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はじめに 
[組織が多様なデータセットから正確な予測を生成できるように設計されたソリューションをデプロイ

します] 

「機械学習による予測精度の向上」ソリューションは、組織が多様なデータセットから正確な予測を生

成するのに役立ちます。このソリューションを使用して、データセットの構成とアップロード、予測の

生成、結果の視覚化を行うことができます。このソリューションは、タスクを標準化して開発者の時間

を節約することで、新しい予測を開発する組織のオーバーヘッドコストを削減し、既存の予測プロセス

を最適化します。 

この実装ガイドでは、Amazon QuickSight 分析または Jupyter ノートブックインスタンスを使用して

ビジュアライゼーションをセットアップする手順、AWS クラウドでソリューションを計画およびデプ

ロイするためのインフラストラクチャと設定情報、およびアーキテクチャ上の考慮事項について説明し

ます。また、この実装ガイド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。 

  

http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
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概要 
予測は、組織が過去のデータポイントに基づいて、十分な情報を得た上でビジネス戦略を立てるのに役

立ちます。予測ソフトウェアは、組織がパターンを特定し、ビジネスオペレーションを最適化できる見

積もりを提供するのに役立ちます。たとえば、小売予測では、将来の売上を予測し、いつ、どれくらい

再注文しなければならないかを予測し、在庫保有コストを削減するために、予測が利用されます。ま

た、収益、売上、キャッシュフローなどの主要な指標も予測されます。 

正確な予測を生成して活用するには、データサイエンティストと開発チームの多くの時間とリソースを

要します。データサイエンティストや開発者は、時系列需要予測を行うために、手動で入力したスプレ

ッドシートから複雑な予測ソフトウェアに至るまで、さまざまなツールを使用します。適切な予測を生

成することと、最適な予測構成を使用することには、特定のシナリオで数百万 USD の損失を被る可能

性があるほどの差があります。たとえば、高い輸送コストや資本コスト、生鮮品などを原因にした、在

庫過多によるコストを最小限に抑えたい場合があります。また、顧客の需要を確実に満たし、売上の損

失による収益の損失を防ぐために、在庫不足を最小限に抑えたいと考えている企業もあります。 

要件に合わせて予測をカスタマイズするために、Amazon Forecast では、各ビジネスの過剰在庫や在

庫不足に対する感度に対応するため、図 1 に示すデフォルトで用意された 3 つの分位数を用いて確率

的予測を出力します。 

• 在庫過多を避けたい企業は、分位数 p10 (10 パーセンタイル) 予測を使用できます。この場合、将

来の実際の需要値が予測値より 10% だけ低くなると予想されます。 

• 顧客の需要不足に敏感な企業は、分位数 p90 (90 パーセンタイル) 予測を使用できます。この場

合、実際の値は予測値より 90% 低いと予想されます。 

• また、従来のツールとの互換性を保ちたい企業や、過剰在庫と過小在庫に同等の感度を持つ企業

は、分位数 p50 (50 パーセンタイル) 予測を使用できます。 

Amazon Forecast でサポートされている 3 つのデフォルトの分位数は有用ですが、制限がある場合も

あります。固定分位数は、特定のユースケース要件を必ずしも満たすとは限りません。たとえば、すべ

てのコストで顧客の需要を満たすことが不可欠である場合、分位数 p99 の予測は p90 よりも有用で

す。このように、Amazon Forecast の分位数は、お客様の要件に合わせてカスタマイズできます。 
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また、Amazon Forecast では、予測子の精度をアイテムごとに評価して、ビジネスに最も影響を与え

るアイテムに対する予測モデルのパフォーマンスをより深く理解することもできます。 

 

図 1: 予測出力の例 

このソリューションは、複数の予測生成の繰り返し作業を軽減するために、複数の予測と予測ごとのパ

ラメータ設定をサポートしています。複数の予測のベンチマークについて詳しくは、「予測の検証」を

参照してください。このソリューションは、 Amazon Forecast のあらゆる設定を自動化し、開発者や

データサイエンティストが予測の精度に集中できるようにするものです。 

このソリューションでは、データの品質問題をより的確に検出し、ユーザーに警告するために、

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を介してデプロイされる設定可能なアラート機

能をサポートしています。これにより、自動予測ジョブの成否がユーザーに通知され、ユーザーが予測

ワークフローを監視する必要性が減ります。 

このソリューションでは、予測精度を向上させる可能性がある関連する時系列データを提供できます。

このソリューションのサンプルでは、追加の入力データセットとして商品価格を使用しています。詳細

については、「デフォルト予測の上書き」を参照してください。 

https://aws.amazon.com/forecast/
https://aws.amazon.com/sns/
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また、このソリューションでは、Amazon QuickSight または Jupyter Notebook で、過去の需要と予

測出力をアイテムレベルの精度メトリクスとともに視覚化することもできます。 

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

2022 年 1 月の時点で、米国東部 (バージニア北部) リージョンでデフォルト設定を使用してこのソリ

ューションを実行するためのコストは、1 つのアイテムに対して生成された 100 の予測あたり約 

14.50 USD、または ml.t2.medium Amazon SageMaker ノートブックインスタンスでデプロイし

た場合は月額約 76.62 USD です。料金は変更される可能性があります。全体の詳細については、こ

のソリューションで使用している各 AWS のサービスについて、料金のウェブページを参照してくださ

い。 

1 アイテムの予測 100 件あたりのコスト 
このソリューションでは、使用ごとに課金される次のリソースを使用します。 

AWS のサービス 数量 合計コスト 

AWS Lambda  AWS Lambda 125 秒分の課金  

Lambda 関数あたり 128 MB 

0.05 USD 

AWS Step Functions  約 6,000 回の状態遷移 0.15 USD 

Amazon Forecast 100 件の予測 

4 つの予測子作成 (各 2 時間) 

9.60 USD 

Amazon Athena 500 GB のスキャンされたデータ  

 

2.50 USD 

AWS Glue 5 DPU 時間 2.20 USD 

合計 14.50 USD 

 

コスト (1 か月あたり) 
このソリューションでは、月単位で課金される次のリソースを使用します。Amazon SageMaker ノー

トブックインスタンスと Amazon QuickSight ダッシュボードはオプションであることに注意してくだ

さい。 

https://aws.amazon.com/quicksight/
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AWS のサービス 数量 合計コスト 

Amazon SageMaker ml.t2.medium ノートブックインスタンス: 1 33.46 USD 

Amazon Forecast 1 GB のデータストレージ 0.13 USD 

Amazon S3 1 GB のデータストレージ 0.03 USD 

Amazon QuickSight 作成者: 1 

閲覧者 (セッションあたり 0.30 USD、または最大月額 

5.00 USD): 5 

18.00 USD 

25.00 USD (最大) 

合計 76.62 USD 

 

アーキテクチャの概要 
このソリューションをデフォルトのパラメータでデプロイすると、AWS クラウドに次の環境が構築さ

れます。 

 

図 2: 「機械学習による予測精度の向上」ソリューションのアーキテクチャ 
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AWS CloudFormation テンプレートは、Amazon Forecast の使用とデプロイを自動化するために必

要なリソースをデプロイします。ソリューションの機能に基づいて、アーキテクチャはデータの準備、

予測、データの視覚化といった 3 つの部分に分かれます。テンプレートには、次のコンポーネントが

含まれています。 

1. データセットグループ、データセット、予測子、予測、およびデータセット自体の構成設定を指定

する、Amazon Forecast 構成用の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。 

2. 新しいデータセットが関連する Amazon S3 バケットにアップロードされたときにトリガーされる 

Amazon S3 イベント通知。 

3. AWS Step Functions ステートマシンを使用した、改善された予測精度。これは、Amazon 

Forecast で Machine Learning (ML) モデルを構築、トレーニング、およびデプロイする一連の 

AWS Lambda 関数を組み合わせたものです。すべての AWS Step Functions は  Amazon 

CloudWatch にログを記録します。 

4. AWS Step Functions の結果を管理者ユーザーに通知する Amazon Simple Notification Service 

(Amazon SNS) のトピックと E メールサブスクリプション。 

5. データサイエンティストとデベロッパーがデータの準備と処理、および Amazon Forecast の出力

の評価に使用できる Amazon SageMaker ノートブックインスタンス。 

6. AWS Glue ジョブは、生の予測入力データ、メタデータ、予測子のバックテストエクスポート、お

よび予測エクスポートを組み合わせて、予測の集計ビューを生成します。 

7. Amazon Athena は、標準の SQL クエリを使用して予測出力をクエリするために使用できます。 

8. Amazon QuickSight 分析は、予測ごとに作成して、予測されたアイテムの階層とカテゴリにわた

る予測出力の視覚化、およびアイテムレベルの精度メトリクスをユーザーに提供できます。ダッシ

ュボードは、これらの分析から作成し、組織内で共有できます。 

注意: AWS CloudFormation のリソースは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) のコンポ

