情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2015-HPC-150 No.18
2015/8/5

機械仕掛けの機械学習 wizz
黒松 信行1,a)

小林 健一1,b)

Viel Emeric1,c)

浦 晃1,d)

上田 晴康1,e)

概要：機械学習においては，処理するデータ量，得られる精度，実行に要する時間の制約を満たす中で，逐
次・並列分散の観点も含めたライブラリやアルゴリズム，パラメータの膨大な組み合わせの中から最適な
ものを選択することは困難であった．そこで，許容できる実行時間と入力データを与えるだけで最も高い
精度を得ることを目的として，条件を変えながら何度も機械学習を実行することで最適な選択肢を自動的
に選ぶプラットフォーム wizz を Apache Spark 上に構築した．wizz は並列処理向けの Apache Spark の
MLlib と逐次実行向けの R スクリプトおよび R スクリプトの分散実行によるアンサンブル学習機能を提
供しており，並列処理ライブラリと逐次処理ライブラリを同時に多数実行することができる．
キーワード：並列分散処理，機械学習，Spark，Hadoop

wizz: Platform-Transparent Machine Learning Platform
Abstract: In the ﬁeld of machine learning, ﬁnding an optimal combination of algorithm, parameters, library
and parallelization strategy that meets data volume, accurateness and time requirements is a challenging task.
To address this issue, we designed ”wizz”, an Apache Spark-based platform which aims to ﬁnd such an optimal combination for a given dataset by choosing and evaluating many diﬀerent conﬁgurations within a given
time requirement. For this purpose, wizz can simultaneously run evaluation jobs using either Apache Spark’s
MLlib library for parallel machine learning, single-threaded R scripts or R scripts parallelized by applying
ensemble learning techniques.
Keywords: Parallel Distributed Processing, Machine Learning, Spark, Hadoop

1. はじめに

グデータの機械学習では得られるモデルの精度と実行時
間のどちらを重視するのかによって逐次処理と並列処理

近年の並列分散処理技術の急速な発展に伴い，これまで

のどちらを用いるのかを決めることが重要になる．これら

巨大で処理できなかったデータを分析して意思決定に用い

処理方式の違いを本論文中では実行形態と呼ぶことにす

ることが注目されている．センサやクラウドサービスなど

る．並列分散処理による高速な機械学習を実行するだけな

によって集まった大量のデータに機械学習アルゴリズムを

らば Hadoop[1] や Spark[2] 上で実行できる Mahout[3] や

適用して得られた学習モデル（以降は単にモデルと呼ぶ）

MLlib[4] などのライブラリを使えばよい．一方で，集まっ

を使い事象を予測し，次にとるべき行動を決定することが

たデータの一部のみを分析する場合は充分に小さなデータ

できる．

量であればアルゴリズムの実装が少ない Mahout や MLlib

機械学習において精度が高いモデルを得るためには何度

よりも，多くの機械学習ライブラリの実装がある R 言語や

もモデルの作成と評価を繰り返しながら分析者がアルゴ

Python 言語を用いて処理するほうが高い精度が得られる

リズムとハイパーパラメータを最適化する．さらに，ビッ

ことがある．

1

使い分けるにはライブラリによって異なる実行方法や処理

しかし，実行形態を含めた最適化は難しい．実行形態を
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できる入力データの形式の違いを考慮しなければならない
が，逐次処理および並列処理の両方の実行形態のライブラ
リに精通した分析者は少ない．そのため，分析者は実行形
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図 1 機械学習の手順

