださいアマゾン SageMaker デバッガー。 SageMaker デバッ
ガーには、一般的なトレーニングの問題を自動的に検出するルールが組み込まれており、ハード
ウェアリソース使用率の問題 (CPU、GPU、I/O のボトルネックなど) および非収束モデルの問
題 (オーバーフィット、勾配消失、テンソルの爆発など) を検出します。 SageMaker デバッガー
は、Studio とそのプロファイリングレポートを通じて可視化機能も提供します。デバッガーのビ
ジュアライゼーションを確認するには、SageMaker デバッガーインサイトダッシュボードチュー
トリアル,デバッガープロファイリングレポートのチュートリアル、およびSMDebug クライアン
トライブラリを使ってデータを分析する。
処理ジョブ、トレーニングジョブ、バッチ変換ジョブ、およびエンドポイントインスタンスメトリクス
メトリクス

説明

CPUUtilization

個々の CPU コアの使用率の合計。各コアの CPU 使用率の範囲は 0～100 で
す。例えば、CPU が 4 つの場合、CPUUtilization の範囲は 0%～400% に
なります。処理ジョブの場合、値はインスタンス上の処理コンテナの CPU 使
用率です。
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メトリクス

説明
トレーニングジョブの場合、値はインスタンス上のアルゴリズムコンテナの
CPU 使用率です。
バッチ変換ジョブの場合、値はインスタンス上の変換コンテナの CPU 使用率
です。
エンドポイントのバリアントの場合、値はインスタンス上のプライマリコン
テナと補足コンテナの CPU 使用率の合計です。

Note
マルチインスタンスジョブの場合、インスタンスごとに CPU 使用率
メトリクスがレポートされます。ただし、のデフォルトビューの使
用 CloudWatch は、すべてのインスタンスの平均 CPU 使用率を示し
ます。
単位: 割合 (%)
MemoryUtilization

インスタンス上のコンテナによって使用されているメモリの割合。この値の
範囲は 0%～100% です。
処理ジョブの場合、値はインスタンス上の処理コンテナのメモリ使用率で
す。
トレーニングジョブの場合、値はインスタンス上のアルゴリズムコンテナの
メモリ使用率です。
バッチ変換ジョブの場合、値はインスタンス上の変換コンテナのメモリ使用
率です。
エンドポイントのバリアントの場合、値はインスタンス上のプライマリコン
テナと補足コンテナのメモリ使用率の合計です。
単位: 割合 (%)

Note
マルチインスタンスジョブの場合、インスタンスごとにメモリ使用
率メトリクスがレポートされます。ただし、のデフォルトビューの
使用 CloudWatch は、すべてのインスタンスの平均メモリ使用率を
示します。
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メトリクス

説明

GPUUtilization

インスタンス上のコンテナによって使用されている GPU の割合。値の
範囲は 0～100 で、GPU の数を乗算します。例えば、GPU が 4 つの場
合、GPUUtilization の範囲は 0%～400% になります。
処理ジョブの場合、値はインスタンス上の処理コンテナの GPU 使用率です。
トレーニングジョブの場合、値はインスタンス上のアルゴリズムコンテナの
GPU 使用率です。
バッチ変換ジョブの場合、値はインスタンス上の変換コンテナの GPU 使用率
です。
エンドポイントのバリアントの場合、値はインスタンス上のプライマリコン
テナと補足コンテナの GPU 使用率の合計です。

Note
マルチインスタンスジョブの場合、インスタンスごとに GPU 使用率
メトリクスがレポートされます。ただし、のデフォルトビューの使
用 CloudWatch は、すべてのインスタンスの平均 GPU 使用率を示し
ます。
単位: 割合 (%)
GPUMemoryUtilizationインスタンス上のコンテナによって使用されている GPU メモリの割合。値
の範囲は 0～100 で、GPU の数を乗算します。例えば、GPU が 4 つの場
合、GPUMemoryUtilization の範囲は 0%～400% になります。
処理ジョブの場合、値はインスタンス上の処理コンテナの GPU メモリ使用率
です。
トレーニングジョブの場合、値はインスタンス上のアルゴリズムコンテナの
GPU メモリ使用率です。
バッチ変換ジョブの場合、値はインスタンス上の変換コンテナの GPU メモリ
使用率です。
エンドポイントのバリアントの場合、値はインスタンス上のプライマリコン
テナと補足コンテナの GPU メモリ使用率の合計です。

Note
マルチインスタンスジョブの場合、インスタンスごとに GPU メモ
リ使用率メトリクスがレポートされます。ただし、のデフォルト
ビューの使用 CloudWatch は、すべてのインスタンスの平均 GPU メ
モリ使用率を示します。
単位: 割合 (%)
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メトリクス

説明

DiskUtilization

インスタンス上のコンテナによって使用されているディスク容量の割合。こ
の値の範囲は 0%～100% です。このメトリクスは、バッチ変換ジョブではサ
ポートされていません。
処理ジョブの場合、値はインスタンス上の処理コンテナのディスク容量使用
率です。
トレーニングジョブの場合、値はインスタンス上のアルゴリズムコンテナの
ディスク容量使用率です。
エンドポイントのバリアントの場合、値はインスタンス上のプライマリコン
テナと補足コンテナのディスク容量使用率の合計です。
単位: 割合 (%)

Note
マルチインスタンスジョブの場合、インスタンスごとにディスク使
用率メトリクスがレポートされます。ただし、のデフォルトビュー
の使用 CloudWatch は、すべてのインスタンスの平均ディスク使用
率を示します。
処理ジョブ、トレーニングジョブおよびバッチ変換ジョブインスタンスメトリクスのディメンション
ディメンション

説明

Host

処理ジョブの場合、このディメンションの値は [processing-job-name]/
algo-[instance-number-in-cluster] の形式になります。このディ
メンションを使用して、指定された処理ジョブとインスタンスのインスタン
スメトリクスをフィルタリングします。このディメンション形式は、/aws/
sagemaker/ProcessingJobs 名前空間にのみ存在します。
トレーニングジョブの場合、このディメンションの値は [training-jobname]/algo-[instance-number-in-cluster] の形式になります。この
ディメンションを使用して、指定されたトレーニングジョブとインスタンス
のインスタンスメトリクスをフィルタリングします。このディメンション形
式は、/aws/sagemaker/TrainingJobs 名前空間にのみ存在します。
バッチ変換ジョブの場合、このディメンションの値は [transform-jobname]/[instance-id] の形式になります。このディメンションを使用し
て、指定されたバッチ変換ジョブとインスタンスのインスタンスメトリクス
をフィルタリングします。このディメンション形式は、/aws/sagemaker/
TransformJobs 名前空間にのみ存在します。

SageMaker Ground Truth メトリクス
Ground Truth メトリクス
メトリクス

説明

ActiveWorkers

プライベート作業チームの 1 人のアクティブなワーカーが、タスクを送信、
リリース、または拒否しました。アクティブなワーカーの総数を取得するに
は、Sum 統計を使用します。Ground Truth は、個々の ActiveWorkers イ
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メトリクス