ーネントから作成されます。 

https://aws.amazon.com/forecast/
https://aws.amazon.com/s3/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/NotificationHowTo.html
https://aws.amazon.com/step-functions/
https://aws.amazon.com/forecast/
https://aws.amazon.com/forecast/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/sagemaker/
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/nbi.html
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://aws.amazon.com/cdk
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ソリューションコンポーネント 

AWS Step Functions ステートマシン 
AWS Step Functions ステートマシンは、Amazon Forecast を自動化するアーキテクチャを制御しま

す。 

 

図 3: 機械学習ステートマシンワークフローによる予測精度の向上 

AWS Step Functions ワークフローには、次の AWS Lambda 関数が含まれています。 

• Check for Error — 設定ファイル forecast-defaults.yaml が存在し、適切にフォーマッ

トされているかどうかを検証します。このステップでは、エラーが見つかった場合はパイプライン

プロセスを破棄し、見つからなければ自動化を続行します。 
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• Create Dataset Group — forecast-defaults.yaml の設定に基づいて Amazon 

Forecast データセットグループとデータセットを作成します。たとえば、パイプラインをトリガー

した Amazon S3 イベントが s3:///train/retail_sales.csv 

<data_bucket_name> という名前の .csv ファイルのアップロードの結果だった場合、

retail_sales という名前のデータセットグループが作成されることになります。 

• Create Dataset Import Job — Create-Dataset で使用される仕様で定義されているデータを

インポートします。データをインポートする必要があるかどうかを判断するために、ソリューショ

ンはデータが存在するかどうか、データの仕様が変更されたかどうか、またはインポートされ

る .csv ファイルの行数が異なるかどうかをチェックします。 

• Create Predictor — forecast-defaults.yaml 設定ファイルの指定に基づいて予測子を

作成します。予測 ML モデルはデータセットを使用してトレーニングされるため、この操作には時

間がかかる場合があります。MaxAge パラメーターには、以前に生成された予測子が使用される場

合に、Dataset Import Jobs 間の経過時間を秒数で指定できます。これは、データが頻繁に変化

し、予測子とは異なる間隔で予測を生成する必要がある場合に便利です。Predictor 設定と 

AutoPredictor 設定の両方が指定されている場合は、AutoPredictor 設定が優先されることに注意

してください。 

• Update Not Required — 予測子の作成ステップで、予測子と予測に対する更新が不要であるこ

とが検出された場合 (データが変更されていない場合、または予測子が最新のデータセットを使用

していない場合など)、この状態によりタスクは正常に終了します。 

• Create Forecast ー forecast-defaults.yaml 設定ファイルの指定に基づいて予測を作成

およびエクスポートします。 

• Create Forecast Export / Create Predictor Backtest-Export — 予測とその予測子のバック

テストデータを Amazon S3 にエクスポートします。予測は 

s3://<data_bucket_name>/exports/export_<dataset_group_name>_<YYYY_mm_dd_HH

_MM_SS> へエクスポートされます。タイムスタンプは予測が生成されたデータセットの最新の修正

時間を指します。予測バックテストは、

s3://<data_bucket_name>/exports/export_<dataset_group_name>_<YYYY_mm_dd_HH

_MM_SS> へエクスポートされ、タイムスタンプは最新の予測子の作成時間を指します。 

• Create Glue Table Name ー 集計された売上予測入力データとエクスポートデータを格納するテ

ーブルの名前を AWS Glue で作成します。これらは
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<dataset_group_name>_<YYYY_mm_dd_HH_MM_SS> というフォーマットで、タイムスタ

ンプはこのステップが呼び出された時刻です。 

• Forecast ETL — AWS Glue ジョブを呼び出して、予測の入力データを集約し、データをエクス

ポートします。作成されたテーブルはデプロイ済みのソリューションの AWS Glue データカタログ

に表示されます。集計データは、glueparquet 形式で 

s3://<data_bucket_name>/<output>/<glue_table_name> に格納されます。 

• Create QuickSight Analysis — 前のステップで集計およびエクスポートされたデータを示す 

QuickSight 分析を作成します。 

• Notify on Success — Amazon SNS サブスクリプションを介してユーザーに成功通知を送信し

ます。 

• Notify on Failure — Amazon SNS サブスクリプションを介してユーザーに失敗通知を送信しま

す。ユーザーはデータセットを修正し、パイプラインを再試行することができます。 

• Failure — 失敗で終了した状態を示します。 

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 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。 

IAM ロール 
AWS Identity and Access Management(IAM) ロールにより、AWS クラウド上のサービスとユーザ

ーに対してアクセスポリシーとアクセス許可を詳細に割り当てることができます。このソリューション

では、AWS Lambda 関数に AWS リージョンのリソースをアクセスおよび作成するためのアクセス権

を付与する IAM ロールを作成します。 

http://aws.amazon.com/security/
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設計に関する考慮事項 

デプロイ可能な AWS リージョン 
このソリューションでは、サポートされている AWS リージョンでのみ使用できる Amazon Forecast 

を使用しています。AWS リージョン別の利用状況に関する最新情報については、AWS のリージョン

別のサービス表をご参照ください。 

Amazon QuickSight 
このソリューションでは、Amazon SageMaker ノートブックインスタンスがオプションで使用されま

す。サポートされるインスタンスタイプは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンによって異な

ります。詳細については、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「サポートされているリージョンおよ

びクォータ」を参照してください。 

Amazon QuickSight Enterprise Editionが有効で、QuickSightAnalysisOwner ARNを参照してソリ

ューションが展開されている場合、このソリューションは、各トリガーされた予測に対して Amazon 

QuickSightデータソース、データセット、分析を自動的に作成します。 

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、AWS クラウドでの「機械学習による

予測精度の向上」ソリューションのデプロイを自動化します。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。 

improving-forecast-accuracy-with-machine-learning.template: 

このテンプレートは、ソリューションと関連するすべてのコンポーネント

を起動するためのメインスタックを提供します。デフォルト設定では、

Amazon S3 バケット、AWS Lambda 関数、AWS Step Functions ワークフロー、Amazon SNS ト

ピック、およびオプションで Amazon SageMaker ノートブックインスタンスがデプロイされます。

このテンプレートは特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。 

テンプレートを表示

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning/latest/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning/latest/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning/latest/improving-forecast-accuracy-with-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/
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/instance-types-az.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/instance-types-az.html
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v1.4.0 以降のテンプレートでは、スタックとともにデモデータをデプロイできます。デモデータは、

デフォルトではデプロイされません。許可されると、このデモでは、今後 7 日間 1 時間あたりの場所

ごとのニューヨークシティタクシーの乗車予測を生成するプロセスが自動化されます。このデモでは、

ブログ「Amazon Forecast Weather Index のリリース – 予測モデルの精度を高めるために、現地の

天気を自動的に含める」で説明しているプロセスに従って、地域の天気や休日情報を自動的に取得し、

予測モデルの精度を高める方法を紹介しています。 

注意: AWS CloudFormation のリソースは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) のコンポ

ーネントから作成されます。 

自動デプロイ 
ソリューションを起動する前に、このガイドのアーキテクチャと設定を確認してください。このセクシ

ョンの手順に従い、ソリューションを設定してアカウント内にデプロイします。 

デプロイ時間: 約 5 分 

前提条件 

スタックの更新 

以前すでにソリューションをデプロイしたことがある場合は、この手順で「機械学習による予測精度の

向上」ソリューションの AWS CloudFormation スタックを更新し、ソリューションの最新バージョン

を取得します。 

1. AWS CloudFormation コンソールにサインインし、既存の「機械学習による予測精度の向上」

ソリューションの CloudFormation スタックを選択し、[更新] を選択します。 

2. [既存テンプレートを置き換える] を選択します。 

3. テンプレートの指定で、次の操作を行います。 

a. [Amazon S3 URL] を選択します。 

b. スタック用の最新テンプレートのリンクをコピーします。 

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/12/announcing-amazon-forecast-weather-index-include-local-weather-increase-forecasting-model-accuracy/
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2020/12/announcing-amazon-forecast-weather-index-include-local-weather-increase-forecasting-model-accuracy/
https://aws.amazon.com/cdk
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning/latest/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning.template
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c. テンプレートの正しい URL が Amazon S3 URL テキストボックスに表示されているこ