態を固定してアルゴリズムとハイパーパラメータの探索を

図 2 5-分割交差検証の例

繰り返すしかなかった．
また，ビッグデータの機械学習を実現する要望は今後ま

各特徴量を抽出する．例えば生データがテキストの場合，

すます増えるため，非分析者が自身で精度が高いモデルを

各文書に対して，各単語の出現頻度を特徴とすることがで

構築する仕組みが必要である．そのためには分析者に依存

きる．このように，学習ライブラリに与えるデータを作る

している機械学習の工程を自動化しなければならない．

ことが，学習データの準備である．

そこで，我々はアルゴリズムとハイパーパラメータに加

二つ目の作業はモデル構築である．モデル構築では高い

えて実行形態を自動的に最適化することでビッグデータ

精度のモデルを得るために学習コンフィグを最適化する．

の機械学習を実現する wizz を提案する．以降ではモデル

分析者は学習コンフィグを変えながらモデルの検証を繰り

の精度を決定する要因であるアルゴリズム，ハイパーパラ

返し，より高い精度のモデルを得る学習コンフィグを探索

メータ，実行形態の組合せを学習コンフィグと呼ぶ．wizz

する．モデルの検証とは与えられた学習コンフィグで作成

は複数のサーバからなるクラスタ上で透過的に逐次処理と

したモデルを実際のデータに適用して精度を評価し，学習

並列処理の実行形態を使い分けながら限られた時間の中で

コンフィグが入力データに対して適切であるかを判断す

最適な学習コンフィグを探索し高い精度のモデルを得るた

ることである．一般にモデルの検証では入力データを訓練

めの仕組みを提供する．

データとテストデータに分割し，訓練データを用いてモデ

本論文の貢献は以下の特徴を持つプラットフォームの
アーキテクチャを示すことである．

• 実行時間と得られる精度を見積もった上で最適な学習
コンフィグを自動的に探索するために

ルを作成したあとテストデータに作成したモデルを適用す
ることで精度を評価する．また，モデルの作成に用いる学
習コンフィグが様々なデータに対して有効であることを確
かめるために交差検証を行うことがある．交差検証の代表

• 逐次処理・並列処理を使い分けながら特性が異なる多

的な例である k-分割交差検証の仕組みを図 2 に示す．最初

様な機械学習ライブラリを透過的に実行するための仕

にデータセットを k 個のサブセットに分割し，異なる k 種

組み

類のサブセットの組合せで訓練データとテストデータを用

• インメモリ処理を活用して大規模データを効率的に操
作する仕組み

意してモデルの作成と評価を行う．そして，得られた k 個
のモデルの精度の平均を求める．

本稿では 2 章で機械学習の流れを確認したあと，3 章で

機械学習におけるモデル構築では学習コンフィグの各要

wizz のアーキテクチャを説明する．続く 4 章で実装中の

素を変えながらモデルの検証を繰り返すことで最適化す

wizz を評価し，5 章で関連研究を紹介した後，6 章でまと

る．例えば，ハイパーパラメータの最適化ではハイパーパ

めと今後の展望を述べる．

ラメータの値を変えつつモデルの作成と評価を繰り返すこ

2. 機械学習の流れ
機械学習の一般的な手順を図 1 に示す．まず，センサや
クラウドサービスの提供者といった大量のデータの所有者
はモデルを構築し今後の事象を予測することで次にとるべ
き行動を決定したいと考える．次に，制約時間を示したう
えでデータ分析者にモデルの構築を依頼する．

とで精度を高めていく．精度が高いハイパーパラメータが
見つからない場合には別の実行形態で再度ハイパーパラ
メータを探索し，それでも精度が低い場合は別のアルゴリ
ズムで実行形態とハイパーパラメータを最適化する．

3. wizz のアーキテクチャ
wizz の目的は実行形態を含めた学習コンフィグの決定

データを受け取ったデータ分析者の作業は二つある．

とモデルの検証の繰り返し処理を自動化することでビッグ

一つ目の作業は学習データの準備である．まずは冗長な

データの機械学習を容易にすることである．そのためには

データを除去するなどの前処理を行う．次に，行いたい分

高い精度のモデルを得る学習コンフィグを探索する仕組み

析に応じて学習に使う特徴（属性）を決定し，生データから

と，実行形態ごとに異なるライブラリの違いを意識せずに
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3.1 モデル探索部
モデル探索部は学習コンフィグを変えながら実行部にモ
デルの検証を指示する．
機械学習のアルゴリズムはモデルの精度と実行時間にト
レードオフの傾向があるため，時間の制約に応じて学習コ
ンフィグを決める戦略を選択する必要がある．時間の制約
が緩い場合は高い精度を見込める学習コンフィグを優先
し，時間の制約が厳しい場合には実行時間が短い学習コン
フィグを優先する．

wizz では一方の戦略のみを採用するのではなく，モデ
ルの検証前に実行時間推定と精度推定を行い，時間あたり
図 3 wizz のアーキテクチャ

に得られる精度向上率が最も高くなると見込んだ学習コン
フィグでモデルの検証を実行部に指示する．モデル探索部
におけるモデル探索スケジューラは事前に定めた制限時間
内でこの戦略に従い学習コンフィグを最適化する．

