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このガイドについて 

この実装ガイドでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) クラウドに「機械学習を用いた不正検出」ソ

リューションをデプロイするためのアーキテクチャ上の考慮事項と設定手順について説明します。これ

には、セキュリティと可用性に関する AWS のベストプラクティスを使用してこのソリューションをデ

プロイするために必要な AWS のサービスを起動および設定する AWS CloudFormation テンプレート

へのリンクが含まれています。 

このガイドは、AWS クラウドでの機械学習とアーキテクチャ設計に関する実践的な経験を持つ開発者

およびデータサイエンティストを対象としています。 

概要 
不正行為は、企業に年間数十億ドルものコストがかかり、顧客の信頼を損なう可能性のある継続的な問

題です。多くの企業では、不正パターンをルールとして定義するようなルールベースのアプローチを使

用して、不正なアクティビティを検出しています。しかし、ルールの実装と維持は、複雑で時間のかか

るプロセスになる場合があります。これは、不正行為が絶えず進化しており、ルールは詐欺パターンを

知ることが必要であり、またルールは誤検出や見逃しにつながる可能性があるためです。 

機械学習 (ML) は、不正検出に対するより柔軟なアプローチを提供できます。ML モデルは、アクティ

ビティが不正かどうかを判断するために事前定義されたルールを使用しません。代わりに、ML モデル

はデータセットの不正パターンを認識するようにトレーニングされ、モデルは自己学習型であり、新し

http://aws.amazon.com/cloudformation/
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い未知の不正パターンに適応できます。さらに、教師なし ML モデルにより、ラベル付けされていない

データから知識を抽出し、異常なトランザクションをレビュー用にフラグ付けできます。 

Amazon SageMaker は、開発者やデータサイエンティストがあらゆる規模の ML モデルを、短期間で

簡単に構築、トレーニング、デプロイできるようにするフルマネージド型サービスです。Amazon 

SageMaker は、機械学習を使用したい開発者にとって効率を下げるような典型的な障壁を取り除きま

す。この機能により、Amazon SageMaker は不正検出を含むさまざまなユースケースに適用されます。 

リアルタイムの不正検出に Amazon SageMaker を活用できるように、AWS では「機械学習を用いた

不正検出」ソリューションを提供しています。このソリューションでは、不正の可能性があるアクティ

ビティの検出を自動化し、レビュー用にそのアクティビティにフラグを付けます。このソリューション

にはサンプルのデータセットも含まれていますが、任意のデータセットを操作するようにこのソリュー

ションを変更できます。  

コスト 
このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となります。公開時

点で、米国東部（バージニア北部）リージョンでこのソリューションの ML モデルをトレーニングする

ための 1 回限りのコストは、Amazon SageMaker ml.c4.large インスタンスに対して 1.50 USD で

す。サンプルデータセットを使用してトランザクションを処理するためのコストは、1 時間あたり約 

0.65 USDです。料金は変更される可能性があります。詳細については、このソリューションで使用す

る AWS の各サービスの料金表ウェブページを参照してください。 

https://aws.amazon.com/sagemaker/
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アーキテクチャの概要 
このソリューションをデプロイしてノートブックを実行すると、AWS クラウドに次の環境が構築され

ます。 

 

図 1: AWS での「機械学習を用いた不正検出」のアーキテクチャ 

AWS CloudFormation テンプレートは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに

含まれるクレジットカードのトランザクションのサンプルデータセットと、データセットでトレーニン

グされる ML モデルを持つ Amazon SageMaker ノートブックインスタンスをデプロイします。 

このソリューションでは、サンプルデータセットのトランザクションを処理する AWS Lambda 関数を

デプロイし、入力データポイントに異常スコアと分類スコアを割り当てる 2 つの Amazon SageMaker 

エンドポイントを呼び出します。Amazon API Gateway REST API は、署名付き HTTP リクエストを

使用して予測をトリガーし、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームは、処理されたトランザ

クションを別の Amazon S3 バケットにロードして保存します。このソリューションでは、Amazon 

Sagemaker ノートブックの一部として予測用の REST API を呼び出す方法の例も示します。 

https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/kinesis/data-firehose/
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トランザクションを Amazon S3 に取り込むと、Amazon QuickSight などの分析ツールとサービスを