とを確認し、[次へ] を選択します。もう一度、[次へ] を選択します。 

4. 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。パラメータの

詳細については、「ステップ 1. スタックの起動」を参照してください。 

5. [次へ] を選択します。 

6. スタックオプションの設定ページで、[次へ] を選択します。 

7. 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。 

8. [変更セットの確認] を選択して、変更を確認します。 

9. [スタックの更新] 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確認できます。選択し

たオプションにもよりますが、約 10 分後に UPDATE_COMPLETE ステータスが表示されるはずで

す。 

デプロイの概要 
次の手順を使用して、このソリューションを AWS にデプロイします。詳細は、各ステップのリンクを

参照してください。 

ステップ 1. スタックの起動 

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

• テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて調整します。 

ステップ 2. 予測設定ファイルの作成とアップロード 

• 予測設定ファイルフォーマットを確認します。 

• データセットグループ、データセット、予測子、予測に対する設定ファイルのデフォルトパラメー

ターを変更します。 



アマゾン ウェブ サービス  機械学習による予測精度の向上 

16 / 49 ページ 

ステップ 3. Amazon Forecast の検証 

• 異なる設定を使用して複数の予測子を生成し、評価します。 

ステップ 4. 予測出力の可視化 

• Amazon Quicksight ダッシュボードまたは Jupyter ノートブックインスタンスを使用して、自動

で可視化設定を行います。 

ステップ 1. スタックの起動 
この自動化された AWS CloudFormation テンプレートは、「機械学習による予測精度の向上」ソリュ

ーションを AWS クラウドにデプロイします。 

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。詳細は、本ガイドの「コスト」セクション、および本ソリューションで使用する各 AWS のサー

ビスの料金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サインインし、improving-

forecast-accuracy-with-machine-
learning.template AWS CloudFormation テンプレートを起

動するボタンを選択します。あるいは、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. このテンプレートは、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 Forecast サービス、そして指定されている場合は 

Amazon SageMaker を使用します。これらは現在、すべての AWS リージョンで利用できるわけで

はありません。このソリューションは、Amazon Forecast を利用できる AWS リージョンで起動す

る必要があります。AWS リージョン別の利用状況に関する最新情報については、AWS のリージョ

ン別のサービス表をご参照ください。 

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:%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fsolutions-reference%2Fimproving-forecast-accuracy-with-machine-learning%2Flatest%2Fimproving-forecast-accuracy-with-machine-learning.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https:%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fsolutions-reference%2Fimproving-forecast-accuracy-with-machine-learning%2Flatest%2Fimproving-forecast-accuracy-with-machine-learning.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https:%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fsolutions-reference%2Fimproving-forecast-accuracy-with-machine-learning%2Flatest%2Fimproving-forecast-accuracy-with-machine-learning.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning/latest/improving-forecast-accuracy-with-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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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表

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、ソリューションスタックに名前を付けます。スタック名は 20 文

字以下である必要があります (例: forecast-stack)。 

5. パラメータで、このソリューションの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 

Email <入力は任意> AWS Step Functions ステートマシンからステータス通知を受信

する E メール。このパラメータが空白の場合、予測結果は通知さ

れません。通知を有効にするには、(スタックのデプロイ後に送信

される E メールリンクからの) SNS サブスクリプションを承認す

る必要があります。 

Deploy 

QuickSight 

Dashboards 

<入力は任意> Amazon QuickSight 分析を自動的にデプロイするには、アカウン

トとリージョンで Amazon QuickSight Enterprise Edition を有

効にし、パラメータに作成される Amazon QuickSight 分析に適

したデフォルトオーナーの ARN を設定してください。たとえば、 
arn:aws:quicksight:<region>:<account_id>:user/def

ault/Admin/<username> と入力します。 

ARN を調べるには、次の AWS CLI コマンドを使用します。 

aws quicksight list-users --
region us-east-1 --aws-account-
id <your_account_id> --namespace 
default 

Deploy Jupyter 

Notebook 

No Amazon SageMaker Jupyter ノートブックインスタンスはデフォ

ルトではデプロイされません。 

Jupyter 

Notebook 

instance type 

ml.t2.medium Amazon SageMaker Jupyter ノートブックインスタンスタイプで

す。デフォルト設定は、一部のリージョンではサポートされてい

ない場合があります。 

Jupyter 

Notebook 

volume size 

10 Amazon SageMaker ノートブックインスタンスのボリュームサ

イズ。5 GB から 16384 GB (16 TB) までの整数である必要があ
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パラメータ デフォルト 説明 

ります。ノートブックがデプロイされない場合でも、値を指定す

る必要があることに注意してください。 

KMS Key ARN 

used to encrypt 

Datasets and 

Predictors 

managed by 

Amazon 

Forecast 

<入力は任意> Amazon Forecast はデフォルトでデータを暗号化しますが、

Amazon Forecast サービスで使用できるマネージド KMS キーを

アカウントに指定することで、データへのアクセスを監視および

制限できます。ここで AWS KMS キー ARN を指定すると、

Amazon Forecast はこのキーを使用してデータを保護します。 

このキーに関連付けられているキーポリシーを取り消し、無効

化、または変更すると、Amazon Forecast サービスがデータを使

用できなくなる場合があります。  

独自のキーを使用する場合は、
arn:aws:kms:<region>:<account_id>:key/f8fed2cd-

14ab-4ac4-a8a3-57975cbff81b のように完全なキー ARN を

指定します。 

Amazon Forecast でデータにデフォルトの暗号化設定を使用する

には、このパラメータを空白のままにします。 

Demo/ Forecast 

Deployment 

No スタックに含まれるデフォルトの NYC タクシーの予測デモ用アセ

ットや独自のデータセットや予測の設定をダウンロードし、デプ

ロイすることができます。 

Forecast Name nyctaxi_weather_au
to 

Amazon Forecast コンソールで作成する予測データセットグルー

プの名前。 

Target Time 

Series URL 

NYC taxi data URL 使用するターゲット時系列データの URL。このフィールドはオプ

ションです。 

Related Time 

Series URL 

NYC taxi data URL 使用する関連する時系列データの URL。このフィールドはオプシ

ョンです。 

Metadata URL NYC taxi metadata 
URL 

使用するアイテムのメタデータセットの URL。このフィールドは

オプションです。 

Forecast default 

configuration file 

URL 

NYC taxi forecast 
defaults URL 

スタックによって生成されるすべての予測を設定するために使用

される forecast-defaults.yaml ファイルの URL。 
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パラメータ デフォルト 説明 

CloudWatch Log 

Level 

WARNING Amazon CloudWatch Logs に出力されるログの詳細度を変更し

ます。 

 

注意:このソリューションによってデプロイされる Amazon SageMaker Jupyter ノートブックイン

スタンスは、インターネットに直接アクセスでき、インターネットに接続可能です。本番環境での使

用は推奨されませんが、これらのノートブックは開発時のテストや共同作業に役立ちます。 

より安全な本番環境設定を行うには、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「VPC 内からリソース 

Connect する」で説明されているベストプラクティスを使用して、Amazon SageMaker Jupyter 

ノートブックインスタンスをデプロイすることをお勧めします。 

6. [次へ] を選択します。 

7. スタックオプションの設定ページで、[次へ] を選択します。 

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。 

10. スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールのスタックの情報タブで表示できます。

約 5 分で CREATE_COMPLETE ステータスが表示されます。 

注意: このソリューションによってデプロイされた AWS Step Functions ワークフローで使用され

る主要な AWS Lambda 関数に加えて、このソリューションには SolutionMetrics、

RedeployLambdasFunction、BucketNameFunction、および UniqueNameFuction の AWS 

Lambda 関数が含まれます。これらは、初期設定時、またはリソースの更新または削除時にのみ実

行されます。 

このソリューションを実行すると、AWS マネジメントコンソールに複数の AWS Lambda 関数が表

示されます。AWS Step Functions ワークフローで使用される AWS Lambda 関数のみが定期的に

アクティブになります。ただし、関連するリソースを管理する必要があるため、これらを削除しない

でください。 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/sagemaker/latest/dg/infrastructure-connect-to-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/sagemaker/latest/dg/infrastructure-connect-to-resources.html
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ステップ 2. 予測設定ファイルの作成とアップロード 
データをアップロードして AWS Step Functions ステートマシンをトリガーする前に、予測設定ファ

