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Target / Key takeaway

データサイエンスでビジネスを加速させたい方

AWS 上でデータサイエンスの仕組みを構築したい方

データを活用するためにはどのような取り組み方をするべきか

データ活用のために AWS サービスをどう使っていけばよいか



AWS 上では，さまざまな形でデータ活用が
行われています



FINRA
S3 上のデータに対して複数の EMR で分析を実施



Howard Hughes Corporation
利用者の物件購入性向を予測するモデルを構築



Motorola Solutions
ハンズフリーでアラートがくる行方不明者識別システム



AWS 上でのデータ活用をする際の
ベストプラクティスといえば…



Data Lake

Athena



Data Lake

Athena

すべてのデータを 1 ヶ所に集めて保存

データストアとデータ処理の分離

用途に応じた適切な処理方法の選択



データレイクさえつくれば，あとは
勝手にデータが活用されていく？



データレイクさえつくれば，あとは
勝手にデータが活用されていく？

…もちろんそんなことはありません_



データ活用を進めるために必要なもの

適切な人材_
大きな権限_

試行錯誤の回数_



本セッションのアジェンダ

データ活用の 3 ステップ

データサイエンスのフロー

データ活用の仕組みを AWS で構築する
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プロジェクト全体をリードして実行する権限
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データサイエンスについてみていく前に…

後のステップを実行するためには
そもそも前のステップが完了している必要がある

前のステップのアウトプットが
後のステップのアウトプットの上限になる

各ステップにおいて必要なスキルは
全くの別物だと考える



データサイエンスについてみていく前に…

一足飛びにデータサイエンスにいくことはできない
まずはデータを貯めないと何も始まらない

「Garbage in, garbage out.」

ゴミのようなデータから有用な知見は得られない

「データ分析プロジェクトの8-9割は前処理」

餅は餅屋，専門性を活かした仕事ができるようにする



「良い」データとは？

• 以下のような特徴を持つ
• 後段で活用できる形でデータが作られている

• データの仕様が継続的に管理されている

• 仕様通りにデータが記録されている

取引履歴

顧客マスタ地域マスタ

商品マスタ 店舗マスタ

データウェアハウスにおけるスタースキーマ



データの質が悪いと…

• 以下のような問題が生じる

• 取引履歴に入っているユーザ ID と，ユーザマスタに入って
いるユーザ ID の形式が異なっており，紐付けできない

• 同じ顧客が，表記揺れによって異なるレコードとして繰り返
し登録されてしまっている

• 商品マスタがきちんと管理されておらず，誰がいつ入力した
のか，そもそも情報が正しいのかすらわからない



データの質が悪いと…
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し登録されてしまっている

• 商品マスタがきちんと管理されておらず，誰がいつ入力した
のか，そもそも情報が正しいのかすらわからない

前処理をして上記の問題を解消しないと，分析が始められない
データの出元を修正しないと，問題を解消できない場合も
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大元の
問題設定まで
戻る場合も



1. 解決したいビジネス課題から出発する

ニーズ or シーズ ？

• 基本的にニーズから出発する

• まずは自分たちのビジネスを振り返って，解決したい課
題を明確にする

• 「AI で今までにない発想の新事業を」 的なスタンスの
取り組みは，後から「で，結局これって何の役に立つん
だっけ？」となりがち

• シーズベースがダメなわけではないが，非常に難易度が高い



2. データから仮説を立てる

課題を解決するための糸口を探索する

• まずはデータを眺めてアタリをつける

• まずはクロス表レベルででも，仮説を傍証するような簡
単な根拠をそろえる

• データサイエンティストが，あらゆるデータにアクセス
して，高速に分析を行える環境が必要

• 必要なデータを集めるのに1ヶ月かかった，みたいな状況
だと，いつまでたっても何も進まない



3. 仮説を検証するためのやり方を考える

できるだけ簡単な方法を選択する

• 「機械学習は技術的負債について高利子のクレジットカード *」

• 複雑なディープラーニングモデルをスクラッチで組んだりすると，
後から誰もメンテナンスできる人がおらずブラックボックス化

• 最先端の高度なモデルが偉いのではなく，課題解決につながる
方法が偉い

• 顔画像認識するなら Rekognition でよく，独自開発は不要

• 費用対効果が大事

* https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/43146.pdf

https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en/pubs/archive/43146.pdf