説明
ベントを 1 回配信しようとします。この配信が失敗した場合、このメトリク
スはアクティブなワーカーの総数を報告しないことがあります。
単位: なし
有効な統計: Sum

ラベル付けジョブで自動注釈が付けられたデータセットオブジェクトの数。
DatasetObjectsAutoAnnotated
このメトリクスは、自動ラベル付けが有効になっている場合にのみ出力され
ます。ラベル付けジョブの進行状況を表示するには、Max メトリクスを使用
します。
単位: なし
有効な統計: Max
ラベル付けジョブで人間によって注釈が付けられたデータセットオブジェク
DatasetObjectsHumanAnnotated
トの数。ラベル付けジョブの進行状況を表示するには、Max メトリクスを使
用します。
単位: なし
有効な統計: Max
ラベル付けジョブでラベリングに失敗したデータセットオブジェクトの数。
DatasetObjectsLabelingFailed
ラベル付けジョブの進行状況を表示するには、Max メトリクスを使用しま
す。
単位: なし
有効な統計: Max
JobsFailed

1 つのラベル付けジョブが失敗しました。失敗したラベル付けジョブの総数
を取得するには、Sum 統計を使用します。
単位: なし
有効な統計: Sum

JobsSucceeded

1 つのラベル付けジョブが成功しました。成功したラベル付けジョブの総数
を取得するには、Sum 統計を使用します。
単位: なし
有効な統計: Sum

JobsStopped

1 つのラベル付けジョブが停止されました。停止したラベル付けジョブの総
数を取得するには、Sum 統計を使用します。
単位: なし
有効な統計: Sum
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メトリクス

説明

TasksAccepted

1 つのタスクがワーカーによって受け入れられました。ワーカーによって受
け入れられたタスクの総数を取得するには、Sum 統計を使用します。Ground
Truth は、個々の TaskAccepted イベントを 1 回配信しようとします。この
配信が失敗した場合、このメトリクスは受け入れられたタスクの総数を報告
しないことがあります。
単位: なし
有効な統計: Sum

TasksDeclined

1 つのタスクがワーカーによって拒否されました。ワーカーによって拒否さ
れたタスクの総数を取得するには、Sum 統計を使用します。Ground Truth
は、個々の TasksDeclined イベントを 1 回配信しようとします。この配信
が失敗した場合、このメトリクスは拒否されたタスクの総数を報告しないこ
とがあります。
単位: なし
有効な統計: Sum

TasksReturned

1 つのタスクが返されました。返されたタスクの合計数を取得するに
は、Sum 統計を使用します。Ground Truth は、個々の TasksReturned イ
ベントを 1 回配信しようとします。この配信が失敗した場合、このメトリク
スは返されたタスクの総数を報告しないことがあります。
単位: なし
有効な統計: Sum

TasksSubmitted

1 つのタスクがプライベートワーカーによって送信/完了されました。ワー
カーによって送信されたタスクの総数を取得するには、Sum 統計を使用しま
す。Ground Truth は、個々の TasksSubmitted イベントを 1 回配信しよう
とします。この配信が失敗した場合、このメトリクスは送信されたタスクの
総数を報告しないことがあります。
単位: なし
有効な統計: Sum

TimeSpent

プライベートワーカーによって完了したタスクにかかった時間。このメトリ
クスには、ワーカーが一時停止または休憩した時間は含まれません。Ground
Truth は、各 TimeSpent イベントを 1 回配信しようとします。この配信が失
敗した場合、このメトリクスは費やされた合計時間を報告しないことがあり
ます。
単位: [Seconds] (秒)
有効な統計: Sum

ラベル付けジョブで正常にラベリングされたデータセットオブジェクトの
TotalDatasetObjectsLabeled
数。ラベル付けジョブの進行状況を表示するには、Max メトリクスを使用し
ます。
単位: なし
有効な統計: Max
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データセットオブジェクトメトリクスのディメンション
ディメンション

説明

LabelingJobName

ラベル付けジョブのデータセットオブジェクト数メトリクスをフィルタリン
グします。

アマゾン SageMaker Feature Store メトリクス
Feature Store メトリクス
メトリクス

説明

指定した期間に消費された読み取り単位の数。Feature Store のランタイム
ConsumedReadRequestsUnits
操作とそれに対応する特徴グループの消費された読み取り単位を取得できま
す。
単位: なし
有効な統計: すべて
指定した期間に消費された書き込み単位の数。Feature Store のランタイム
ConsumedWriteRequestsUnits
操作とそれに対応する特徴グループの消費された書き込み単位を取得できま
す。
単位: なし
有効な統計: すべて
Feature Store のディメンション
ディメンション

説明

FeatureGroupName,
OperationName

指定した機能グループとオペレーションのfeature store ランタイム消費メト
リクスをフィルタリングします。

Feature Store のオペレー
メトリクス

説明

Invocations

指定期間中にfeature store ランタイムオペレーションに対するリクエストの
数。
単位: なし
有効な統計: 合計

Operation4XXErrors

Feature Store ランタイムオペレーションに対するリクエストの数。オペレー
ションで 4xx HTTP レスポンスコードが返されました。各 4xx レスポンスに
ついて、1 が送信されます。それ以外の場合は 0 が送信されます。
単位: なし
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メトリクス

説明
有効な統計: Average、Sum

Operation5XXErrors

feature store ランタイムオペレーションに対するリクエストの数。オペレー
ションで 5xx HTTP レスポンスコードが返されました。各 5xx レスポンスに
ついて、1 が送信されます。それ以外の場合は 0 が送信されます。
単位: なし
有効な統計: Average、Sum

ThrottledRequests

リクエストがスロットリングされたfeature store ランタイムオペレーション
に対するリクエストの数。スロットルされたリクエストごとに 1 が送信さ
れ、それ以外の場合は 0 が送信されます。
単位: なし
有効な統計: Average、Sum

Latency

Feature Store ランタイムオペレーションへのリクエストを処理する時間間
隔。この間隔は時刻から測定されます SageMaker は、クライアントにレスポ
ンスを返すまでリクエストを受け取ります。
単位: マイクロ秒
有効な統計: Average、Sum、Max、Sample、パーセンタイル

Feature Store のディメンション
ディメンション

説明

FeatureGroupName,
OperationName

指定した機能グループと操作のfeature store ランタイム運用メトリクスを
フィルタリングします。これらのディメンションは、次のような非バッチ操
作に使用できます。 GetRecord, PutRecord、および DeleteRecord。

OperationName

指定した操作のfeature store ランタイム運用メトリクスをフィルターしま
す。このディメンションは、次のようなバッチオペレーションに使用できま
す。 BatchGetRecord。

SageMaker パイプラインメトリクス
AWS/Sagemaker/ModelBuildingPipeline 名前空間には、次のパイプライン実行のメトリクスが含ま
れます。
パイプライン実行メトリクスには、次の 2 つのカテゴリがあります。
• すべてのパイプラインの実行メトリクス - アカウントレベルのパイプライン実行メトリクス (現在のアカ
ウントのすべてのパイプライン)
• パイプライン別の実行メトリクス - パイプラインごとのパイプライン実行メトリクス
メトリクスは、1 分間隔で利用できます。
パイプライン実行メトリクス
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メトリクス