イル (forecast-defaults.yaml) が Amazon S3 の ForecastBucket バケットのルートに

存在している必要があります。これは、予測を生成する前に行う必要がある手動のタスクです。次の手

順に従って、予測設定ファイルを作成します。 

ステップ 1 でデプロイした AWS CloudFormation スタックの出力で、出力タブの 

ForecastBucketName 値をメモしておきます。これは、設定ファイルをアップロードする必要の

あるバケットです。AWS マネジメントコンソールを使用して、予測設定ファイルを 

ForecastBucket バケットのルートにコピーできます。 

AWS Step Functions ステートマシンの設定に使用できる最小限の設定ファイルを次に示します。  

Default: 
  DatasetGroup: 
    Domain: RETAIL 
 
  Datasets: 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: TARGET_TIME_SERIES 
      DataFrequency: D 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: timestamp 
            AttributeType: timestamp 
          - AttributeName: demand 
            AttributeType: float 
 
  AutoPredictor: 
    MaxAge: 604800 
    ForecastHorizon: 72 
    ForecastFrequency: D 
 
  Forecast: 
    ForecastTypes: 
      - "0.10" 
      - "0.50" 
      - "0.90" 

設定ファイルには、次のセクションが存在している必要があります。 
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• Default ー 上書きされない限り、アップロードされたすべてのファイルで、デフォルトの予測が使

用されます。デフォルトの上書きに関する詳細は、「デフォルト予測の上書き」を参照してくださ

い。 

o Default.DatasetGroup — デフォルトキーで、データセットグループの設定を指定する必要

があります。DatasetGroup の下で唯一サポートされている設定キーは Domain で、これは

サポートされているデータセットドメインを表しています。ここには、RETAIL、CUSTOM、

INVENTORY_PLANNING、EC2_CAPACITY、WORK_FORCE、WEB_TRAFFIC、または

METRICS のいずれかを指定できます。 

• Default.Datasets — デフォルトキーでは、データセットの設定を指定するか、別の最上位レベル

の設定アイテムからデータセットを参照する必要があります。データセットの設定を指定するに

は、これを配列として設定し、各配列要素に以下を含める必要があります。 

o Domain (Default.DatasetGroup のドメインに一致) 

o DatasetType (TARGET_TIME_SERIES、RELATED_TIME_SERIES、または  

_ITEM_METADATA)。 

o DataFrequency (Y、M、W、D、30min、15min、または 1min ー ターゲット時系

列および関連する時系列データセットタイプの場合にのみ必要)。 

o TimestampFormat (DataFrequencyが Y、M、W または D の場合は yyyy-MM-DD 

で、DataFrequencyが 30min、15min、または 1min の場合は yyyy-mm-dd HH: 

MM: SS という形式である必要があります。ターゲット時系列および関連する時系列デ

ータセットタイプの場合にのみ必要)。 

o Schema (スキーマ属性は、データセット内のすべてのフィールドに必要です。スキー

マオブジェクトには、(AttributeName と AttributeValue を含む) SchemaAttribute 

オブジェクトの配列を記述する属性オブジェクトが含まれます。 

別の最上位レベルの設定アイテムからデータセットを参照するには、そのアイテムがデータセット 

(上記のように、Domain、DataSetType、DataFrequency、および TimestampFormat を含む) 

で構成されている必要があります。その場合、このアイテムには次のキーが含まれます。 

o From (他のデータセットグループ名、Default など)。 
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AWSが提供するマネージドな気象情報を使用して予測精度を向上させたい場合は、

TARGET_TIME_SERIES データセットに GeoLocationFormat (LAT_LONG) と TimeZoneも指

定できます。スキーマには位置情報ディメンション (AttributeType geolocation) と LAT_LONG 

形式の値 (45.4236_75.7009など) が各アイテムに含まれていることを確認してください。これ

が有効になっている場合は、予測子の設定で geolocation 属性が予測ディメンションとして指定さ

れていることも確認する必要があります。関連する時系列データセットがある場合は、位置情報デ

ィメンションも含める必要があります。この設定の詳細については、「デモスタックの設定」を参

照してください。 

• Default.AutoPredictor または Default.Predictor — デフォルトキーでは、AutoPredictor 設

定か Predictor 設定かいずれかを指定する必要があります。両方を指定すると、AutoPredictor 設

定が使用されます。CreatePredictor および CreateAutoPredictor API コールで Amazon 

Forecast サービスでサポートされているすべてのプロパティを含めることができます。また、以下

を含めることもできます。 

o MaxAge (新しいファイルのアップロードで予測子が生成または更新されない、連続する 

Dataset Import Jobs の間隔の秒数)。特に指定しない場合、デフォルトは 604800 秒 (1 週

間) です。 

• Default.Forecast — 予測キーの下で、予測設定を指定する必要があります。これには、

CreateForecast API コールで Amazon 予測サービスでサポートされているすべてのプロパティ 

(通常は「ForecastTypes」) を含めることができます。 

すべてのリソースにタグを含めることができます。デフォルトのタグを設定するには、 Default.Tags 

を指定すると、ソリューションによってデプロイされるすべてのリソースに継承されます。これらのデ

フォルトを上書きする場合は、下位レベルのリソース (たとえば、default.autopredictor.Tags、

YourDatasetGroup.tags、または yourDataSetGroup.autopredictor.Tags) で指定できます。下位レ

ベルのリソースのデフォルトタグを削除するには、タグキーを含めて、その状態を Absent としてマー

クします。 

https://docs.aws.amazon.com/forecast/latest/dg/API_CreatePredictor.html
https://docs.aws.amazon.com/forecast/latest/dg/API_CreateAutoPredictor.html
https://docs.aws.amazon.com/forecast/latest/dg/API_CreateForecast.html
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ステップ 3. Amazon Forecast の検証 
「機械学習による予測精度の向上」ソリューションでは、予測設定ファイルを調整し、同じデータセッ

トを異なる名前でアップロードすることで、異なる設定を用いた複数の予測子を簡単に生成、評価する

ことができます。たとえば、テスト時に、次のようなさまざまなシナリオを評価できます。  

• シナリオ A: 時系列データに対して、どのアルゴリズムが最も正確な予測を生成するかを自動的に

決定する AutoML を試します。 

• シナリオ B: AutoML の結果に基づいて、最適なアルゴリズムを選択し、ドメイン固有の知識に基

づいて、または自動化されたハイパーパラメータ最適化 (HPO) を使用してハイパーパラメータを

調整します。 

• シナリオ C: AutoML の結果に基づいて、最もパフォーマンスの高いモデルを選択し、同時に異な

る予測子の特徴量化の設定を検証します。 

• シナリオ D: AutoPredictor を生成し、その精度メトリクスを前のシナリオで生成された予測子の

精度メトリクスと比較します。 

「機械学習による予測精度の向上」ソリューションによる Amazon Forecast の検証自動化に関する詳

細な手順は、「予測の検証」を参照してください。予測の精度を向上させるには、AWS テクニカルガ

イドの「Time Series Forecasting Principles with Amazon Forecast」に記載されているベストプラ

クティスを参照し、それに従うようにしてください。 

ステップ 4. 予測出力の可視化 
このソリューションが正常にデプロイされると、任意の可視化サービスを使用してデータセットとビジ

ュアライゼーションを設定できます。この実装ガイドでは、Amazon Quicksight 分析または Jupyter 

ノートブックインスタンスを使用してビジュアライゼーションをセットアップする手順について説明し

ます。 

Amazon QuickSight による可視化 
Amazon QuickSight 分析は予測ごとに作成でき、予測アイテムの階層とカテゴリをまたいだ予測出力

の視覚化に役立ちます。 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/whitepapers/latest/time-series-forecasting-principles-with-amazon-forecast/time-series-forecasting-principles-with-amazon-forecast.html
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次のようなシナリオを考えてみましょう。  

• 任意のアイテム、またはアイテムのセットに対する、確率的予測をすばやく視覚化したい。 

• 任意の予測ディメンションで予測されたアイテムを検索して集計したい。店舗ごと、リージョ

ンごと、または地域ごとに、すべての売上の予測を表示したい。 

• 特定の種類の商品 (ブランドなど) のパフォーマンスを把握したり、2 つの異なるブランドの売

上を比較したり、パフォーマンスの高い商品と低い商品を判別したい。 

Amazon QuickSight 分析では、データを提示する予測の入力と出力の視覚化を組み合わせて、これら

のシナリオに対処したり、その他の有用な分析を行うことができます。Amazon QuickSight では、ソ

リューションにバンドルされている Amazon QuickSight 分析にデータをドラッグアンドドロップする

ことで、上記のビジュアライゼーションを作成できます。 

予測が生成されると、未加工のデータセットファイル、予測子バックテストデータ、および予測出力が

組み合わされて、予測入力と予測範囲の両方を含む結合予測出力ファイルが作成されます。これらは、

Amazon Athena 経由で Amazon QuickSight に取り込める形式で、Amazon S3 の AthenaBucket 

バケットに出力されます。汎用的なダッシュボード機能を提供するために、列名は Amazon 

QuickSight チャートにドラッグできる汎用的な名前にマッピングされます。この Amazon Athena テ

ーブルは、サードパーティの視覚化ツールも使用できます。 

このソリューションでは、以下のマッピングを提供します。 

データセットドメイン フィールド マッピング 

RETAIL item_id (文字列) 

timestamp (日付) 

demand (浮動小数点または整数) 

identifier (文字列) 

timestamp (日付) 

metric (浮動小数点) 