使用して、視覚化、レポート、アドホッククエリ、より詳細な分析を行うことができます。Amazon 

QuickSight を使用して処理されたトランザクションを可視化する場合は、付録 A を参照してください。 

このソリューションは、デフォルトで、サンプルデータセットのトランザクションを処理するように設

定されています。独自のデータセットを使用するには、このソリューションを変更する必要があります。

詳細については、カスタマイズを参照してください。     

ソリューションコンポーネント 

Amazon SageMaker 
「機械学習を用いた不正検出」ソリューションでは、Amazon SageMaker ノートブックインスタンス

を使用します。これは、このソリューションの Jupyter ノートブックを実行するフルマネージド型機械

学習 (ML) 用の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) コンピューティングインスタンスで

す。ノートブックは、このソリューションの ML モデルをトレーニングおよびデプロイするために使用

されます。ノートブックインスタンスの詳細については、 Amazon SageMaker 開発者ガイドのノート

ブックインスタンスの使用を参照してください。 

アルゴリズム  
Amazon SageMaker には、さまざまな問題タイプに使用できる組み込みの機械学習アルゴリズムがい

くつか用意されています。このソリューションでは、教師なし学習用の組み込みのランダムカットフォ

レストアルゴリズムと、教師あり学習用の組み込みの XGBoost アルゴリズムを使用します。詳細につ

いては、 Amazon SageMaker 開発者ガイドの RCF の仕組みと XGBoost の仕組みを参照してくださ

い。 

データセット 
「機械学習を用いた不正検出」ソリューションには、このソリューションの機械学習 (ML) モデルのト

レーニングに使用される、一般に公開されている匿名化されたクレジットカードトランザクションデー

タセットが含まれています。このデータセットは、Worldline と Université Libre de Bruxelles の 

Machine Learning Group の共同研究で、ビッグデータマイニングと不正検出について収集および分析

https://aws.amazon.com/quicksight/
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/nbi.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/nbi.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/rcf_how-it-works.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/xgboost-HowItWorks.html
https://mlg.ulb.ac.be/wordpress/
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されたものです。データセットは、2013 年の 2 日間の欧州カード所有者による匿名化されたクレジッ

トカード取引で構成されます。ユーザーの匿名性を維持するために、すべての機能が主成分分析 (PCA) 

を使用して変換され、PCA による 28 の連続値の特徴量と、時間と量を表す 2 つの特徴量を持つデータ

セットが作成されました。データセットは実際のデータから取得されるため、不正の割合は正当なトラ

ンザクションと比較して低くなります。不正なトランザクションは、合計トランザクションの 0.172% 

を占めています。詳細については、付録 B を参照してください。 

考慮事項 

カスタマイズ 
「機械学習を用いた不正検出」ソリューションは、デフォルトで、クレジットカード不正データセット

を使用して機械学習 (ML) モデルをトレーニングします。しかし、このソリューションをカスタマイズ

して独自のデータセットを使用することも可能です。独自のデータセットでモデルをトレーニングする

には、付属のノートブックを変更して、モデルをデータセットに向けるようにする必要があります。イ

ベントを処理するには、このソリューションの AWS Lambda 関数も変更する必要があります。 

履歴データのトレーニング後に、提供されている REST API を使用して、入力データポイントでエンド

ポイントを起動することができます。 

デプロイ可能なリージョン 
「機械学習を用いた不正検出」ソリューションでは、現在特定の AWS リージョンでのみ使用可能な 

Amazon SageMaker と Amazon Kinesis Data Firehose を使用しています。そのため、このソリュー

ションはこれらのサービスが利用可能な AWS リージョンで起動する必要があります。リージョン別の

利用可能なサービスの最新の情報については、リージョン別の AWS 製品およびサービス一覧 を参照し

てください。 

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/pca.html
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
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AWS CloudFormation テンプレート 
このソリューションでは、AWS CloudFormation を使用して、「機械学習を用いた不正検出」ソリュ

ーションのデプロイを  AWS クラウドに自動化します。このソリューションには次の  AWS 

CloudFormation テンプレートが含まれており、デプロイ前にダウンロード可能です。 

fraud-detection-using-machine-learning.template: このテンプレ

ートを使用して、このソリューションとすべての関連コンポーネントを起動

します。デフォルト設定では、Amazon API Gateway、AWS Lambda 関数、Amazon SageMaker ノ

ートブックインスタンス、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリーム、Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3) バケットがデプロイされますが、特定のニーズに基づいてテンプレートをカス