説明

ExecutionStarted

開始されたパイプライン実行の数。
単位: [Count] (カウント)
有効な統計: Average、Sum

ExecutionFailed

失敗したパイプライン実行の数。
単位: [Count] (カウント)
有効な統計: Average、Sum

ExecutionSucceeded

成功したパイプライン実行の数。
単位: [Count] (カウント)
有効な統計: Average、Sum

ExecutionStopped

停止したパイプライン実行の数。
単位: [Count] (カウント)
有効な統計: Average、Sum

ExecutionDuration

パイプライン実行が実行された時間 (ミリ秒) 。
単位: ミリ秒
有効な統計: Average、Sum、Max、サンプル数、Sum、M

パイプライン別の実行メトリクスのディメンション
ディメンション

説明

PipelineName

指定したパイプラインのパイプライン実行メトリクスをフィルタリングしま
す。

パイプラインステップメトリクス
AWS/Sagemaker/ModelBuildingPipeline 名前空間には、次のパイプラインステップのメトリクスが
含まれます。
メトリクスは、1 分間隔で利用できます。
メトリクス

説明

StepStarted

開始されたステップの数。
単位: [Count] (カウント)
有効な統計: Average、Sum

StepFailed

失敗したステップの数。
単位: [Count] (カウント)
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メトリクス

説明
有効な統計: Average、Sum

StepSucceeded

成功したステップの数。
単位: [Count] (カウント)
有効な統計: Average、Sum

StepStopped

停止したステップの数。
単位: [Count] (カウント)
有効な統計: Average、Sum

StepDuration

ステップが実行された時間 (ミリ秒) 。
単位: ミリ秒
有効な統計: Average、Sum、Max、サンプル数、Sum、M

パイプラインステップメトリクスのディメンション
ディメンション

説明

PipelineName,
StepName

指定したパイプラインとステップのステップメトリクスをフィルタリングし
ます。

Amazon Logs SageMaker Amazon のイベント
CloudWatch
コンパイルジョブ、処理ジョブ、トレーニングジョブ、エンドポイント、変換ジョブ、ノートブックイン
スタンスのライフサイクル設定など、アルゴリズムコンテナ、モデルコンテナ、ノートブックインスタン
スのライフサイクル設定が送信するすべてのものをデバッグする際に役立つようstdoutまたはstderrは
Amazon にも送られます CloudWatch ログ。デバッグに加えて、進捗の分析のためにこれらを使用できま
す。
ログ
次のテーブルは、Amazon が提供するすべてのログをリストしています SageMaker。
ログ
ロググループ名

ログストリーム名

/aws/sagemaker/
CompilationJobs

[compilation-job-name]

/aws/sagemaker/
Endpoints/
[EndpointName]

[production-variant-name]/[instance-id]
[production-variant-name]/[instance-id]/[container-name
provided in SageMaker model] (For Inference Pipelines)
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ロググループ名

ログストリーム名

/aws/sagemaker/
groundtruth/
WorkerActivity

aws/sagemaker/groundtruth/worker-activity/[requester-AWSId]-[region]/[timestamp]

/aws/sagemaker/
LabelingJobs

[labeling-job-name]

/aws/sagemaker/
NotebookInstances

[notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook]

/aws/sagemaker/
ProcessingJobs

[processing-job-name]/[hostname]-[epoch_timestamp]

/aws/sagemaker/
studio

[domain-id]/[user-profile-name]/[app-type]/[app-name]

/aws/sagemaker/
TrainingJobs

[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster][epoch_timestamp]

/aws/sagemaker/
TransformJobs

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]

[notebook-instance-name]/jupyter.log

[domain-id]/domain-shared/rstudioserverpro/default

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
data-log
[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
[container-name provided in SageMaker model] (For
Inference Pipelines)

Note
1. ライフサイクル構成でノートブックインスタンスを作成すると、/aws/sagemaker/
NotebookInstances/[LifecycleConfigHook] ログストリームが作成されます。詳細につい
ては、「ライフサイクル設定スクリプトを使用したノートブックインスタンスをカスタマイズし
ます。 (p. 201)」を参照してください。
2. 推論パイプラインの場合、コンテナ名を指定しないと、プラットフォームは SageMaker モデ
ルで提供する順序に対応して ** container-1、container-2 ** などを使用します。
でイベントをログに記録する方法の詳細については CloudWatch ロギング、を参照してくださいAmazon
とは CloudWatch ログ?()アマゾン CloudWatch ユーザーガイド。

Amazon Logs SageMaker を使用した API コールリ
ングAWS CloudTrail
アマゾン SageMaker はと統合されていますAWS CloudTrail、ユーザーやロール、またはAWSのサービ
スイン SageMaker。 CloudTrail のすべての API コールをキャプチャします SageMaker、を除きます
InvokeEndpointそして InvokeEndpointAsync、イベントとして。キャプチャされる呼び出しには、からの
呼び出しが含まれます SageMakerへのコンソール呼び出しとコード呼び出し SageMaker API オペレー
ション 証跡を作成すると、の継続的な配信が可能になります CloudTrail のイベントなど、Amazon S3
バケットへのイベント SageMaker。証跡を設定しない場合でも、最新のイベントは CloudTrail コンソー
ルインイベント履歴。によって収集された情報の使用 CloudTrail、なされたリクエストを判断できます
SageMaker、リクエストの実行元 IP アドレス、実行日時、およびその他の詳細
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詳細を確認するトピック CloudTrail、「」を参照してください。AWS CloudTrailユーザーガイド。
デフォルトでは、ログデータは、に保管されます。 CloudWatch 無期限にログを記録します。ただし、ロ
ググループにログデータを保存する期間を設定できます。詳細については、 を参照してください。でのロ
グデータ保管期間の変更 CloudWatch ログ()アマゾン CloudWatch Logs ユーザーガイド。

SageMaker 内の 情報 CloudTrail
CloudTrail で有効になっているAWSアカウントを作成する場合は、アカウントを作成します。Amazonで
アクティビティが発生した場合 SageMaker、そのアクティビティは、 CloudTrail 他の人と一緒のイベント
AWSのサービスイベントイベント履歴。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロード
できます。詳細については、次を参照してください。によるイベントの表示 CloudTrail イベント履歴。
あなたの中のイベントの継続的な記録についてはAWSアカウント (Amazon のイベントを含む)
SageMaker、証跡を作成します。あるトレイル可能にする CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケッ
トに配信します。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョ
ンに適用されます。追跡は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、
指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、より詳細な分析と CloudTrail ログ
で収集されたデータに基づいた行動のためにその他の AWS サービスを設定できます。詳細については、
次を参照してください。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 受信 CloudTrail 複数の地域のログファイルそして受信 CloudTrail複数のアカウントのログファイル
すべて SageMaker アクション (ただし以下を除く) InvokeEndpointそして InvokeEndpointAsync、によっ
てログに記録されています CloudTrail そして文書化されていますOperations。たとえば、に対する呼び
出しはCreateTrainingJob,CreateEndpointそしてCreateNotebookInstanceアクションはエント
リを生成します CloudTrail ログファイル。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