CUSTOM item_id (文字列) 

timestamp (日付) 

target_value (浮動小数点または整数) 

identifier (文字列) 

timestamp (日付) 

metric (浮動小数点) 

INVENTORY_PLANNING item_id (文字列) 

timestamp (日付) 

demand (整数) 

identifier (文字列) 

timestamp (日付) 

metric (浮動小数点) 
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データセットドメイン フィールド マッピング 

EC2_CAPACITY instance_type (文字列) 

timestamp (日付) 

number_of_instances (整数) 

identifier (文字列) 

timestamp (日付) 

metric (浮動小数点) 

WORK_FORCE workforce_type (文字列) 

timestamp (日付) 

workforce_demand (浮動小数点) 

identifier (文字列) 

timestamp (日付) 

metric (浮動小数点) 

WEB_TRAFFIC item_id (文字列) 

timestamp (文字列) 

value (浮動小数点) 

identifier (文字列) 

timestamp (日付) 

metric (浮動小数点) 

METRICS metric_name (文字列) 

timestamp (日付)  

metric_value (浮動小数点) 

identifier (文字列) 

timestamp (日付) 

metric (浮動小数点) 

 

これらのマッピングに加えて、任意の予測ディメンションとメタデータを追加して分析を強化できま

す。 

• 最大 10 個の予測ディメンション (dimension_1 〜 dimension_10 としてマッピング) 

• 最大 10 個の予測メタデータ属性 (metadata_1 〜 metadata_10 としてマッピング) 

次のような予測子バックテストのエクスポートデータも分析に追加されます。  

• 予測子バックテストの分位数 (backtest_p1 〜 backtest_p99)。ただし、計算された分位数の

みが値を持ち、残りは null になります。 

• 予測子バックテストの精度メトリクス値（wQL、RMSE、WAPE）は、現在エクスポートデータ

に追加されません。 

Forecast Horizon よる予測出力も分析に追加されます。これには、次のものが含まれます。 

• 予測分位数 (p1 〜 p99)。ただし、計算された分位数だけが値を持ち、残りは NULLになりま

す。 
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注意: 結合された予測出力を表す Amazon Athena テーブルのサイズは、Amazon S3 バケット内

のすべてのファイルの最大累積サイズ (現在、Amazon Forecast データセットで 30 GB) に制限さ

れています。このソリューションでは、month_starting 文字列の値に基づいてデータが自動的に分

割されます。 

このパーティション分割により、1 パーティションあたりのデータ量を約 720 レコードから 

43,200 レコードに効率的に制限し、ダイレクトクエリを使用した場合のクエリの必要データ量を削

減することができます。 

パーティションを使用するには、month_start で WHERE 句を使用してクエリをフィルタリングし

ます。 

さらに、Amazon Athena からの直接クエリを使用する場合のデータクエリのコストを最小限に抑

えるため、テーブルを Parquet としてフォーマットします。また、データを SPICE に直接インポ

ートすることで、直接クエリを実行する必要がなくなり、パフォーマンスが向上します。 

結合された予測出力ファイルを表す Amazon Athena テーブルが作成されると、予測エクスポートの

名前に一致する Amazon QuickSight 分析がアカウントにクローンされます。この分析は、ドラッグア

ンドドロップ操作でニーズに合わせてカスタマイズし、ダッシュボードとして組織内で公開および共有

できます。 

ビジュアライゼーションをカスタマイズするには、以下の手順に従います。 

例 1 手順 

任意の識別子やアイテムのセット、および

過去の需要について、あらゆる確率的予測

をすばやく可視化したい。 

• 目的の確率的予測を、Forecast Horizon の折れ線グラフにドラッ

グします。 

• Amazon QuickSightでディメンションとメタデータを操作して、

アイテムをフィルタリングできます。たとえば、特定のディメン

ション (場所など) に一致する商品のみに制限することができま

す。 

• 次の図では、Forecast Horizon の折れ線グラフのフィールドウェ

ルに、p10、p50、および p90 の 3 つの分位数が含まれているこ

とに注意してください。このグラフで可視化する予測の出力分位

数を選択します。 

• 日付範囲を制限するには、Date Filter を調整します。 

 



アマゾン ウェブ サービス  機械学習による予測精度の向上 

27 / 49 ページ 

 

図 4: 任意の識別子またはアイテムのセットおよび過去の需要の確率的予測をすばやく可視化する予測の例 

例 2 手順 

売上予測ディメンション全体でアイテムを検

索して集計できるようにしたい。具体的に

は、すべてのアイテムの予測をディメンショ

ン単位で表示したい。 

• データをフィルタリングするには、複数選択ドロップダウンメニ

ューを使用します。次の図では、店舗所在地に相当する Forecast 

Dimension 1 に基づいてフィルタリングしています。Kanata 

の位置情報を選択して、その位置情報データのみを表示します。 

 

 

図 5: 複数の売上予測ディメンションでアイテムを調べて集計する予測の例 
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例 3 手順 

異なるメタデータ属性 (異なるブランドな

ど) に一致する特定のアイテムのパフォーマ

ンスをより詳細に把握したい。 

• Amazon QuickSight で Amazon Forecast フィールドを使用す

ると、メタデータ属性に基づいてさらにフィルタリングできま

す。一般的に使用されるメタデータには、カテゴリ、ブランド、

またはジャンルに基づいてフィルタリングするものがあります。 

• 表示されたデータをフィルタリングするには、可視化のためのメ

タデータフィールドに基づいてフィルタリングを行うコントロー

ルを使用します。次の図では、さらにデータをフィルタリングし

て、「brand x」に一致するアイテムの売上のみを含むようにし

ています。 

 

 

図 6: 異なるメタデータ属性と一致する特定のアイテムのパフォーマンスをより詳細に把握するための予測

の例 

例 4 手順 

トレーニングデータで予測子の精度を可視化し、予測デ

ータと組み合わせて、予測が正確であるかどうかを評価

できるようにしたい 

• 目的のバックテスト出力を Historical Data の折れ

線グラフにドラッグします。 

• Amazon QuickSightでディメンションとメタデータ

を操作して、アイテムをフィルタリングできます。

たとえば、特定のディメンション (場所など) に一致

する商品のみに制限することができます。 

• 次の図では、Historical Data の折れ線グラフのフィ

ールドウェルに、-p10、p50、および p90 の 3 つ

の分位数の入力データと予測バックテストのエクス
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例 4 手順 

ポートが含まれていることに注意してください。こ

のグラフで可視化する予測の出力分位数を選択しま

す。 

日付範囲を制限するには、Date Filter を調整します。 

 

 

図 7: トレーニングデータで予測子の精度を可視化し、予測データと組み合わせる予測の例 

Jupyter Notebook を使用したビジュアライゼーション 
ソリューションに含まれるオプションの Jupyter Notebook を使用すると、予測出力と関連する時系列

を可視化して、関連する時系列データセットの特徴量を選択しやすくなります。 

図 8 のグラフは、このソリューションで処理されたデータセットのアイテム需要と確率的予測を示し

ています。2 つの予測子が生成されました。1 つは Prophet を使用し、もう 1 つは DeepAR+ を使用

しています。需要と予測の下に、関連する時系列 (アイテムの価格) が表示されます。 
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図 8：アイテムの需要と価格 

結果を比較すると、Prophet アルゴリズムと DeepAR+ アルゴリズムを使用して生成された予測が類

似していることがわかります。これらの結果は、p1、p50、および p99 の予測が Prophet で生成さ

れ、p10、p50、および p90 の予測が DeepAR+ で生成されたことを示しています。出力の類似性 

(モデル間、確率予測間の両方) から、予測の過不足によるビジネスへの影響が無視できるのであれば、

このデータセットに対して p50 予測を使用すれば十分であることがわかります。 

予測精度を向上させる特徴量を特定するために、以下の検証を行うことができます。 

データセットの複数のコピーを、関連するさまざまな時系列データセット (たとえば、特定の時間に降

った雨量 (ミリメートル)、その期間の需要に影響を与えた可能性のある進行中のスポーツイベントの数

など) とともに、ソリューションが管理する Amazon S3 バケットにアップロードします。このソリュ

ーションでは、設定に基づいて予測子が生成されます。コンソールで予測子の精度を観察し、図 8 に

示すように結果をグラフ化します。 

Jupyter Notebook を開くには、以下の手順に従います。 

1. AWS コンソールにサインインします。 
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2. Amazon SageMaker サービスに移動します。 

3. ノートブックインスタンスを見つけて、[JupyterLab を開く] を選択します。 

4. 新しいブラウザタブが開きます。improving-forecast-accuracy-with-machine-

learning/v1.1.0/notebooks フォルダーに移動し、SampleVisualization.ipynb を選

択します。 

5. ノートブックの最初のセルで、開始日、終了日、および時系列データ、関連する時系列データ、お

よび予測エクスポートへのパスを設定します。 

# Set the start and end dates of the forecast 
start_date = '2014-09-01' # YYYY-MM-DD 
end_date = '2015-02-01'   # YYYY-MM-DD 
 
