
機械学習の学習パス：
データサイエンティスト – スキルトラッカー
データサイエンティスト向けの厳選された学習パスに沿った
スキルアップをサポートします



9 概要

2

1

2

3

AWS トレーニングと認定の「機械学習の学習パス：データサイエンティスト」は、
機械学習案件のエキスパートを目指すデータサイエンティスト、および数学、統計
学、分析のスキルを持つすべての人を対象に設計された学習パスです。自習型の
デジタルトレーニング、およびオンライン・対面式のクラスルームで受講可能な、
厳選されたカリキュラムが揃っています。ほとんどのコースはオンデマンド形式で
無料で利用できるため、方法やタイミング、場所を問わず、機械学習の基礎理論か
ら応用まで学習することができます。

このスキルトラッカーを利用すると、学習パスを進めていく際の進捗状況をチェッ
クすることができます。各コースでは、高度な数学、分析、統計学を利用した機械
学習スキルが身につけられるようになっています。繰り返しになりますが、このト
レーニングは、Amazon のエキスパートの機械学習の習得を支える信頼の高いト
レーニングをベースに構築されています。お客様は能力を身につけながら、知識
を実際のプロジェクトに応用できるようになります。また、AWS 認定資格を取得し
てキャリアを伸ばしたり、継続的にスキルセットを強化することもできます。

データサイエンティストへのステップ



1
コース名
スキルレベル
タイプ
所要時間
レベル
推奨/任意

コースの詳細

コース番号

チェックボタン

未開始

完了

紹介ページ

3

学習パス内には、シンボルやアイコンがあり、コースの長さ、開催
方法 （デジタル形式、講師によるオンラインまたは対面式のクラ
スルーム）、習得できる具体的なスキルに関する情報を確認でき
ます。

チェックボタンをクリックすると、マップ上に進捗状況が表示さ
れ、コースをいつ完了したか、また未開始であるかを確認できま
す。コースのタイトルをクリックすると、各トレーニングコースの
詳細、そのコースが学習パスのどの部分に位置するのかを把握
できます。                

今すぐ機械学習の学習パスを開始しましょう。

スキルトラッカーの利用方法



7
デジタル
8 時間
中級
推奨

スキルトラッカーを利用して機械学習
トレーニングの学習目標を達成しよう

3
デジタル
50 分
上級
推奨

1
デジタル
1 時間
基礎
推奨

3
デジタル
2 時間 30 分
上級
推奨

1
デジタル
30 分
中級
推奨

学習パス完了！

ゴールまであと半分です

問題の明確化
探索的データ分析
機能エンジニアリング
モデルのトレーニング
モデルのチューニングおよびデバッグ
モデルの評価
モデルのデプロイ/本番実装
データの準備とクリーンアップ
Amazon SageMaker

マップ - ページ 1

4

5
デジタル
4 時間 30 分
上級
推奨

 [日本未提供]  [日本未提供]8
オンラインまたは
1 日
中級
任意

対面式クラス
ルーム形式

8
オンラインまたは
4 日
中級
任意

対面式クラス
ルーム形式

3 時間
上級
推奨

試験

https://www.aws.training/Details/eLearning?id=26598
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=26598
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=26598


機械学習マスターを目指して
学習を続ける

デジタル
8 時間
中級
任意

デジタル
8 時間 30 分
基礎
任意

デジタル
1 時間 20 分
上級
任意

デジタル
2 時間 30 分
上級
任意

機械学習マスターに到達！

マップ - ページ 2

5

[英語]

[英語]

[英語]



The Elements of Data Science 
Data Science Capstone: Real-world ML Decisions
Machine Learning Data Readiness
Developing Machine Learning Applications
Practical Data Science with Amazon SageMaker
The Machine Learning Pipeline on AWS 
Machine Learning Security
Exam Readiness: AWS Certified Machine Learning – Specialty
AWS 認定 機械学習 – 専門知識

機械学習の学習パス：
データサイエンティスト コース一覧

Math for Machine Learning
Linear and Logistics Regression
Speaking of: Machine Learning Translation and NLP
Seeing Clearly: Computer Vision Theory

追加のコースでスキルを強化する

コースの概要

6

 [日本未提供]

 [日本未提供]

 [英語]

 [英語]



習得スキル

問題の明確化
探索的データ分析
機能エンジニアリング
モデルのトレーニング
モデルのチューニングおよびデバッグ
モデルの評価
モデルのデプロイ/本番実装

コース 1

デジタル

8 時間

中級

推奨

開始 終了

7

サインアップする、もしくはコースを開始する »

The Elements of Data Science
（データサイエンスの基礎）

機械学習モデルを構築し改善するスキルは、機械学習
分野のすべてのデータサイエンティストにとって必須の
コアスキルです。この最初のコースでは、機械学習の
土台を固めるために、問題の明確化、探索的データ分
析、機能エンジニアリング、モデルのトレーニング、チュ
ーニング、デバッグ、モデルの評価、および本番実装な
ど、必要となる基礎を確実に習得します。