自動モデル調整によって実行されるオペレーション
SageMaker は、API 以外のサービスイベントをログに記録できるようになりました CloudTrail 自動モデ
ルチューニングジョブのログファイル。これらのイベントは調整ジョブに関連していますが、パブリック
AWS API に対するお客様のリクエストの直接の結果ではありません。たとえば、次のように呼び出して
ハイパーパラメータ調整ジョブを作成するとCreateHyperParameterTuningJob, SageMaker は、さま
ざまなハイパーパラメータの組み合わせを評価して最善の結果を見つけるトレーニングジョブを作成しま
す。同様に、StopHyperParameterTuningJob を呼び出してハイパーパラメータ調整ジョブを停止する
と、 SageMaker は関連する実行中のトレーニングジョブをすべて停止することがあります。チューニン
グジョブの非 API イベントはログに記録されます CloudTrail のガバナンス、コンプライアンス、および運
用とリスクの監査を改善するのに役立ちますAWSアカウント。
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非 API サービスイベントから発生するログエントリの eventType は、AwsApiCall ではなく
AwsServiceEvent です。

を理解する SageMaker ログファイルエントリ
証跡は、指定した S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できます。 CloudTrail
ログファイルには、1 つ、または複数のログエントリがあります。イベントは、任意のソースからの単一
の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報が含まれ
ます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないた
め、特定の順序では表示されません。
次に、トレーニングを受けたモデルをデプロイするエンドポイントを作成する、CreateEndpoint アク
ションのログエントリの例を示します。
{

}

"eventVersion":"1.05",
"userIdentity": {
"type":"IAMUser",
"principalId":"AIXDAYQEXAMPLEUMLYNGL",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/intern",
"accountId":"123456789012",
"accessKeyId":"ASXIAGXEXAMPLEQULKNXV",
"userName":"intern"
},
"eventTime":"2018-01-02T13:39:06Z",
"eventSource":"sagemaker.amazonaws.com",
"eventName":"CreateEndpoint",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"127.0.0.1",
"userAgent":"USER_AGENT",
"requestParameters": {
"endpointName":"ExampleEndpoint",
"endpointConfigName":"ExampleEndpointConfig"
},
"responseElements": {
"endpointArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/exampleendpoint"
},
"requestID":"6b1b42b9-EXAMPLE",
"eventID":"a6f85b21-EXAMPLE",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"444455556666"

次に、以前にトレーニングを受けたモデルをホストする 1 つ以上のコンテナを作成する、CreateModel
アクションのログエントリの例を示します。
{

"eventVersion":"1.05",
"userIdentity": {
"type":"IAMUser",
"principalId":"AIXDAYQEXAMPLEUMLYNGL",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/intern",
"accountId":"123456789012",
"accessKeyId":"ASXIAGXEXAMPLEQULKNXV",
"userName":"intern"
},
"eventTime":"2018-01-02T15:23:46Z",
"eventSource":"sagemaker.amazonaws.com",
"eventName":"CreateModel",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"127.0.0.1",
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"userAgent":"USER_AGENT",
"requestParameters": {
"modelName":"ExampleModel",
"primaryContainer": {
"image":"174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kmeans:latest"
},
"executionRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/EXAMPLEARN"
},
"responseElements": {
"modelArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:model/
barkinghappy2018-01-02t15-23-32-275z-ivrdog"
},
"requestID":"417b8dab-EXAMPLE",
"eventID":"0f2b3e81-EXAMPLE",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"444455556666"
}

Amazon からのユーザーリソースアクセスの監視
SageMaker スタジオ
アマゾンで SageMaker Studio では、ユーザーリソースへのアクセスを監視できます。リソースアクセス
アクティビティを表示するには、AWS CloudTrailの手順に従ってユーザーアクティビティを監視および記
録するにはLo SageMaker を使用したしたした APIAWS CloudTrail。
ただし、AWS CloudTrailリソースアクセスのログには、Studio 実行 IAM ロールのみが識別子として表示さ
れます。このレベルのロギングは、各ユーザープロファイルに異なる実行ロールがある場合、ユーザーア
クティビティを監査するのに十分です。ただし、1 つの実行 IAM ロールが複数のユーザープロファイルで
共有されている場合、アクセスした特定のユーザーに関する情報を取得することはできませんAWSリソー
スの料金を見積もることができます。
どの特定のユーザーがアクションを実行したかに関する情報を取得できますAWS CloudTrail共有実行ロー
ルを使用する場合はログに記録し、sourceIdentityStudio ユーザープロファイル名を反映するように構
成します。ソース ID の詳細については、「」を参照してください。引き受けたロールで実行されるアク
ションのモニタリングとコントロールアクション。

前提条件
• をインストールして設定AWS Command Line Interfaceの手順を行います。の最新バージョンをインス
トールまたは更新します。AWS CLI。
• ドメイン内のStudioユーザーに、Studioドメインの更新または変更を許可するポリシーが適用されてい
ないことを確認してください。
• すべての実行ロールには、以下の信頼関係にある必要があります。
• Studio ドメインの実行ロールが引き受けるロールには、sts:SetSourceIdentityトラストポリ
シーでの許可は次のとおりです。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": [
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}

]

}

]

"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"

• ロールチェインと呼ばれる別のロールを持つロールを引き受ける場合は、次の操作を行います。
• アクセス許可sts:SetSourceIdentityは、ロールを引き受けるプリンシパルのアクセス許可にあ
る必要があります。そうしない場合、ロールの引き受け操作は失敗します。
• このロールチェーンは、Studio や Amazon EMR などのその他のダウンストリームサービスで発生
する可能性があります。ロールを引き受ける場合、「」を参照してください。ロールに関する用語
と概念。

sourceIdentity の有効化
ユーザープロファイル名を次のように伝達する機能sourceIdentity in Studio is turned off by default.
ユーザープロファイル名を次のように反映できるようにするにはsourceIdentity、AWS CLIドメインの
作成中およびドメイン更新中。この機能はドメインレベルで有効化され、ユーザープロファイルレベルで
は有効になりません。
この設定を有効にすると、管理者はユーザープロファイルをAWS CloudTrailアクセスしたサービスの
ログ。ユーザープロファイルは次のように与えられますsourceIdentityの価値userIdentityセ
クション。の使用の詳細については、「」を参照してください。AWS CloudTrailでログを記録します
SageMaker、「」を参照してくださいLo SageMakerを使用したしたした APIAWS CloudTrail。
次のコードを使用して、ユーザープロファイル名の伝達を有効にできます。sourceIdentityを使用して
ドメインを作成中create-domainAPI。

create-domain
--domain-name <value>
--auth-mode <value>
--default-user-settings <value>
--subnet-ids <value>
--vpc-id <value>
[--tags <value>]
[--app-network-access-type <value>]
[--home-efs-file-system-kms-key-id <value>]
[--kms-key-id <value>]
[--app-security-group-management <value>]
[--domain-settings "ExecutionRoleIdentityConfig=USER_PROFILE_NAME"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]