実行できる仕組みが必要である．前者は図 1 における学習

実行時間と精度の推定には入力データ中のデータ件数や

コンフィグの決定の自動化，後者はモデルの検証の自動化

特徴の数を知る必要がある．wizz はモデルの探索前に入力

に必要である．実行方法を決めるコンポーネントと決めら

データをプロファイリングしデータ件数と特徴の数，デー

れた処理を実際に実行するコンポーネントに分かれる実行

タの疎密度を調べ実行時間と得られる精度の推定に用いる．

方法は Hadoop や Spark などのマスタ・ワーカ型の仕組み

本論文ではモデルの探索時における学習コンフィグの決

によく見られる．

定方法についてこれ以上詳述しない．

そこで，図 3 に示すように wizz をマスタ・ワーカ型の
アーキテクチャとして構築した．マスタは学習コンフィグ

3.2 実行部

を探索するモデル探索部のプロセスを，ワーカは学習コン

実行部は実行形態の違いを隠蔽しつつモデル探索部に指

フィグを用いてモデルを検証する実行部と大規模なデータ

示された学習コンフィグでモデルの検証を行う．モデル探

を保存するデータ蓄積部のプロセスを実行する．

索部から指示される処理にはモデルの検証と入力データの

wizz は学習コンフィグを最適化するために同じデータ

プロファイリングがある．

に対して何度も処理を繰り返すため，インメモリ上で繰

機械学習のライブラリはそれぞれ実行方法や想定する入

り返しの処理を高速化する Spark の上に実行部を構築し

力データの形式が異なるため，実行形態を使い分けるため

た．Spark は独自のデータ構造である RDD[5] を用いて複

にはこれらを考慮しなければならない．さらに，並列処理

数のサーバのメモリ上でデータの処理と管理を実現する．

では計算資源をどの程度使うのか決定する必要がある．逐

RDD はサーバやメモリの故障によってデータが失われた

次処理の実行形態を実行すると複数あるサーバの一部しか

としても，RDD を生成するために行った処理を再度行う

使えないため，より効率良く処理するために wizz は複数

ことでデータを復元する性質を持つ．長時間学習コンフィ

の逐次処理または逐次処理と並列処理の実行形態を同時に

グの最適化を行う場合や一回のモデルの検証に時間がかか

実行する．

る場合は途中でサーバやメモリが故障する可能性が上がる

そこで，実行部では実行方法とデータ形式の違い，処理

ためデータの耐故障性は重要である．そこで，RDD が持

の並列数を隠蔽することで異なる実行形態を透過的に扱う

つデータの耐故障性を活用するために wizz はモデル構築

ための仕組みを提供する．

の各工程で処理するデータを RDD として管理する．

3.2.1 実行方法の隠蔽

ただし，RDD には異なる複数の処理を実行するたびに入

異なる実行形態を使った実行方法を隠蔽するために，機

力データの読み込みとデータに対する処理を再現すること

械学習で頻繁に用いられる三つの処理のインターフェース

で RDD を作り直す性質がある．wizz のように同じデータ

を用意し実行形態ごとに処理を実装した．

に対して異なる条件で処理を実行するとそのたびに RDD

用意したインターフェースを表 1 に示す．

を再生成する処理が発生する．Spark は複数のワーカのメ

train は図 1 のモデルの作成にあたる処理であり，与え

モリ上に RDD のキャッシュ領域を構築しており，必要で

られた訓練データからモデルを生成し蓄積部の分散ファイ

あれば明示的にキャッシュすることで繰り返し参照される

ルシステムに出力する．

RDD の再生成を防ぐことができる．wizz はモデルの検証
を繰り返す際に何度も参照される RDD をキャッシュする．
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predict は図 1 のモデルの評価にあたる処理であり，学
習したモデルに与えられたテストデータを適用して予測す
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図 4 evaluate におけるデータフロー（MLlib の場合）
表 1 機械学習ライブラリの呼び出しインターフェース
インターフェース
処理内容

train(データ)

モデルの作成

predict(データ，モデル)

モデルの予測

evaluate(データ)

モデルの検証

ブラリに応じたデータ形式に変換してモデルの検証を行う．
学習コンフィグを変えながらモデルの検証を繰り返したと
しても入力データは RDD のキャッシュ領域に保存されて
いるため，分散ファイルシステムからの入力データの読み
込みは一度で済む．他に実行部は交差検証におけるデータ