このコースについて

https://www.aws.training/Details/eLearning?id=45311
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=45311


習得スキル

機能エンジニアリング
モデルのトレーニング
データの準備とクリーンアップ

デジタル

50 分

上級

推奨

コース 2

開始 終了

8

サインアップする、もしくはコースを開始する »

Data Science Capstone:
Real-world ML Decisions

（データサイエンスの真骨頂：世界で応用される機械学習の判定）

Amazon のデータサイエンティストが過去に機械学習
を使用して解決した、配送ルートの予測やギフト包装
の対象の判定などの実際の問題に取り組みます。ま
た、このコースを通して、お客様は機械学習モデルを
実際に構築、トレーニング、テストする経験を得ること
ができます。Amazon 社員と同じように、データを整理
し、機能エンジニアリングを行い、アルゴリズムを比較
します。

このコースについて

https://www.aws.training/Details/eLearning?id=49339
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=49339


習得スキル

データの準備とクリーンアップ

コース 3

デジタル

1 時間

基礎

推奨

開始 終了

9

サインアップする、もしくはコースを開始する »

Machine Learning
Data Readiness

（機械学習のデータ準備）

機 械 学 習 デ ー タの 準 備 とは 何 でしょうか？   
KNIME Analytics ツールを利用して、３つのケー
ススタディについてデータ準備状況を確認した
後、準備内容を特定し、準備作業を実施します。

このコースについて

https://www.aws.training/Details/eLearning?id=49958
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=49958


習得スキル

モデルのトレーニング
モデルのチューニングおよびデバッグ
Amazon SageMaker

デジタル

2 時間 30 分

上級

推奨

コース 4

開始 終了

10

サインアップする、もしくはコースを開始する »

Developing Machine
Learning Applications

（機械学習アプリケーションの開発）

A m a z o n のエキスパートが 利 用している A m a z o n 
SageMaker マシンなどの機能を活用します。モデルのト
レーニングとチューニングを行い、事前に構成されたア
ルゴリズムの使用方法を学んだ後、推奨システムや異常
検出といった具体的なユースケースについて、独自のア
ルゴリズムを構築する方法を紹介します。

このコースについて

https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=51163
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=51163


コース 5

開始 終了

習得スキル

探索的データ分析
機能エンジニアリング
モデルのトレーニング
モデルのチューニングおよびデバッグ
モデルの評価
モデルのデプロイ/本番実装
データの準備とクリーンアップ
Amazon SageMaker
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サインアップする、もしくはコースを開始する »

Practical Data Science
with Amazon SageMaker

現実世界の実際のユースケースを取り上げます。データセットの分析
や可視化から、データの準備、エンジニアリング機能まで、 Amazon 
SageMaker を実際に利用する上で関連するデータサイエンティストの
プロセスを詳しく見ていきます。また、モデルの構築、トレーニング、チュ
ーニング、デプロイについて学習します。このコースは、講師による仮想
クラスルーム形式で行われ、好きなタイミングで質問を行ったりエキス
パートとやりとりすることが可能で、魅力的なものとなっています。

このコースについて

 [日本未提供]

オンラインまたは

1 日

中級

任意

対面式クラス
ルーム形式

https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=40748
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=51163https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=40748


コース 6

開始 終了

習得スキル

問題の明確化
データの準備とクリーンアップ
Amazon SageMaker
機能エンジニアリング
モデルのトレーニング
モデルのチューニングおよびデバッグ
モデルの評価
モデルのデプロイ/本番実装

12

サインアップする、もしくはコースを開始する »

The Machine Learning
Pipeline on AWS

このコースは、プロジェクトベースのハンズオン形式が特徴で、機械学
習を通して実際のビジネス問題を解決できるようになります。講師によ
るプレゼンテーションやデモから得た知識を活用して、ビジネス問題を
解決します。具体的には 1) フライトの遅延の予測、2) お客様のデータに
基づく商品の推奨、または 3) クレジットカードの不正検出のいずれか１
つを選択できます。各コースは対面式また仮想クラスルーム形式で実施
することが可能で、どちらのオプションでも講師に質問したり講師とや
りとりすることができます。

このコースについて

 [日本未提供]

オンラインまたは

4日

中級

任意

対面式クラス
ルーム形式

https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=38910
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=38910


コース 7

開始 終了

習得スキル

AWS IAM (Identity and Access Management)

デジタル

30 分

中級

推奨

13

サインアップする、もしくはコースを開始する »

Machine Learning Security

お客様の機械学習プロジェクトを、AWS の包括的な
セキュリティで保護します。機械学習アプリケーション
を保護するための、NACL やセキュリティグループ、IAM 
(Identity and Access Management) のベストプラクテ
ィス、および暗号化、その他の製品およびサービスにつ
いて学習します。

このコースについて

（機械学習のセキュリティ）

https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=51347
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=51347