ユーザープロファイル名の伝達は、次のようにして有効にできます。sourceIdentityを使用してドメイ
ンを更新中にupdate-domainAPI。
この構成を更新するには、ドメイン内のすべてのアプリがStoppedまたはDeletedステータス。アプリを
停止および終了する方法については、「」を参照してください。Studio アプリを終了して更新。
次のコードを使用して、ユーザープロファイル名の伝達を有効にします。sourceIdentity。

update-domain
--domain-id <value>
[--default-user-settings <value>]
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[--domain-settings-for-update "ExecutionRoleIdentityConfig=USER_PROFILE_NAME"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]

オフにするsourceIdentity
また、ユーザープロファイル名の伝播をオフにすることもできます。sourceIdentityの使用AWS CLI。
これは、ドメインの更新中にDISABLEDの値--role-session-context-config parameter as part of
the update-domainAPI

Note
この構成を更新するには、ドメイン内のすべてのアプリがStoppedまたはDeletedステータス。
アプリを停止および終了する方法については、「」を参照してください。Studio アプリを終了し
て更新。
の中にAWS CLI、次のコードを使用して、ユーザープロファイル名の伝達を無効にしま
す。sourceIdentity。
update-domain
--domain-id <value>
[--default-user-settings <value>]
[--domain-settings-for-update "ExecutionRoleIdentityConfig=DISABLED"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]

Amazon の自動化 SageMaker アマゾンと
EventBridge
アマゾン EventBridge Amazon のステータス変更イベントをモニタリングします SageMaker。
EventBridge の自動化 SageMaker トレーニングジョブのステータス変更やエンドポイントのステータス変
更などのイベントに自動的に対応します。からのイベント SageMaker はに提供されます EventBridge ほ
ぼリアルタイムで。簡単なルールを記述して、注目するイベントと、イベントがルールに一致した場合に
自動的に実行するアクションを指定できます。ルールの作成方法の例については、「Amazon EventBridge
を使用してパイプラインをスケジュールする (p. 2998)」を参照してください。
自動的にトリガーできるアクションの例には、以下が含まれます。
• AWS Lambda 関数の呼び出し
• Amazon EC2 Run Command の呼び出し
• Amazon Kinesis Data Streams へのイベントの中継
• AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化
• Amazon SNS トピックまたは AWS SMS キューの通知
SageMaker によってモニタリングされるイベント EventBridge
• トレーニングジョブの状態変更 (p. 3452)
• ハイパーパラメータ調整ジョブの状態変更 (p. 3453)
• 変換ジョブの状態変更 (p. 3454)
• エンドポイントの状態変更 (p. 3455)
• 特徴グループの状態変更 (p. 3456)
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• モデルパッケージの状態変更 (p. 3457)
• パイプライン実行の状態変更 (p. 3458)
• パイプラインステップの状態変更 (p. 3458)
• SageMaker イメージの状態変更 (p. 3459)
• SageMaker イメージバージョンの状態変更 (p. 3459)
• エンドポイントデプロイの状態変更 (p. 3460)

トレーニングジョブの状態変更
のステータスの変更を示します SageMaker トレーニングジョブ
TrainingJobStatus の値が Failed の場合、イベントには FailureReason フィールドが含まれ、ト
レーニングジョブが失敗した理由の説明を提供します。
{

"version": "0",
"id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
"detail-type": "SageMaker Training Job State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2018-10-06T12:26:13Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:training-job/kmeans-1"
],
"detail": {
"TrainingJobName": "89c96cc8-dded-4739-afcc-6f1dc936701d",
"TrainingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:training-job/kmeans-1",
"TrainingJobStatus": "Completed",
"SecondaryStatus": "Completed",
"HyperParameters": {
"Hyper": "Parameters"
},
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": "TrainingImage",
"TrainingInputMode": "TrainingInputMode"
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SMRole",
"InputDataConfig": [
{
"ChannelName": "Train",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataType": "S3DataType",
"S3Uri": "S3Uri",
"S3DataDistributionType": "S3DataDistributionType"
}
},
"ContentType": "ContentType",
"CompressionType": "CompressionType",
"RecordWrapperType": "RecordWrapperType"
}
],
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "KmsKeyId",
"S3OutputPath": "S3OutputPath"
},
"ResourceConfig": {
"InstanceType": "InstanceType",
"InstanceCount": 3,
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"VolumeSizeInGB": 20,
"VolumeKmsKeyId": "VolumeKmsKeyId"

},
"VpcConfig": {

},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 60
},
"CreationTime": "1583831889050",
"TrainingStartTime": "1583831889050",
"TrainingEndTime": "1583831889050",
"LastModifiedTime": "1583831889050",
"SecondaryStatusTransitions": [
],
"Tags": {

}

}

}

ハイパーパラメータ調整ジョブの状態変更
のステータスの変更を示します SageMaker ハイパーパラメータのチューニングジョブ。
{

"version": "0",
"id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
"detail-type": "SageMaker HyperParameter Tuning Job State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2018-10-06T12:26:13Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:tuningJob/x"
],
"detail": {
"HyperParameterTuningJobName": "016bffd3-6d71-4d3a-9710-0a332b2759fc",
"HyperParameterTuningJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:tuningJob/x",
"TrainingJobDefinition": {
"StaticHyperParameters": {},
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": "trainingImageName",
"TrainingInputMode": "inputModeFile",
"MetricDefinitions": [
{
"Name": "metricName",
"Regex": "regex"
}
]
},
"RoleArn": "roleArn",
"InputDataConfig": [
{
"ChannelName": "channelName",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataType": "s3DataType",
"S3Uri": "s3Uri",
"S3DataDistributionType": "s3DistributionType"
}
},
"ContentType": "contentType",
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"CompressionType": "gz",
"RecordWrapperType": "RecordWrapper"

}

}

}
],
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [
"securityGroupIds"
],
"Subnets": [
"subnets"
]
},
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "kmsKeyId",
"S3OutputPath": "s3OutputPath"
},
"ResourceConfig": {
"InstanceType": "instanceType",
"InstanceCount": 10,
"VolumeSizeInGB": 500,
"VolumeKmsKeyId": "volumeKeyId"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 3600
}
},
"HyperParameterTuningJobStatus": "status",
"CreationTime": "1583831889050",
"LastModifiedTime": "1583831889050",
"TrainingJobStatusCounters": {
"Completed": 1,
"InProgress": 0,
"RetryableError": 0,
"NonRetryableError": 0,
"Stopped": 0
},
"ObjectiveStatusCounters": {
"Succeeded": 1,
"Pending": 0,
"Failed": 0
},
"Tags": {}