る処理であり，予測した結果を蓄積部の分散ファイルシス

のサブセットなど複数回使うデータをキャッシュする．た

テムに出力する．

だし，RDD のキャッシュ領域が不足している場合，wizz

evaluate は図 1 のモデルの検証にあたる処理であり，入

はデータの一部をディスクに保存することもできる．

力データを訓練データとテストデータに分割し，訓練デー

内部データのデータ形式として wizz では MLlib の独自の

タを用いて train によって生成したモデルを分散ファイル

データ形式である LabeledPoint を用いる．LabeledPoint

システムに出力した後，predict を適用して得られた結果

の他にもデータ形式はあるが，wizz はデータを高速に並列

の精度を確認し，実行にかかった時間と精度を返す．

処理する MLlib を頻繁に利用するため，MLlib の多くのア

例として evaluate を実行した場合のデータフローを図 4

ルゴリズムが入力データ形式と想定する LabeledPoint を

に示す．各インターフェースは探索スケジューラに指示さ

内部データのデータ形式にすることでモデル検証時のデー

れた学習コンフィグ，実行時間，実行時に得られたモデル

タ形式の変換回数を抑えることができる．

の結果，入力データのプロファイルを分散ファイルシステ

3.2.3 並列数の指定の隠蔽

ムに保存する．

3.2.2 入力データ形式の隠蔽
実行部は入力データのデータ形式とライブラリが想定す
る入力データのデータ形式の違いを透過的に扱うために必

効率的なモデルの検証には全ての計算資源を使いきるこ
とが重要である．モデルの検証中に計算資源が余っている
場合，別の学習コンフィグによるモデル検証を同時に実行
する．

要に応じて自動的にデータ形式を変換する仕組みを持つ．

実行部は複数の実行形態を同時に実行するために，実行

データ変換の自動化のためには入力データのデータ形式

形態ごとに利用するコア数を自動的に調整する．現在は逐

と変換先のデータ形式を知る必要がある．変換先のデータ

次処理の実行形態は単一のコアを，並列処理の実行形態に

形式は wizz がライブラリごとにリストとして管理する．入

は利用可能なコア数を全て与えている．

力データのデータ形式はモデル探索部が実行時間推定のた

3.2.4 機械学習ライブラリ

めに入力データをプロファイルする際に取得する．

wizz は学習コンフィグを探索する戦略としてモデル検証

wizz はモデル探索部からプロファイルの取得を指示され

の実行時間と得られるモデルの精度のどちらか一方を重視

ると分散ファイルシステムから入力データを読み内部デー

するのではなく，時間当たりの精度向上率に着目する．し

タとして各サーバのメモリ上に構成した RDD のキャッ

たがって，モデルの検証には実行時間の短さと得られる精

シュ領域に保存してからプロファイルを取得する．その

度のそれぞれに対して長所を持つ多用な機械学習ライブラ

後，実行部はモデル探索部からモデルの検証を指示される

リの選択肢が必要である．

と RDD のキャッシュ領域から内部データを読み込みライ
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表 2 サーバのスペック
Ubuntu 14.04.2

並列分散することで高速なモデルの検証が可能な Spark の
OS

機械学習ライブラリである MLlib と，単一サーバでの逐次

CPU

処理だが実装が多く高い精度を見込める R 言語の機械学習

3.50GHz Xeon E3-1270 4 core
（Hyper-Threading 有効）

ライブラリを用意した．さらに，wizz は R 言語向けの機

Memory

32 GB

械学習ライブラリの実行を高速化するためにアンサンブル

Disk

HDD 1 TB × 2（RAID 0）

学習の一つであるバギング方式による並列実行を実現する

Hadoop Version

2.7.0

ための独自の仕組みをもつ．バギング方式は入力データを

Spark Version

1.4.0

複数のサブセットに分割し，サブセットごとにモデルの作
成と評価を行い，各モデルの結果を集約する実行形態であ
る．バギング方式は各サブセットの結果の平均を求めるた
め，サブセットごとの処理は独立であることから R 言語の

データの種類

表 3 実験データ
形式
データ量
データ件数

HIGGS

CSV

7.5 GB

特徴数

11,000,000
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機械学習を並列に実行できる．R 言語の機械学習ライブラ
リとの違いは，データを分割して並列処理するため一つの

R プロセスが処理するデータ量が減ることで一台のサーバ
のメモリに収まらないデータを処理することができる点に
ある．MLlib との違いは過去に開発した R スクリプトをそ
のまま使い機械学習の並列処理を実現できる点にある．
各ライブラリは内部データを管理する RDD からデータ
を受け取り機械学習を実行する．MLlib は入力データが