# provide the full CSV name uploaded to the /train folder in S3 
demand_dataset_name = 'RetailDemandTRMProphet.csv' 
related_dataset_name = 'RetailDemandTRMProphet.related.csv' 
 
# provide the exports to show from the export/ folder in S3 (these 
are created by Amazon Forecast) 
forecast_exports = [ 
    { 
        'path': 
'export_2020_07_04_17_30_13/export_2020_07_04_17_30_13_2020-07-
06T19-22-29Z_part0.csv', 
        'name': 'Forecast 1 - Prophet' 
    },    
    { 
        'path': 
'export_2020_07_02_15_19_45/export_2020_07_02_15_19_45_2020-07-
02T17-12-57Z_part0.csv', 
        'name': 'Forecast 2 - DeepAR+' 
    } 
     
] 

6. Run メニューの [Run All] を選択します。データが日付ごとに集計されていない場合は、グラフ

軸の日付フォーマッタを変更します。 

データセットの予測モデルを検証し、開発します。新しい需要データが利用可能になったら、「予測の

検証」の手順に従ってデータセットを更新し、新しい予測子を生成してから、同じ可視化グラフで予測

子の精度を比較します。 

https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
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その他のリソース 
AWS のサービス 

• Amazon Athena 

• AWS CloudFormation  

• Amazon CloudWatch 

• Amazon Forecast 

• AWS Lambda 

• Amazon Simple Storage Service 

• Amazon Simple Notification Service 

• AWS Step Functions 

• Amazon QuickSight 

• AWS Glue 

関連 AWS リソース 

• Amazon Web Services ブログ「MLOps を適用して、Amazon Forecast で AI を利用した予測の

自動化を構築する」では、「機械学習による予測精度の向上」ソリューションと同様のパイプライ

ンについて説明していますが、デフォルトの実装は、関連する時系列データやアイテムメタデータ

が必要ないケースを想定します。 

  

https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/forecast/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/jp/sns/
https://aws.amazon.com/step-functions/
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://aws.amazon.com/glue/
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/building-ai-powered-forecasting-automation-with-amazon-forecast-by-applying-mlops/
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/building-ai-powered-forecasting-automation-with-amazon-forecast-by-applying-mlops/
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デモスタックの設定 
「ステップ 1. スタックの起動」の設定は以下のとおりです。この設定例には以下が含まれます。  

• Amazon Forecast Weather Index と互換性のあるターゲット時系列 

• Amazon Forecast Weather Index の使用方法の例 (予測子 InputDataConfig を使用) 

• モデルトレーニング用にハイパーパラメーターをカスタマイズする方法の例 

(TrainingParameters を使用) 

NYC_TAXI_DEMO: 
  DatasetGroup: 
    Domain: CUSTOM 
 
  Datasets: 
    - Domain: CUSTOM 
      DatasetType: TARGET_TIME_SERIES 
      DataFrequency: H 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd HH:mm:ss 
      GeolocationFormat: LAT_LONG 
      TimeZone: America/New_York 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: timestamp 
            AttributeType: timestamp 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: target_value 
            AttributeType: float 
          - AttributeName: geolocation 
            AttributeType: geolocation 
    - Domain: CUSTOM 
      DatasetType: ITEM_METADATA 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: borough 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: taxi_zone 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: taxi_service_zone 
            AttributeType: string 
 
  Predictor: 
    MaxAge: 604800  # one week 
    AlgorithmArn: arn:aws:forecast:::algorithm/Deep_AR_Plus 
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    ForecastHorizon: 168 
    FeaturizationConfig: 
      ForecastFrequency: H 
      ForecastDimensions: ["geolocation"] 
      Featurizations: 
        - AttributeName: target_value 
          FeaturizationPipeline: 
            - FeaturizationMethodName: filling 
              FeaturizationMethodParameters: 
                aggregation: sum 
                backfill: zero 
                frontfill: none 
                middlefill: zero 
    InputDataConfig: 
      SupplementaryFeatures: 
        - Name: holiday 
          Value: US 
        - Name: weather 
          Value: "true" 
    EvaluationParameters: 
      NumberOfBacktestWindows: 3 
      BackTestWindowOffset: 168 
    ForecastTypes: 
      - "0.50" 
      - "0.60" 
      - "0.70" 
    TrainingParameters: 
      context_length: "63" 
      epochs: "250" 
      learning_rate: "0.014138165570842774" 
      learning_rate_decay: "0.5" 
      likelihood: negative-binomial 
      max_learning_rate_decays: "0" 
      num_averaged_models: "1" 
      num_cells: "40" 
      num_layers: "2" 
 
  Forecast: 
    ForecastTypes: 
      - "0.50" 
      - "0.60" 
      - "0.70" 
 
Default:  # a default is required 
  DatasetGroup: 
    Domain: RETAIL 
 
  Datasets: 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: TARGET_TIME_SERIES 
      DataFrequency: D 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd 
      Schema: 
        Attributes: 
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          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: timestamp 
            AttributeType: timestamp 
          - AttributeName: demand 
            AttributeType: float 
 
  Predictor: 
    MaxAge: 604800  # one week 
    AlgorithmArn: arn:aws:forecast:::algorithm/ARIMA 
    ForecastHorizon: 30 
    FeaturizationConfig: 
      ForecastFrequency: D 
 
  Forecast: 
    ForecastTypes: 
      - "0.10" 
      - "0.50" 
      - "0.90" 

デフォルト予測の上書き 
高い予測精度を得るためには、時系列データ以外のデータが必要になる場合があります。これらのジョ

ブを設定するために、予測設定ファイルに上書き設定を追加することをお勧めします。次の例は、アッ

プロードされる次のデータセットファイルと一致する予測の上書き設定を示しています。 

• RetailDemandTRMProphet.csv — 需要データ 

• RetailDemandTRMProphet.related.csv — 関連する需要データ 

• RetailDemandTRMProphet.metadata.csv — アイテムメタデータ 

RetailDemandTRMProphet は、売上予測設定ファイルの最上位レベルのキーです (必須のデフォ

ルトキーと並んで)。 

RetailDemandTRMProphet: 
  DatasetGroup: 
    Domain: RETAIL 
 
  Datasets: 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: TARGET_TIME_SERIES 
      DataFrequency: D 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd 
      Schema:  
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        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: timestamp 
            AttributeType: timestamp 
          - AttributeName: demand 
            AttributeType: float 
   
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: RELATED_TIME_SERIES 
      DataFrequency: D 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd 
      Schema: 
        Attributes: 
        - AttributeName: item_id 
          AttributeType: string 
        - AttributeName: timestamp 
          AttributeType: timestamp 
        - AttributeName: price 
          AttributeType: float 
 
    - Domain: RETAIL 
      Type: ITEM_METADATA 
      Schema:  
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: category 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: brand 
            AttributeType: string 
 
  Predictor: 
    AlgorithmArn: arn:aws:forecast:::algorithm/Prophet 
    ForecastHorizon: 72 
    FeaturizationConfig: 
      ForecastFrequency: D 
      Featurizations: 
        - AttributeName: price 
          FeaturizationPipeline: 
            - FeaturizationMethodName: filling 
              FeaturizationMethodParameters: 
                futurefill: max 
                middlefill: median 
                backfill: median 
 
  Forecast: 
    ForecastTypes: 
      - "0.01" 
      - "0.50" 
      - "0.99" 
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予測の検証 
このセクションでは、小売予測のシナリオの一例をご紹介します。 