4. モデル，システムを考えて，データを使って検証

計算リソースおよびデータアクセス権の確保

• モデルの試行錯誤には，潤沢なマシンリソースが必要

• セキュリティを担保しながら，必要なデータにアクセス
して開発ができる仕組みを整える

• 検証したいモデルやシステムに応じて，柔軟にリソース
を割り当てできるようにする



5. システムに組み込む

自動化の仕組み

• 機械学習の場合，最終的に実環境に組み込まないと本当
の成果がわからない

• 切り戻し前提の仕組み構築

• アプリケーションの他パートとデプロイサイクルが異な
るため，可能なら独立してデプロイできるとよい



6. 結果をみながら改善サイクル

一度導入したら終わりということはない

• ビジネスの状況は時間の経過とともに変わっていくため，
変化に対応してモデルも改善していく前提で考える

• 複数モデルのパフォーマンスを確認する A/B テスト

• 新しいモデルの効果を見ながらのカナリヤリリース

• 何もしないと変化に追従できず，仕組みはブラックボッ
クスとなり，大して役に立たないのに誰も手を出せない，
という状況になる



データ活用の仕組みを
AWS で構築する



データ活用の際に AWS を使うメリット

• 高速な試行錯誤を可能にする素早さ

• 必要に応じてリソースを拡張できる弾力性

• 管理・運用コストを減らし，本当にやりたいことに集中
するためのマネージドサービス

• タスクに応じて選べる幅広いサービス群



データ活用のために使われるサービス

Amazon Kinesis 
Amazon EMR
Amazon S3

データを貯める

Amazon Athena
Amazon Redshift
Amazon QuickSight

Zeppelin
Jupyter Notebook
RStudio

データ
サイエンス

データを可視化



高速な試行錯誤のためのデータマネジメント体制

• メタデータを DynamoDB で管理 / ES で検索

• 生データも加工済みデータも S3 に置いて，再利用性を高く保つ

S3
EMR

Data Source

Dynamo DB

Elasticsearch Service

Kinesis
Firehose

Data Source

Data Source



問題を明確にするための可視化サイクル

• Redshift および Athena で S3 上のさまざまなデータを可視化

• 既存のデータウェアハウス / BI 環境を活用

• 必要なデータはすぐにアクセスでき，簡単に可視化できる環境

• Athena で生データにも直接アクセス

S3 S3EMRData 
Source

Redshift QuickSight

Athena



仮説検証から開発までのプロセス

• Zeppelin / Jupyter / Rstudio 等で必要なデータを深く分析

• 用途に応じて柔軟にクラスタサイズを変更して，マシンリソースを確保

• モデル作成に必要なデータは，生データまでさかのぼって取れるように

S3 S3EMRData Source

EMR

EMR

P2 instance



仮説検証から開発までのプロセス

• 必要なパッケージの入ったEMR クラスタがものの 15 分で立ち上がる

• Deep Learning AMI を使って，環境構築済みの EC2 を立ち上げる



仮説検証から開発までのプロセス

• すべて同一のコードベースを使うことを意識して開発
• 開発環境とプロダクション環境

• 学習時と予測時

• 前処理やライブラリ，言語等を揃えないと，意図した結果が得られない
• たとえば Python + sklearn という選択

• EMR / EC2 / lambda / greengrass まで含めて同一のコードベースを利用可能

入力データ 前処理 モデル学習 作成モデルTraining

入力データ 前処理 モデル適用 出力結果Prediction



開発からプロダクション環境への適用

• カナリヤデプロイの形で一部だけ適用

• 本番環境での精度検証をしながら徐々に割合を拡大

Client API Gateway Lambda ELB EC2 ECS EMR

or or



開発からプロダクション環境への適用

• カナリヤデプロイの形で一部だけ適用
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結果をモニタリングして継続的に改善

• デプロイしたモデルの精度をモニタリングする仕組み

• 例えば Kinesis Stream でデータを取り込んで…
• Kinesis Analytics で集計し，Elasticsearch Service で可視化

• 同じ結果を S3 に蓄積し，まとめて Athena でクエリ

Kinesis 
Stream

Data 
Source

Athena

Kinesis 
Analytics

Kinesis
Firehose

Elasticsearch Service

S3
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まとめ

データ活用の 3 ステップを理解する
データサイエンスのフローを理解してサイクルを回す
AWS のサービスを活用して，高速で試行錯誤

データ活用を進めるために必要なもの

適切な人材 / 大きな権限 / 試行錯誤の回数_



本セッションのFeedbackをお願いします

受付でお配りしたアンケートに本セッションの満足度やご感想などをご記入
ください．アンケートをご提出いただきました方には，もれなく素敵なAWS
オリジナルグッズをプレゼントさせていただきます

アンケートは受付，パミール3FのEXPO展示会場内にて回収させて頂きます



AWS ソリューション Day 2017- Database Day  
~すでに始まっている！「クラウドへのデータベース移行」と
「データレイクを軸としたビッグデータ活用」~

Database Dayとは？

ユーザー企業/パートナー/AWSによる導入事例や活用動向また技術情報をご紹介
するIT部門（エンジニア・管理者など）向けのカンファレンス

開催日時・会場

• 2017年7月5日(水) 10:00~17:30 （9:30開場予定）

• 大崎ブライトコアホール（JR大崎駅より徒歩5分）

セッション

①基調講演 ②ブレイクアウトセッション – 2トラック構成

トラック１：データベース移行 （事例セッションあり）

トラック２：データレイク（JAWSUG-BigData支部 事例セッションあり）

お申込み

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/2017/solutiondays20170705/

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/2017/solutiondays20170705/
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Appendix



データ活用の 3ステップ
データを貯めるステップで使われるサービス

データの発生元からデータを取得するサービス
Kinesis Analytics でストリーム分析も可能

Amazon Kinesis

マネージド Hadoop サービス
取得した大規模データに Hive/Spark 等で ETL 処理

Amazon EMR

取得したデータを保存するオブジェクトストレージ
生データも加工済みデータも，あらゆるデータを保存

Amazon S3



データ活用の 3ステップ
データの可視化ステップで使われるサービス

サーバレスのマネージドクエリサービス
S3 上のデータに直接クエリを実行可能

Amazon Athena

スケーラブルなデータウェアハウスサービス
大規模な構造化データに対して高速にクエリを実行

Amazon Redshift

サーバレスのマネージド BI サービス
AWS 上のさまざまなデータを数クリックで可視化

Amazon QuickSight



データ活用の 3ステップ
データサイエンスステップで使われるサービス

Spark でインタラクティブに分析できるノートブック
EMR と組み合わせることで大規模データを高速に分析

Zeppelin

データサイエンスの定番ノートブック
EMR/EC2 と組み合わせて記述性の高い分析を実施

Jupyter Notebook

R でデータ分析を行う際の定番 IDE
EMR/EC2 と組み合わせてさまざまな分析を実施

RStudio