変換ジョブの状態変更
のステータスの変更を示します SageMaker バッチ変換ジョブ
TransformJobStatus の値が Failed の場合、イベントには FailureReason フィールドが含まれ、ト
レーニングジョブが失敗した理由の説明を提供します。
{

"version": "0",
"id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
"detail-type": "SageMaker Transform Job State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2018-10-06T12:26:13Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:transform-job/myjob"],
"detail": {
"TransformJobName": "4b52bd8f-e034-4345-818d-884bdd7c9724",
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}

}

"TransformJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:transform-job/myjob",
"TransformJobStatus": "another status... GO",
"FailureReason": "failed why 1",
"ModelName": "i am a beautiful model",
"MaxConcurrentTransforms": 5,
"MaxPayloadInMB": 10,
"BatchStrategy": "Strategizing...",
"Environment": {
"environment1": "environment2"
},
"TransformInput": {
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataType": "s3DataType",
"S3Uri": "s3Uri"
}
},
"ContentType": "content type",
"CompressionType": "compression type",
"SplitType": "split type"
},
"TransformOutput": {
"S3OutputPath": "s3Uri",
"Accept": "accept",
"AssembleWith": "assemblyType",
"KmsKeyId": "kmsKeyId"
},
"TransformResources": {
"InstanceType": "instanceType",
"InstanceCount": 3
},
"CreationTime": "2018-10-06T12:26:13Z",
"TransformStartTime": "2018-10-06T12:26:13Z",
"TransformEndTime": "2018-10-06T12:26:13Z",
"Tags": {}

エンドポイントの状態変更
のステータスの変更を示します SageMaker ホストされたリアルタイム推論エンドポイント。
以下に、IN_SERVICE 状態のエンドポイントを含むイベントを示します。
{

"version": "0",
"id": "d2921b5a-b0ad-cace-a8e3-0f159d018e06",
"detail-type": "SageMaker Endpoint State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "1583831889050",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/myendpoint"
],
"detail": {
"EndpointName": "MyEndpoint",
"EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/myendpoint",
"EndpointConfigName": "MyEndpointConfig",
"ProductionVariants": [
{
"DesiredWeight": 1.0,
"DesiredInstanceCount": 1.0
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}
],
"EndpointStatus": "IN_SERVICE",
"CreationTime": 1592411992203.0,
"LastModifiedTime": 1592411994287.0,
"Tags": {

}

}

}

特徴グループの状態変更
次のいずれかに変更があることを示しますFeatureGroupStatusまたはOfflineStoreStatusの
SageMaker 特徴グループ。
{

"version": "0",
"id": "93201303-abdb-36a4-1b9b-4c1c3e3671c0",
"detail-type": "SageMaker Feature Group State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-01-26T01:22:01Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:feature-group/sample-feature-group"
],
"detail": {
"FeatureGroupArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:feature-group/samplefeature-group",
"FeatureGroupName": "sample-feature-group",
"RecordIdentifierFeatureName": "RecordIdentifier",
"EventTimeFeatureName": "EventTime",
"FeatureDefinitions": [
{
"FeatureName": "RecordIdentifier",
"FeatureType": "Integral"
},
{
"FeatureName": "EventTime",
"FeatureType": "Fractional"
}
],
"CreationTime": 1611624059000,
"OnlineStoreConfig": {
"EnableOnlineStore": true
},
"OfflineStoreConfig": {
"S3StorageConfig": {
"S3Uri": "s3://offline/s3/uri"
},
"DisableGlueTableCreation": false,
"DataCatalogConfig": {
"TableName": "sample-feature-group-1611624059",
"Catalog": "AwsDataCatalog",
"Database": "sagemaker_featurestore"
}
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerRole",
"FeatureGroupStatus": "Active",
"Tags": {}
}
}
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モデルパッケージの状態変更
のステータスの変更を示します SageMaker パッケージパッケージモデル。
{

"version": "0",
"id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
"detail-type": "SageMaker Model Package State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-02-24T17:00:14Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/versionedmp-p-idy6c3e1fiqj/2"
],
"source": [
"aws.sagemaker"
],
"detail": {
"ModelPackageGroupName": "versionedmp-p-idy6c3e1fiqj",
"ModelPackageVersion": 2,
"ModelPackageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/versionedmpp-idy6c3e1fiqj/2",
"CreationTime": "2021-02-24T17:00:14Z",
"InferenceSpecification": {
"Containers": [
{
"Image": "257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.0-1cpu-py3",
"ImageDigest":
"sha256:4dc8a7e4a010a19bb9e0a6b063f355393f6e623603361bd8b105f554d4f0c004",
"ModelDataUrl": "s3://sagemaker-project-p-idy6c3e1fiqj/versionedmp-pidy6c3e1fiqj/AbaloneTrain/pipelines-4r83jejmhorv-TrainAbaloneModel-xw869y8C4a/output/
model.tar.gz"
}
],
"SupportedContentTypes": [
"text/csv"
],
"SupportedResponseMIMETypes": [
"text/csv"
]
},
"ModelPackageStatus": "Completed",
"ModelPackageStatusDetails": {
"ValidationStatuses": [],
"ImageScanStatuses": []
},
"CertifyForMarketplace": false,
"ModelApprovalStatus": "Rejected",
"MetadataProperties": {
"GeneratedBy": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:pipeline/versionedmp-pidy6c3e1fiqj/execution/4r83jejmhorv"
},
"ModelMetrics": {
"ModelQuality": {
"Statistics": {
"ContentType": "application/json",
"S3Uri": "s3://sagemaker-project-p-idy6c3e1fiqj/versionedmp-p-idy6c3e1fiqj/
script-2021-02-24-10-55-15-413/output/evaluation/evaluation.json"
}
}
},
"LastModifiedTime": "2021-02-24T17:00:14Z"
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}

}

パイプライン実行の状態変更
のステータスの変更を示します SageMaker パイプラインの実行
{

"version": "0",
"id": "315c1398-40ff-a850-213b-158f73kd93ir",
"detail-type": "SageMaker Model Building Pipeline Execution Status Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-03-15T16:10:11Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123",
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123/execution/
p4jn9xou8a8s"],
"detail": {
"pipelineExecutionDisplayName": "SomeDisplayName",
"currentPipelineExecutionStatus": "Succeeded",
"previousPipelineExecutionStatus": "Executing",
"executionStartTime": "2021-03-15T16:03:13Z",
"executionEndTime": "2021-03-15T16:10:10Z",
"pipelineExecutionDescription": "SomeDescription",
"pipelineArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123",
"pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/
myPipeline-123/execution/p4jn9xou8a8s"
}
}

パイプラインステップの状態変更
のステータスの変更を示します SageMaker パイプラインステップ。
キャッシュヒットがある場合、イベントには cacheHitResult フィールドが含まれます。
currentStepStatus の値が Failed の場合、イベントには failureReason フィールドが含まれ、ス
テップが失敗した理由の説明を提供します。
{