RDD として与えられることを想定しているが，R 言語の
ライブラリはテキストデータ，または R のバイナリデータ
として与えられることを想定している．RDD は内部デー
タをテキストデータに変換する仕組みを持っているが，モ
デルのデータを R のバイナリデータに変換することはで

図 5 MLlib と wizz の実行時間の比較

きない．そこで，RDD 中のモデルのデータを R のバイナ
リに変換して R プロセスに渡す InputFormat を開発した．

の物理サーバからなるクラスタ環境を用意した．ワーカは

wizz は入力データとモデルデータを区別して RDD から R

8 台であり，一つのワーカ上で実行する Spark のデーモン

プロセスに渡すために名前付きパイプを利用する．同じ仕

のメモリを 16 GB，利用するコア数を 4 に設定した．

組みを用いて Python など他の言語の機械学習ライブラリ
の実行も可能である．

4.1 wizz のオーバヘッドの確認

MLlib は入力データが RDD であることを想定している

wizz を用いて機械学習ライブラリを実行した場合と，機

ため，名前付きパイプを経由したデータ渡しおよびバイナ

械学習ライブラリをそのまま実行した場合の時間を比較し

リの変換は不要である．

wizz のオーバヘッドが低いことを確認する．現時点ではモ
デル探索部の実装が済んでいないため，アルゴリズムとハ

3.3 データ蓄積部

イパーパラメータは事前に与えられた想定で実行した．入

データ蓄積部は入力データ，生成したモデルを保存す

力データには UCI*1 で公開されている分類アルゴリズム向

る．wizz はデータ蓄積部に分散ファイルシステムである

けのデータである HIGGS[6] を用いた．データの特徴を表

Hadoop Distributed File System（HDFS）[1] を用いた．

3 に示す．一回の測定では LabeledPoint を入力データ形式

4. 評価
wizz は逐次処理と並列処理の実行形態を使い分けながら
高速に学習コンフィグを最適化するために，内部データ形

として想定する MLlib の線形 SVM を用いてハイパーパラ
メータである regP aram を 0.0, 50.0, 100.0 と変化させな
がら 10-分割交差検証によるモデルの評価を行う．収束す
るまでの処理の繰り返し回数の上限は 100 とした．

式を LabeledPoint 形式でキャッシュすることでデータ形

上記の処理を行う MLlib のアプリケーションを実装し

式の変換処理や分散ファイルシステムの読み込み回数を抑

evaluate を実行する wizz と比較した結果を図 5 に示す．

える．さらに，効率よく学習コンフィグを探索するために

それぞれの実行時間は三回の測定の平均値である．wizz を

多様な機械学習ライブラリを持つ．

呼び出し MLlib を実行した実行時間は MLlib を直接実行

そこで，wizz の実行オーバヘッドと機械学習ライブラリ
の多様性を評価する．評価環境として表 2 に示すスペック
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表 4 実行結果
精度

実行時間

探索回数

（Accuracy）

MLlib：線形 SVM

62.7%

839.3 秒

3

R：SVM

51.3%

24 時間

7

（RBF カーネル）

（打ち切り）

R（バギング方式）：
SVM

24 時間

91.7%

（RBF カーネル)

2

（打ち切り）

処理時間の差は入力データのプロファイリングの処理お
よび evaluate の出力結果を HDFS に保存する処理と思わ
れる．この実行オーバヘッドは実行形態を含めた学習コン
フィグの最適化とモデルの検証を自動化することで得られ
る利点に比べて小さい．
図 6 モデル検証ごとの実行時間