タマイズすることもできます。 

自動デプロイ 
自動デプロイを開始する前に、このガイドで説明している考慮事項をよくお読みください。このセクシ

ョンの手順に従って、「機械学習を用いた不正検出」ソリューションを設定してアカウントにデプロイ

します。 

デプロイ時間: 約 5 分  

ここでカバーする内容 
このアーキテクチャを AWS にデプロイする手順は、次のステップで構成されます。詳細な手順につい

ては、各ステップのリンクを参照してください。 

ステップ 1. スタックを起動する 

• AWS アカウントで AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

• 必須パラメータの値を入力します: [スタックの名前]、[Model and Data Bucket Name]、

[Results Bucket Name] 

• 他のテンプレートパラメータを確認し、必要に応じて調整します。 

テンプレートを表示

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/fraud-detection-using-machine-learning/latest/fraud-detection-using-machine-learning.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/fraud-detection-using-machine-learning/latest/fraud-detection-using-machine-learning.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/fraud-detection-using-machine-learning/latest/fraud-detection-using-machine-learning.template
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ステップ 2. ノートブックを実行する 

• Jupyter ノートブックを実行して ML モデルをトレーニングします。 

Step 3. AWS Lambda 関数がデータを処理していることを確認する 

• AWS Lambda 関数がデータを処理していることを確認します。 

ステップ 1. スタックを起動する 
この自動化 AWS CloudFormation テンプレートは、AWS クラウドに「機械学習を用いた不正検出」

ソリューションをデプロイします。 

注意: このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となりま

す。詳細については、コストセクションを参照してください。詳細については、このソリューション

で使用する AWS の各サービスの料金表ウェブページを参照してください。 

1. AWS マネジメントコンソールにログインし、右側のボタンをクリ

ックして、fraud-detection-using-machine-learning AWS 

CloudFormation テンプレートを起動します。 

独自にカスタマイズするためにテンプレートをダウンロードすることもできます。 

2. テンプレートは、デフォルトで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動されます。別の AWS 

リージョンでこのソリューションを起動するには、コンソールのナビゲーションバーのリージョン

セレクターを使用します。 

注意: このソリューションでは、Amazon SageMaker および Amazon Kinesis Data Firehose 

サービスが使用されており、現在は特定の AWS リージョンでのみ利用できます。そのため、こ

のソリューションはこれらのサービスが利用可能な AWS リージョンで起動する必要がありま

す。リージョン別の利用可能なサービスの最新の情報については、製品およびサービス一覧 (リ

ージョン別) を参照してください。 

3. [スタックの作成] ページで、正しいテンプレート URL が [Amazon S3 URL] テキストボックス

に示されていることを確認し、[次へ] を選択します。 

4. [スタックの詳細を指定] ページで、このソリューションのスタックに名前を割り当てます。 

ソリューション 
の起動

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/fraud-detection-using-machine-learning/latest/fraud-detection-using-machine-learning.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/fraud-detection-using-machine-learning/latest/fraud-detection-using-machine-learning.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/fraud-detection-using-machine-learning/latest/fraud-detection-using-machine-learning.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/fraud-detection-using-machine-learning/latest/fraud-detection-using-machine-learning.template
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
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5. [パラメータ] で、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。このソリューシ

ョンでは、次のデフォルト値を使用します。 

パラメータ デフォルト 説明 

Amazon S3 バケットの設定 

Model and Data 

Bucket Name 

<入力が必須> Amazon SageMaker モデルとトレーニングデータを保存す

るためにこのソリューションが作成した Amazon S3 バケッ

トの名前を指定します。   

Results Bucket 

Name 

<入力が必須> 処理されたイベントを保存するためにこのソリューションが

作成した Amazon S3 バケットの名前を指定します。 

Amazon Kinesis Firehose Configuration 

Kinesis Firehose S3 

Prefix 

fraud-
detection/firehose/ 

処理されたイベントの配信用の  Amazon Kinesis Data 

Firehose のプレフィックス  

6. [次へ] を選択します。 

7. [スタックオプションの設定] のページで、[次へ] をクリックします。 

8. [レビュー] ページで、設定を見直して確認します。テンプレートが AWS Identity and Access 

Management (IAM) リソースを作成することを確認するチェックボックスを必ずオンにします。 

9. [スタックの作成] を選択してスタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールの [ステータス] 列で表示できます。