"version": "0",
"id": "ea37ccbb-5e2b-05e9-4073-1daazc940304",
"detail-type": "SageMaker Model Building Pipeline Execution Step Status Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-03-15T16:10:10Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123",
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123/execution/
p4jn9xou8a8s"],
"detail": {
"metadata": {
"processingJob": {
"arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:processing-job/pipelinesp4jn9xou8a8s-myprocessingstep1-tmgxry49ug"
}
},
"stepStartTime": "2021-03-15T16:03:14Z",
"stepEndTime": "2021-03-15T16:10:09Z",
"stepName": "myprocessingstep1",
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"stepType": "Processing",
"previousStepStatus": "Executing",
"currentStepStatus": "Succeeded",
"pipelineArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123",
"pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/
myPipeline-123/execution/p4jn9xou8a8s"
}
}

SageMaker イメージの状態変更
のステータスの変更を示します SageMaker イメージ。
{

"version": "0",
"id": "cee033a3-17d8-49f8-865f-b9ebf485d9ee",
"detail-type": "SageMaker Image State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-04-29T01:29:59Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image/cee033a3-17d8-49f8-865fb9ebf485d9ee"],
"detail": {
"ImageName": "cee033a3-17d8-49f8-865f-b9ebf485d9ee",
"ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image/cee033a3-17d8-49f8-865fb9ebf485d9ee",
"ImageStatus": "Creating",
"Version": 1.0,
"Tags": {}
}
}

SageMaker イメージバージョンの状態変更
のステータスの変更を示します SageMaker イメージバージョン。
{

"version": "0",
"id": "07fc4615-ebd7-15fc-1746-243411f09f04",
"detail-type": "SageMaker Image Version State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-04-29T01:29:59Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:imageversion/07800032-2d29-48b7-8f82-5129225b2a85"],
"detail": {
"ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image/a70ff896-c832-4fe8-add6eba25a0f43e6",
"ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:imageversion/07800032-2d29-48b7-8f82-5129225b2a85",
"ImageVersionStatus": "Creating",
"Version": 1.0,
"Tags": {}
}
}

ステータス値とその意味の詳細については SageMaker ジョブ、エンドポイント、パイプラインについて
は、以下のリンクを参照してください。
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• AlgorithmStatus
• EndpointStatus
• FeatureGroupStatus
• HyperParameterTuningJobStatus
• LabelingJobStatus
• ModelPackageStatus
• NotebookInstanceStatus
• PipelineExecutionStatus
• StepStatus
• ProcessingJobStatus
• TrainingJobStatus
• TransformJobStatus
詳細については、『』を参照してください。アマゾン EventBridge ユーザーガイド。

エンドポイントデプロイの状態変更
Important
次の例は、すべてのエンドポイントで機能しないことがあります。エンドポイントを除外する可
能性のある機能のリストについては、「Exclusions (p. 2738)」ページを参照してください。
エンドポイントデプロイの状態変化を示します。次の例は、blue/green canary デプロイメントで更新され
るエンドポイントを示しています。
{

"version": "0",
"id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c",
"detail-type": "SageMaker Endpoint Deployment State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-10-25T01:52:12Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint"
],
"detail": {
"EndpointName": "sample-endpoint",
"EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint",
"EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-1",
"ProductionVariants": [
{
"VariantName": "AllTraffic",
"CurrentWeight": 1,
"DesiredWeight": 1,
"CurrentInstanceCount": 3,
"DesiredInstanceCount": 3
}
],
"EndpointStatus": "UPDATING",
"CreationTime": 1635195148181,
"LastModifiedTime": 1635195148181,
"Tags": {},
"PendingDeploymentSummary": {
"EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-2",
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"StartTime": Timestamp,
"ProductionVariants": [
{
"VariantName": "AllTraffic",
"CurrentWeight": 1,
"DesiredWeight": 1,
"CurrentInstanceCount": 1,
"DesiredInstanceCount": 3,
"VariantStatus": [
{
"Status": "Baking",
"StatusMessage": "Baking for 600 seconds
(TerminationWaitInSeconds) with traffic enabled on canary capacity of 1 instance(s).",
"StartTime": 1635195269181,
}
]
}
]
}
}

}

次の例は、既存のエンドポイント設定の新しい容量で更新されているエンドポイントデプロイの状態変化
を示しています。
{

"version": "0",
"id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c",
"detail-type": "SageMaker Endpoint Deployment State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-10-25T01:52:12Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint"
],
"detail": {
"EndpointName": "sample-endpoint",
"EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint",
"EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-1",
"ProductionVariants": [
{
"VariantName": "AllTraffic",
"CurrentWeight": 1,
"DesiredWeight": 1,
"CurrentInstanceCount": 3,
"DesiredInstanceCount": 6,
"VariantStatus": [
{
"Status": "Updating",
"StatusMessage": "Scaling out desired instance count to 6.",
"StartTime": 1635195269181,
}
]
}
],
"EndpointStatus": "UPDATING",
"CreationTime": 1635195148181,
"LastModifiedTime": 1635195148181,
"Tags": {},
}

次のセカンダリデプロイステータスは、VariantStatus オブジェクトにあるエンドポイントでも使用で
きます。
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• Creating: 本番稼働用バリアントのインスタンスの作成。
メッセージの例: "Launching X instance(s)."
• Deleting: 本番稼働用バリアントのインスタンスの終了。
メッセージの例: "Terminating X instance(s)."
• Updating: 本番稼働用バリアントの容量の更新。
メッセージの例: "Launching X instance(s)."、"Scaling out desired instance count
to X."
• ActivatingTraffic: 本番稼働用バリアントのトラフィックの有効化。
メッセージの例: "Activating traffic on canary capacity of X instance(s)."
• Baking: 監視の待機期間 CloudWatch 自動ロールバック設定のアラーム。
メッセージの例: "Baking for X seconds (TerminationWaitInSeconds) with traffic
enabled on full capacity of Y instance(s)."
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Amazon SageMaker の API リファレ
ンスガイド
概要
Amazon SageMaker には、API、SDK、コマンドラインインターフェイスが用意されています。これらの
インターフェイスを使用して、ノートブックインスタンスの作成と管理、モデルのトレーニングとデプロ
イを行うことができます。
• Amazon SageMaker Python SDK (推奨)
• Amazon SageMaker API リファレンス
• Amazon Augmented AI API リファレンス
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP
• AWS SDK for Python (Boto)
• AWS SDK for Ruby
• Amazon SageMaker Spark
Amazon SageMaker サンプルノートブック GitHub リポジトリからコード例を取得することもできます。
• サンプルノートブックの例