4.2 ライブラリの多様性の確認
wizz の実行部がモデルの探索に提供する機械学習ライ

続いて，途中で実行を打ち切った R と R（バギング方

ブラリに実行時間と精度の二つの観点で多様性があるかを

式）においモデルの検証ごとにかかった実行時間を図 6 に，

調べ，モデル探索部が学習コンフィグの探索の戦略を最適

それぞれのモデル検証で得られた精度を表 5 に示す．R と

化するための実行手段が実行部に備わっていることを確認

R（バギング方式）はそれぞれのモデルの検証で同じアル

する．

ゴリズムとハイパーパラメータを用いている．

分類のデータセットである Covertype[7] に対して wizz

R では望ましいハイパーパラメータを使ったモデルの検

を用いて MLlib，R，R（バギング方式）の 3 種類の方法で

証に時間内に至らなかったため，妥当な精度が得られな

evaluate を実行した場合の精度と実行時間を調べた．4.1

かった．本来であればデータを分割して学習してから精度

節と同様にハイパーパラメータは事前に与えられたものと

の平均を取るバギング方式と比べて精度は若干高い結果に

し，各ハイパーパラメータの設定範囲の最小値、中央値，

なると思われる．

最大値の 3 つの値をとるグリッドサーチでモデルを探索し

一方で，実行時間については今回の実験環境では R（バ

た．ハイパーパラメータの数を n とするとモデルを探索を

ギング方式）は 32 並列で実行されるため R に比べると実

n

終えるまでに実行するモデルの検証の回数は 3 回である．

行が 29.4〜32.0 倍高速である．R の 2 回のモデル検証の実

分類アルゴリズムは MLlib には線形 SVM を，R と R

行時間を合計すると 24 時間を越える理由は，wizz が逐次

（バギング方式）には RBF カーネルの SVM を用いた．前

実行の実行形態のモデル検証を複数同時に実行するためで

者は実行時間の短さを重視し，後者は精度の高さを重視し
ている．それぞれのハイパーパラメータの数は MLlib が 1
つ，R と R（バギング方式）は 2 つである．
モデルの探索を終えるまでに得られたモデルのうち最も
高い精度と実行時間を表 4 に示す．R と R（バギング方式）
は探索を開始してから 24 時間が経過してもモデル探索が
終了しなかったため途中で打ち切った．それぞれの精度は
打ち切るまでに得られた中から最も高い精度を載せている．

MLlib は 3 回のモデルの探索を 839.3 秒と短時間で終え

ある．
今回のモデル探索では時間の制約が短い場合 MLlib を，
時間の制約が長い場合は R（バギング方式）の実行形態を
用いてモデルを探索することが有効であり，探索における
戦略に多様性があることを確認できた．

5. 関連研究
大規模なデータの機械学習を実現する手段として並列処
理による機械学習ライブラリがある．大規模データ処理

ている一方で，R と R（バギング方式）は 24 時間たって

の仕組みとして MapReduce が有名であるが，MapReduce

もモデルの探索を全て終えることはできなかったことから

はジョブ間のデータの受け渡しに分散ファイルシステム

時間の制約が厳しくモデル構築を急ぐ必要がある場合には

を経由する必要があるため，機械学習で頻繁に発生する繰

MLlib が有効であった．R（バギング方式）は 7 回のモデ

り返し処理に不向きである．この問題を解決する方法と

ル探索で MLlib よりも高い精度のモデルを作成しており，

して，Apache Spark などはジョブ間のデータの受け渡し

精度を重視する場合には有効である．R の実行は実行時間

にメモリを用いることで繰り返しの処理を高速化してい

と得られる精度の両方の面で他の実行形態に勝った点はな

る [2], [8]．また，一つの MapReduce ジョブの中で繰り返

かった．

しに相当する処理を行うことで高速化する Hivemall もあ

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan

6

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2015-HPC-150 No.18
2015/8/5

表 5 モデル検証ごとの精度
2
3
4

1

5

6

7

8

9

51.3%

50.9%

-

-

-

-

-

-

-

R（バギング方式） 51.2%

51.2%

51.2%

68.9%

91.7%

51.2%

78.4%

-

-

R

る [9]．SystemML[10] は R 言語に似た宣言型の言語を用

証時の動的リソース割り当てを目指す．また，今回 wizz の

いて処理を記述することで MapReduce，または Spark に

自動化の対象外としたデータ設計についても自動化を行う

よって自動的に並列化を行う．機械学習処理を行う際に計

予定である．

算コストを見積もり実行方法を最適化するが，アルゴリズ
ムやハイパーパラメータの最適化は行っておらず機械学習
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表 1: 正誤表
ページ数

誤った記述

正しい記述

実行時間と得られる精度を見積もった

実行時間と得られる精度を見積もっ

上で最適な学習コンフィグ

た上で最適な学習コンフィグ

を自動的に探索するために

の自動的な探索を可能にする仕組み

P6

合計すると 24 時間を越える理由は

合計すると 24 時間を超える理由は

P7

SAP InfiniteInsights

SAP InfiniteInsight

P2

1