約 5 分で CREATE_COMPLETE のステータスが表示されます。 

重要 : このソリューションスタックを削除する場合は、Amazon SageMaker エンドポイント 

(fraud_detection_endpoint) を手動で削除する必要があります。 

ステップ 2. ノートブックを実行する 
1. Amazon SageMaker コンソールに移動します。 

2. ナビゲーションペインで、[ノートブックインスタンス] を選択します。 

3.  [FraudDetectionNotebookInstance] を選択します。 

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
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ノートブックインスタンスは既に実行されているはずです。 

4. [Jupyter を開く] を選択します。 

5. Jupyter ノートブックインターフェイスで、sagemaker_fraud_detection.ipynb ファイルを

開きます。 

6. [Cell] ドロップダウンメニューで、[Run All] を選択してファイルを実行します。 

ステップ 3. AWS Lambda 関数がデータを処理しているこ

とを確認する 
1. AWS Lambda コンソールに移動します。 

2. ナビゲーションペインで、[関数] を選択します。 

3. fraud_detection_event_processor AWS Lambda 関数を選択します。 

4. [モニタリング] を選択し、[Invocations] グラフにアクティビティが表示されていることを確認し

ます。[View logs in CloudWatch] ボタンをクリックして、エンドポイントのアクティビティを

表示することもできます。 

数分後、処理されたトランザクションについて Amazon S3 バケットの結果を確認します。 

セキュリティ 
AWS インフラストラクチャでシステムを構築する場合、セキュリティ上の責任はお客様と AWS の間

で共有されます。この責任共有モデルにより、AWS がホストオペレーティングシステムと仮想化レイ

ヤーからサービスが運用されている施設の物理的なセキュリティに至るまでの要素を運用、管理、およ

び制御するため、お客様の運用上の負担を軽減するのに役立ちます。AWS のセキュリティの詳細につ

いては、AWS クラウドセキュリティを参照してください。 

https://console.aws.amazon.com/lambda/
http://aws.amazon.com/security/
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Amazon API Gateway 
Amazon API Gateway では、リクエストに署名することで、送信するすべてのリクエストを認証する

必要があります。付属の generate_endpoint_traffic.py ファイルには、リクエストに署名する

方法の例があります。 

レスポンスを作成するために使用されるモデルを判断するために、API 呼び出しにクエリ文字

列 ?model= を含めることができます。 

有 効 な 値 は  anomaly_detector お よ び  fraud_classifier で す 。 レ ス ポ ン ス に

は、?model=anomaly_detector を指定する時にはランダムカットフォレストアルゴリズム、また

は ?model=fraud_classifier を指定した時には XGBoost アルゴリズムからの予測のみが含まれま

す。クエリ文字列が指定されていない場合は、レスポンスには両方のモデルの予測が含まれます。 

Amazon Kinesis Data Firehose 
デフォルトでは、このソリューションの Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームは、送信先バ

ケットが暗号化されているため、暗号化されません。独自のデータセットを使用するようにこのソリュ

ーションをカスタマイズする場合は、サーバー側の暗号化を使用して配信ストリームを暗号化すること

をお勧めします。詳細については、Amazon Kinesis Data Firehose 開発者ガイドの Amazon Kinesis 

Data Firehose でのデータ保護を参照してください。    

その他のリソース 
• Amazon API Gateway 

• AWS Lambda 

• Amazon SageMaker 

• Amazon Kinesis Data Firehose 

• Amazon Simple Storage Service 

• Amazon QuickSight 

• AWS CloudFormation 

https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/encryption.html
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://aws.amazon.com/kinesis/data-firehose/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
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付録 A: データの可視化 
Amazon QuickSight または独自の可視化ツールを使用して、このソリューションが処理するトランザ

クションを可視化できます。Amazon QuickSight を設定するには、次の手順を使用します。 

1. テキストエディターを開き、次のコードをコピーします。 

{        
   "fileLocations": [ 
       { 
                "URIPrefixes": [ 
                        "https://s3-us-east-1.amazonaws.com/バケット名/" 
               ] 
        } 
   ], 
   "globalUploadSettings": { 
           "format": "CSV", 
           "delimiter": ",", 
           "textqualifier": "'", 
           "containsHeader": "false" 
   } 
} 