Amazon SageMaker のプログラミングモデル
コードから直接 API コールを行うのは煩雑であり、リクエストを認証するコードを作成する必要がありま
す。Amazon SageMaker では次のような代わりの方法を使用できます。
• SageMaker コンソールを使用する - コンソールではコードを記述する必要はありません。コンソール UI
を使用して、モデルトレーニングを開始したり、モデルをデプロイしたりします。このコンソールは、
組み込みのトレーニングアルゴリズムを使用した、トレーニングデータを前処理する必要のない簡単な
ジョブに適しています。
• Jupyter ノートブックの例を変更する - SageMaker には、特定のアルゴリズムとデータセットを使っ
て、モデルをトレーニングしてデプロイするいくつかの Jupyter ノートブックが用意されています。適
切なアルゴリズムを備えたノートブックから始め、データソースと特定のニーズに合わせてそれを変更
します。
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• モデルのトレーニングと推論コードを最初から記述する - SageMaker には、複数の AWS SDK 言語 (概
要にリストされています) と Amazon SageMaker Python SDK (コード内でモデルトレーニングジョブを
開始し、結果のモデルをデプロイする際に使用できる高レベル Python ライブラリ) があります。
• SageMaker Python SDK - この Python ライブラリは、モデルのトレーニングとデプロイを簡素化しま
す。ライブラリは、リクエストを認証するだけでなく、簡単なメソッドとデフォルトのパラメータを
提供することによって、プラットフォームの特質を抽象化します。例:
• モデルをデプロイするには、deploy() メソッドを呼び出すだけです。この方法は、SageMaker
モデルアーティファクト、エンドポイント設定を作成し、エンドポイントにモデルをデプロイしま
す。
• モデルトレーニングにカスタムフレームワークスクリプトを使用する場合は、fit() メソッドを呼
び出します。このメソッドは、スクリプトの .gzip ファイルを作成し、それを Amazon S3 の場所
にアップロードした後、モデルトレーニングやその他のタスク用に実行します。詳細については、
「Amazon でMachine Learning フレームワーク、Python、R を使う SageMaker (p. 12)」を参照し
てください。
• -AWSSDK— SDK は、SageMaker API に対応するメソッドを提供します (を参照)。Operations).
SDK を使用して、モデルトレーニングジョブをプログラムで開始し、SageMaker でモデルをホスト
します。SDK クライアントは、アクセスキーを使用してリクエストを認証するため、認証コードを書
く必要はありません。これらは、複数の言語とプラットフォームで利用できます。詳細については、
概要の前のリストを参照してください。

Amazon SageMaker の使用を開始する (p. 33) では、SageMakerによって提供されるアルゴリズムを使
用し、モデルをトレーニングしてデプロイします。この演習ではこれらの両方のライブラリを使用する
方法を示しています。詳細については、「Amazon SageMaker の使用を開始する (p. 33)」を参照してく
ださい。
• SageMaker を Apache Spark ワークフローに統合する - SageMaker には、Apache Spark から API を呼
び出すライブラリが用意されています。これにより、SageMaker ベースのエスティメーターを Apache
Spark パイプラインで使用できます。詳細については、Amazon SageMaker で Apache Spark を使
う (p. 14)を参照してください。
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Amazon のドキュメント履歴
SageMaker
変更

説明

日付

re: Invent 2021 で発表された新機 re: Invent 2021 では、以下の新機 2021 年 12 月 1 日
能 (p. 3465)
能が導入されました。
• SageMaker Canvas
• SageMaker Ground Truth
• SageMaker 推論者
• SageMaker サーバーレスエン
ドポイント
• SageMaker Studio Lab
• SageMaker スタジオノート
ブックと Amazon EMR
• SageMaker トレーニングコン
パイラ
Autopilot 時系列データ (p. 3465)

アマゾン SageMaker Autopilot
2021 年 10 月 25 日
は、時系列をモデル入力として受
け入れます。詳細については、次
を参照してください。アマゾン
SageMaker Autopilot のデータお
よび問題のタイプ。

AWS 管理ポリシー (p. 3465)

の変更の追跡を開始しました
SageMaker マネージドポリ
シー。

2021 年 6 月 10 日

re:Invent 2020 で発表された新機
能 (p. 3465)

re: Invent 2020では、以下の新機
能が導入されました。

2020 年 12 月 1 日

• アマゾン SageMaker モデル構
築パイプライン
• によるの自動化 SageMaker プ
ロジェクト
• SageMaker Edge Manager
• SageMaker Clarify
• SageMaker Data Wrangler
• SageMaker Feature Store
• SageMaker スタジオ
JumpStart
• モデルレジストリを使用したモ
デルの登録とデプロイ
• SageMaker 配布
• によるディーププロファイリン
グ SageMaker デバッガー
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Studio のノートブック (p. 3465)

SageMaker Studio のノートブッ
ク

2020 年 4 月 28 日

re: Invent 2019 で発表された新機 re: Invent 2019 では、以下の新機 2019 年 12 月 3 日
能 (p. 3465)
能が導入されました。
• SageMaker スタジオ
• SageMaker Studio のノート
ブック(プレビュー)
• SageMaker 実験
• SageMaker Autopilot
• SageMaker デバッガー
• SageMaker モデルモニター
re: Invent 2018 で発表された新機 re: Invent 2018 では、以下の新機 2018 年 11 月 28 日
能 (p. 3465)
能が導入されました。
• アマゾン SageMaker Ground
Truth
• Amazon Elastic Inference
• SageMaker 内のリソースAWS
Marketplace
• SageMaker 推論する
• SageMaker ネオ
• Amazon の検索 SageMaker 実
験
• 強化学習
• Git リポジトリを SageMaker
ノートブックインスタンス
• セマンティックセグメンテー
ションアルゴリズム
• トレーニングジョブの拡張マニ
フェストファイル
ノートブックインスタンスの設
定 (p. 3465)

ノートブックインスタンスを作成 2018 年 5 月 1 日
または起動するときに、シェルス
クリプトを使用して構成します。
詳細については、ノートブックイ
ンスタンスをカスタマイズするを
参照してください。

Application Auto Scaling のサ
ポート (p. 3465)

アマゾン SageMaker 本番稼働
2018 年 2 月 28 日
用バリアントのApplication Auto
Scaling をサポートするようにな
りました。詳細については、 を
参照してください。自動スケーリ
ング SageMaker モデル

TensorFlow 1.5 および MXNet
1.0 のサポート (p. 3465)

アマゾン SageMaker ディープ
ラーニングコンテナがサポー
トされるようになりました
TensorFlow 1.5 および Apache
MXNet 1.0
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BlazingText アルゴリズ
ム (p. 3465)

アマゾン SageMaker がサ
ポートされるようになりまし
た。BlazingTextアルゴリズム。

KMS 暗号化 (p. 3465)

アマゾン SageMaker インスタン 2018 年 1 月 17 日
スのホスティングと保管中のト
レーニングモデルのアーティファ
クトの KMS 暗号化をサポートす
るようになりました。

CloudTrail サポート (p. 3465)

アマゾン SageMaker がサポート 2018 年 1 月 11 日
されるようになりました。でロギ
ングAWS CloudTrail。

DeepAR 予測アルゴリズ
ム (p. 3465)

アマゾン SageMaker がサ
ポートされるようになりまし
た。DeepAR時系列予測のアルゴ
リズム。

2018 年 1 月 8 日

SageMaker 打ち上げる (p. 3465)

アマゾン SageMaker re: Invent
2017 で発表されたようになりま
した。

2017 年 11 月 28 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、AWS 全般のリファレンスの AWS 用語集を参照してください。
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