あるショップオーナーが、特定の SKU (在庫保管単位) に対する将来の需要を予測したいと考えていま

す。複数の予測子オプションを簡単に評価するために、Amazon Forecast の AutoML 機能を使用でき

ます。この例では、次の手順を使用します。 

1. AutoML を使用して、データセットのデフォルトを設定し、予測を実行します。 

2. デフォルトを上書きして、関連する時系列データ (小売価格など) とアイテムメタデータに関する情

報を追加し、ハイパーパラメーターの自動最適化を実行します。 

注意: DeepAR+ と Prophet の Amazon Forecast 予測アルゴリズムは、関連する時系列データか

ら恩恵を受けられます。NPTS、ARIMA、ETS では、関連する時系列データは考慮されません。ア

イテムメタデータは DeepAR+ でのみ使用できます。 

3. 最もパフォーマンスの良いモデルを選択し、異なる予測子の特徴量作成設定を同時に検証します。 

AutoML を使用してデフォルトと予測の設定 
この例では、1 つの SKU に対して合成小売需要データを使用します。データセットは、この SKU 

(item_000) の日次売上データ (Item Demand) で構成され、2000-01-01日付から 2014年 12月

27日までの日付です。 

図 9 のグラフは、このソリューションで処理されたデータセットのアイテム需要と確率的予測を示し

ています。2 つの予測子が生成されました。1 つは Prophet を使用し、もう 1 つは DeepAR+ を使用

しています。需要と予測の下に、関連する時系列 (アイテムの価格) が表示されます。 

注意: 図 9 のデータセットは、このソリューションのソースコードに含まれています。 
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図 9: 小売需要データおよび関連データ 

結果を比較すると、Prophet アルゴリズムと DeepAR+ アルゴリズムを使用して生成された予測が類

似していることがわかります。これらの結果は、p1、p50、および p99 の予測が Prophet で生成さ

れ、p10、p50、および p90 の予測が DeepAR+ で生成されたことを示しています。出力の類似性

（モデル間、確率予測間の両方）から、予測の過不足によるビジネスへの影響が無視できるのであれ

ば、このデータセットに p50 予測を使用すれば十分であることがわかります。 

この例では、次の予測設定ファイル forecast-defaults.yaml を使用します。  

Default:  
  DatasetGroup: 
    Domain: RETAIL 
   
  Datasets: 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: TARGET_TIME_SERIES 
      DataFrequency: D 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: timestamp 
            AttributeType: timestamp  
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          - AttributeName: demand 
            AttributeType: float 
   
  Predictor:  
    MaxAge: 604800  # one week  
    PerformAutoML: True  
    ForecastHorizon: 30 
    FeaturizationConfig:  
      ForecastFrequency: D 
 
  Forecast: 
    ForecastTypes: 
      - "0.01" 
      - "0.50" 
      - "0.99" 

このデフォルト設定は、アップロードされたすべてのデータセットが、datasets で指定された形式の

小売データを表すことを、「機械学習による予測精度の向上」ソリューションに指示します。予測値

は、1 週間後に新しいデータがアップロードされた場合に再トレーニングされます (それ以前は、予測

は最新のデータに対して実行されます)。 

次に、このソリューションを使用して、データのインポートと予測の生成を開始します。まず、AWS 

マネジメントコンソールを使用して、デフォルト設定ファイルを Forecast データ用のバケットのルー

トにアップロードします。設定ファイルは、forecast-defaults.yaml という名前を付ける必

要があります。 

次に、設定ファイルと同じ Amazon S3 バケットの train フォルダにデータセットをアップロードし

ます。ファイルを retail_experiment_1.csv としてアップロードします。 

注意: ファイル名は数字で始まらず、大文字と小文字 (a-z、A-Z)、およびアンダースコア ("_") の

みを含む必要があります。 

AWS Step Functions コンソールに移動して、「機械学習による予測精度の向上」ソリューションが進

行中であることを確認します。Retail_experiment_1_target_time_series_<id> と表

示された場合は、アップロードしたデータセット名、データセットタイプ (ターゲット時系列)、一意の

IDが反映されています。処理中の AWS Step Functions ステートマシンの例については、図 10 を参

照してください。 



アマゾン ウェブ サービス  機械学習による予測精度の向上 

40 / 49 ページ 

 

図 10: 機械学習ステートマシンによる予測精度の向上 

ステートマシンの進行に伴い、個々のノードの色が白 (未実行) から青 (進行中)、緑 (成功)、オレンジ 

(エラー検出)、または赤 (失敗) に変化します。一部の手順 (具体的には、Create Dataset Import 

Job、Create Predictor、または Create Forecast) に時間がかかります。Amazon SNS トピックのサ

ブスクライバーにメールが送信されるため、ステートマシンの実行を監視する必要はありません。 

AWS Step Functions ステートマシンが完了すると、wQL[0.5]/MAPE が 0.0614 の DeepAR+ が最

も予測精度が高い AutoML アルゴリズムであることがわかります。Amazon Athena の SQL クエリ、

または付属の Amazon QuickSight ビジュアライゼーションを使用して、Amazon Forecast コンソー

ルの Forecast lookup で予測の出力をグラフ化できます。 
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デフォルト設定ファイルを上書きして予測を改善する 
AutoML 予測子トレーニングの結果に基づいて、関連するメタデータとアイテムメタデータを追加する

と、予測の精度が向上するかどうかをテストする必要があります。 

「機械学習による予測精度の向上」ソリューションで、関連する時系列データとアイテムメタデータを

消費するには、新しい設定を指定する必要があります。予測設定ファイル forecast-

defaults.yaml を置き換えます。新しい設定ファイルには、retail_experiment_2 という

データセットについて、予測子と予測を生成する前に時系列データ、関連する時系列データ、およびア

イテムメタデータがアップロードされることを想定していることが記載されています。関連する時系列

データに価格が含まれ、アイテムメタデータにアイテムカテゴリとブランドが含まれるように指定しま

す。 

関連する時系列データには将来の価格情報が含まれていないため、不足している価格値に対して中央値

を使用して将来の約定を実行するよう Amazon Forecast サービスに通知する必要があります。 

次の例は、新しいデフォルトと予測の上書き設定ファイルです。  

Default: 
  DatasetGroup: 
    Domain: RETAIL 
 
  Datasets: 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: TARGET_TIME_SERIES 
      DataFrequency: D 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: timestamp 
            AttributeType: timestamp 
          - AttributeName: demand 
            AttributeType: float 
 
  Predictor: 
    MaxAge: 604800  # one week 
    PerformAutoML: True 
    ForecastHorizon: 30 
    FeaturizationConfig: 
      ForecastFrequency: D 
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  Forecast: 
    ForecastTypes: 
      - "0.10" 
      - "0.50" 
      - "0.90" 
 
 
retail_experiment_2: 
  DatasetGroup: 
    Domain: RETAIL 
 
  Datasets: 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: TARGET_TIME_SERIES 
      DataFrequency: D 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: timestamp 
            AttributeType: timestamp 
          - AttributeName: demand 
            AttributeType: float 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: RELATED_TIME_SERIES 
      DataFrequency: D 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: timestamp 
            AttributeType: timestamp 
          - AttributeName: price 
            AttributeType: float 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: ITEM_METADATA 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: category 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: brand 
            AttributeType: string 
 
  Predictor: 
    AlgorithmArn: arn:aws:forecast:::algorithm/Deep_AR_Plus 
    MaxAge: 604800  # one week 
    PerformHPO: True 
    ForecastHorizon: 30 
    FeaturizationConfig: 
      ForecastFrequency: D 
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      Featurizations: 
        - AttributeName: price 
          FeaturizationPipeline: 
            - FeaturizationMethodName: filling 
              FeaturizationMethodParameters: 
                futurefill: median 
                middlefill: median 
                backfill: median 
 
  Forecast: 
    ForecastTypes: 
      - "0.01" 
      - "0.50" 
      - "0.99" 

設定が完了したら、時系列データ (retail_experiment_2.csv)、関連する時系列データ 

(retail_experiment_2.related.csv)、およびアイテムメタデータ 

(retail_experiment_2.metadata.csv) をアップロードします。 

注意: 関連する時系列データとアイテムメタデータを追加して、予測、および予測子を改善できま

す。関連する時系列データとメタデータを必要とするデータセットグループには、上書き設定を指定

することをお勧めします。このソリューションでは、

<dataset_group_name>.<related|metadata>.csv に一致するファイル名でアップロードさ

れた時系列データおよびメタデータの関連性を認識できます。 

この例では、アイテムの価格を関連する時系列として使用して、予測の精度を向上させました。 

これらの新しいデータセットをアップロードすると、データセットが欠落していることを通知する 2 

通のメールが届きます。これは、3 つのデータセットがすべて揃って初めて予測子が生成されるためで

す。3 つのファイルをすべてアップロードした後に Amazon Forecast コンソールに移動すると、3 つ

のファイルすべてにおいて Dataset Import Jobs が進行中であることが確認できます。最後のファイ

ルがアップロードされ、ACTIVE になると、データに対して予測子が生成され、予測が生成されること

を確認できます。 

これで、同じデータの 2 つのコピーが別々のデータセットグループにアップロードされ、検証を個別

に追跡できるようになりました。たとえば、関連する時系列データセットを変更し、予測を再実行し

て、将来のさまざまな価格戦略について What-If 分析を行うことができます。 
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警告: デフォルトのテスト (retail_experiment_1) の設定を上書きしようとすると、予測子の生成