2. URIPrefixes URL を変更します。 

• 必要に応じて、このソリューションをデプロイしたリージョンと一致するようにリージョン名

を変更します。 

• デプロイ時に Results Bucket Name AWS CloudFormation テンプレートパラメータで指定

した名前に一致するように、Amazon S3 バケット名を変更します。  

3. 次のコードを manifest.json という名前で保存します。 

4. Amazon QuickSight コンソールに移動します。 

5. [Manage Data] を選択します。 

6. [New data set] を選択します。 

7. [S3] を選択します。 

8. [Data source name] に名前を入力します。(例: fraud_detection_events) 
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9. [Upload a manifest file] で、[Upload] ラジオボタンを選択し、フォルダアイコンをクリックし

ます。前に保存した manifest.json ファイルに移動します。 

10. [Connect] を選択します。 

数分後、Amazon S3 データが Amazon QuickSight インメモリ計算エンジン (SPICE) にインポー

トされたことを示す成功メッセージが表示されます。SPICE は、データソースに保存されたデータ

のキャッシュとして機能します。詳細については、Amazon QuickSight ユーザーガイドの SPICE 

を参照してください。 

11. [Finish data set creation] ウィンドウが表示されたら、[Edit/Preview data] を選択します。 

12. [Edit] ページで、列のヘッダーをわかりやすい名前に変更します。(例: Timestamp、ID、Source、

Fraud) 

 

図 2: Amazon QuickSight SPICE のデータセット 

13. [Save&Visualize] を選択します。 

これで、データのグラフィカルな表現を作成できます。詳細については、Amazon QuickSight ユ

ーザーガイドの Amazon QuickSight ビジュアルの使用 を参照してください。 

  

https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/welcome.html#spice
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/working-with-visuals.html
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付録 C: 運用メトリクスの収集 
このソリューションには、匿名の運用メトリクスを AWS に送信するオプションが含まれています。当

社はこのデータを使用して、お客様がこのソリューション、関連サービスおよび製品をどのように使用

しているかをよりよく理解し、提供するサービスや製品の改善に役立てます。有効にすると、次の情報

が収集され、AWS に送信されます。 

• Solution ID: AWS ソリューション識別子 

• 一意の ID(UUID): 「機械学習を用いた不正検出」ソリューションのデプロイごとにランダム

に生成された一意の識別子  

• Timestamp : データ収集タイムスタンプ 

 

このオプションで収集されたデータは AWS に帰属します。 データ収集には、AWS プライバシー

ポリシーが適用されます。この機能をオプトアウトするには、次のように AWS CloudFormation 

テンプレートマッピングセクションを変更します。 

"Send" : { 
"AnonymousUsage" : { "Data" : "Yes" } 
}, 

を以下に変更します。 

"Send" : { 
"AnonymousUsage" : { "Data" : "No" } 
}, 

 

  

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
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ソースコード 
GitHub リポジトリにアクセスして、このソリューションのテンプレートとスクリプトをダウンロード

し、カスタマイズを他のユーザーと共有できます。 

ドキュメントの改訂 
日付 変更 

2019 年 5 月 初版発行 

2020 年 5 月 教師ありモデルを XGBoost に変更。ランダムカットフォレスト、SMOTE リサンプリング、モ

デル評価、予測用の REST API を使用した教師なし学習を追加。GitHub リポジトリで v2 の更

新リストを参照してください。 

 

注意  

お客様は、この文書に記載されている情報を独自に評価する責任を負うものとします。このドキュメント

は、(a) 情報提供のみを目的としており、(b) AWS の現行製品とプラクティスを表したものであり、予告な

しに変更されることがあり、(c) AWS およびその関連会社、サプライヤー、またはライセンサーからの契約

義務や確約を意味するものではありません。AWS の製品やサービスは、明示または暗示を問わず、いかな

る保証、表明、条件を伴うことなく「現状のまま」提供されます。お客様に対する AWS の責任は、AWS 

契約により規定されます。本書は、AWS とお客様の間で行われるいかなる契約の一部でもなく、そのよう

な契約の内容を変更するものでもありません。 

 

「機械学習を用いた不正検出」ソリューションは、 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 で

入手できる Apache ライセンスバージョン 2.0 の条件に基づいてライセンスされます。 

© 2020, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 

https://github.com/awslabs/fraud-detection-using-machine-learning/
https://github.com/awslabs/fraud-detection-using-machine-learning/blob/master/CHANGELOG.md
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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