時に、データセットグループ内の 1つのデータセットに対してのみ検証が設定されているため、エ

ラーが発生します。 

What-If 分析に複数の予測子設定で同じデータセットを使用

する 
What-If 分析を実行するには、複数の予測子設定にわたって同じデータセットを活用できます。たとえ

ば、次の予測設定ファイル forecast-defaults.yaml は、同じデータセットを複数の予測設定

に渡って使用することができます。1 つ目はアイテムの将来価格を 20 ドルに設定するシミュレーショ

ン、2 つ目は 15ドルに設定するシミュレーションです。データセット設定は、demand_15 のデータ

セットグループにのみ指定され、demand_20 ではこれらのデータセットが使用されます。 

demand_15.csv、demand_15.related.csv、demand_15.metadata.csv がアップロードされると、

データセットが一度インポートされて、demand_15 と demand_20 両方のデータセットグループか

ら参照されるようになります。予測子は、これらの検証を個別に追跡するために、各データセットグル

ープの下で学習されます。 

Default: 
  <your default configuration goes here>   
 
demand_20: 
  DatasetGroup: 
    Domain: RETAIL 
 
  Datasets: 
    From: demand_15 
 
  Predictor: 
    AlgorithmArn: arn:aws:forecast:::algorithm/Prophet 
    MaxAge: 604800  # one week 
    ForecastHorizon: 30 
    FeaturizationConfig: 
      ForecastFrequency: D 
      Featurizations: 
        - AttributeName: price 
          FeaturizationPipeline: 
            - FeaturizationMethodName: filling 
              FeaturizationMethodParameters: 
                futurefill: value 
                futurefill_value: "20" 



アマゾン ウェブ サービス  機械学習による予測精度の向上 

45 / 49 ページ 

                middlefill: median 
                backfill: median 
 
  Forecast: 
    ForecastTypes: 
      - "0.10" 
      - "0.50" 
      - "0.90" 
 
demand_15: 
  DatasetGroup: 
    Domain: RETAIL 
 
  Datasets: 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: TARGET_TIME_SERIES 
      DataFrequency: D 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: timestamp 
            AttributeType: timestamp 
          - AttributeName: demand 
            AttributeType: float 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: RELATED_TIME_SERIES 
      DataFrequency: D 
      TimestampFormat: yyyy-MM-dd 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: timestamp 
            AttributeType: timestamp 
          - AttributeName: price 
            AttributeType: float 
    - Domain: RETAIL 
      DatasetType: ITEM_METADATA 
      Schema: 
        Attributes: 
          - AttributeName: item_id 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: category 
            AttributeType: string 
          - AttributeName: brand 
            AttributeType: string 
 
  Predictor: 
    AlgorithmArn: arn:aws:forecast:::algorithm/Prophet 
    MaxAge: 604800  # one week 
    ForecastHorizon: 30 
    FeaturizationConfig: 
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      ForecastFrequency: D 
      Featurizations: 
        - AttributeName: price 
          FeaturizationPipeline: 
            - FeaturizationMethodName: filling 
              FeaturizationMethodParameters: 
                futurefill: value 
                futurefill_value: "15" 
                middlefill: median 
                backfill: median 
 
  Forecast: 
    ForecastTypes: 
      - "0.10" 
      - "0.50" 
      - "0.90" 

ソリューションのアンインストール 
ソリューションをアンインストールするには、次のいずれかの手順を行います。 

AWS マネジメントコンソールの使用 
1. AWS CloudFormation console にサインインします。 

2. このソリューションのインストール用のスタックを選択します。 

3. [削除] を選択します。 

AWS Command Line Interface の使用  
AWS Command Line Interface (AWS CLI) がお客様の環境で使用できるかどうかを確認します。イ

ンストール手順については、AWS CLI ユーザーガイドの「AWS Command Line Interface とはどの

ようなものですか。」を参照してください。AWS CLI が使用可能になったことを確認したら、次のコ

マンドを実行します。 

$ aws cloudformation delete-stack --stack-name <your-stack-name> 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
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手動でのアンインストール 
AWS CloudFormation スタックの削除後も、一部のリソースは残ります。ソリューションを完全に削

除するには、これらを AWS マネジメントコンソールから手動で削除する必要があります。 

• Amazon Forecast で生成されたデータセットグループ、データセット、Dataset Import 

Jobs、予測子、予測、および Forecast Export Jobs。 

• 予測データと Amazon S3 バケット。 

• このソリューションで作成されたすべての機能の Amazon CloudWatch Logs のロググルー

プ。 

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 

• Unique ID (UUID): 「機械学習による予測精度の向上」ソリューションごとにランダムに生成さ

れる一意の識別子  

• Timestamp : データ収集のタイムスタンプ 

• Instance Data: このスタックのデプロイに関する情報 

• Region: このスタックをデプロイした AWS リージョン 

• NotebookType: ノートブックインスタンスタイプ (ml.t2.medium など) 

• NotebookDeployed: Jupyter ノートブックインスタンスがデプロイされたかどうか 

• QuickSightDeployed: Amazon QuickSight 分析の自動作成が許可されたかどうか 

• ForecastDeployed: スタックが予測とデータをデプロイしたかどうか 



アマゾン ウェブ サービス  機械学習による予測精度の向上 

48 / 49 ページ 

このアンケートを通じて収集したデータは AWS が所有します。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、次のいずれかのタスクを実行します。 

AWS CloudFormation テンプレートの以下のマッピングセクションを特定します。 

Mappings: 
  Solution: 
    Data: 
      SendAnonymousUsageData: 'Yes' 

上記を次のように変更します。 

Mappings: 
  Solution: 
    Data: 
      SendAnonymousUsageData: 'No' 

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ソースファイルをダウンロードし、カスタ

マイズを他のユーザーと共有できます。「機械学習による予測精度の向上」テンプレートは、 AWS 

Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して生成されます。詳細については、README.md ファ

イルを参照してください。 

改訂履歴 
日付 変更 

2020 年 7 月 初回リリース 

2020 年 10 月 リリースバージョン 1.1.0: Amazon Quicksight 分析を使用してビジュアライゼーションを設

定するためのドキュメントが追加されました。詳細については、GitHub リポジトリの 

CHANGELOG.md ファイルを参照してください。 

2020 年 11 月 リリースバージョン 1.2.0: AWS CloudFormation テンプレートが更新されました。 詳細につ

いては、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照してください。 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://github.com/awslabs/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning
http://aws.amazon.com/cdk/
http://aws.amazon.com/cdk/
https://github.com/awslabs/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning/blob/master/README.md
https://github.com/awslabs/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning/blob/master/README.md
https://github.com/awslabs/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning
https://github.com/awslabs/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning
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日付 変更 

2021 年 3 月 リリースバージョン 1.3.0: AWS CloudFormation テンプレートを更新し、デモスタックを追

加しました。詳細については、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照してく

ださい。 

2021 年 4 月 リリースバージョン 1.3.1: Python パッケージのバージョンを更新し、未使用のパッケージを

削除しました。ドキュメントの細かな不備を修正。詳細については、GitHub リポジトリの 

CHANGELOG.md ファイルを参照してください。 

2021 年 6 月 リリースバージョン 1.3.2: Amazon Athena エンジンのバージョンをアップグレードしまし

た。詳細については、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照してください。 

2021 年 6 月 リリースバージョン 1.3.3: デフォルトのノートブックインスタンスタイプを ml.t3.medium に

更新し、スタックのデプロイが失敗する可能性がある問題を修正しました。詳細については、

GitHub リポジトリの CHANGELOG.md ファイルを参照してください。 

2021 年 8 月 アーキテクチャフローをよりわかりやすく説明するためにドキュメントを改善しました。 

2021 年 12 月 リリースバージョン 1.4.0: タグ付けと AutoPredictor のサポートについて追記しました。詳細

については、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md ファイル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。 

「機械学習による予測精度の向上」ソリューションは、https://www.apache.org/licenses/LICENSE-

2.0 で入手可能な Apache ライセンスバージョン 2.0 の条件の下でライセンスされています。 

https://github.com/awslabs/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning
https://github.com/awslabs/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning
https://github.com/awslabs/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning
https://github.com/awslabs/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning
https://github.com/awslabs/improving-forecast-accuracy-with-machine-learning
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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