 
コース 8

開始 終了

デジタル

4 時間 30 分

上級

推奨

習得スキル

探索的データ分析
データエンジニアリング
機械学習の実装および運用
モデルのトレーニング
モデルの評価

14

サインアップする、もしくはコースを開始する »

Exam Readiness:
AWS Certified Machine
Learning - Specialty

この実践的なインタラクティブコースでは、「AWS 認定 
機械学習 – 専門知識」の試験準備を行います。試験問
題の解釈の仕方、試験で問われる概念の適用方法、お
よび学習時間の割り当て方について学びます。このコー
スでは、試験の例題と解説が含まれており、正しい回答
を簡単に判断したり、誤答をなくすことができるように
なります。

このコースについて

（試験準備ワークショップ：AWS 認定 機械学習 - 専門知識）

https://www.aws.training/Details/eLearning?id=48059
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=48059


 
コース 9

開始 終了

3 時間

15

AWS 認定
機械学習 – 専門知識
試験の詳細を見る・申し込む »

機械学習スキルを証明する最適な方法は何でしょうか？
「AWS 認定 機械学習 – 専門知識」を取得すると、AWS 

クラウドを使用して機械学習モデルを構築、トレーニング、
チューニング、デプロイする方法に関するスキルとノウハ
ウを保有していることを証明できます。また、この認定資格
は業界で認められているもので、与えられたビジネス問題
に対して、機械学習ソリューションを選択、正当化、特定や
アプローチ、設計、実装できることを証明します。

この試験について

https://aws.amazon.com/certification/certified-machine-learning-specialty/
https://aws.amazon.com/certification/certified-machine-learning-specialty/


 
認定

開始 終了

問題の明確化
探索的データ分析
機能エンジニアリング
モデルのトレーニング
モデルのチューニングおよびデバッグ
モデルの評価
モデルのデプロイ/本番実装
データの準備とクリーンアップ
Amazon SageMaker
AWS IAM (Identity and Access Management)
データエンジニアリング
モデリング
機械学習の実装および運用

習得スキル
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業界が認め信頼される
機械学習のデータサイエンティストになる

「AWS 認定 機械学習 – 専門知識」認定資格を取得して、データサイエ
ンティストとしてのスキルが認められると、すぐに実践で活用できます。
また、新しいスキルを通して、キャリアを伸ばしたり、新たなビジネス機
会への扉を開くことにもつながります。

AWS 認定プロフェッショナルやスペシャリストになると、デジタルバッジ
をアピールしたり、AWS が主催する限定の認定イベントの招待に参加
したり、「AWS トレーニングと認定」の他のコースの割引が受けられる
など、他にも実用的なメリットがあります。

AWS 認定について



機械学習のトレーニングを受講して次のレベルへ
追加のトレーニング機会を利用して知識を広げ、機械学習マスターになりましょう。

次のステップ

Math for Machine 
Learning

機械学習におけるベクトルや行列、
線形代数、確率論の定理、単変量解
析、多変量解析などのモダンなテー
マを深く掘り下げます。

Linear and Logistic 
Regression

Speaking of: Machine 
Learning Translation and NLP

Seeing Clearly: Computer 
Vision Theory

デジタル

8 時間

中級

デジタル

8 時間 30 分

中級

デジタル

1 時間 20 分

上級

デジタル

2 時間 30 分

上級

サインアップする » サインアップする » サインアップする » サインアップする »

正確な予測を行うために、線形回帰
モデル、最小二乗誤差、最尤推定、正
則化、ロジスティック回帰、経験損失
の最小化、および最適化手法を使用
する方法を学習します。

ニューラルネットワーク、および自然
言語を処理するための自動音声認
識、自然で流暢な翻訳、およびインサ
イト機能などを利用して、人間の言語
と機械学習とを連携させる方法を詳
しく見ていきます。

コンピュータービジョンと機械との
連携の仕組みについて、自動認識、深
層学習対応カメラ、衛星画像の分類
などのトピックを通して詳しく紹介し
ます。

17

 [英語]  [英語]  [英語] （理解：コンピュータービジョンの理論）

https://www.aws.training/Details/eLearning?id=26597
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=26597
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=26599
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=26599
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=27153
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=27153
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=51722
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=51722


AWS である理由

18

AWS では他のどこよりも多く、機械学習が利用されています。* AWS で機
械学習のトレーニングを受講すると、100万人を超えるアクティブなお客様
を支えているものと同じ最新のテクノロジーを自由に学ぶことができます。

「機械学習の学習パス：データサイエンティスト」は、Amazon のデータサ
イエンティスト自身が関連性の高いスキルを習得するために利用するカリ
キュラムをベースに構築された厳選されたトレーニングコースです。

次はあなたの番です。

「機械学習の学習パス：データサイエンティスト」のコースを受講すると、
時間や場所を問わず、スキルや機械学習の関連知識を習得することができ
ます。

AWS で機械学習を身につける

*Deep Learning on AWS Guidebook, Nucleus Research, October 2019

https://aws.amazon.com/training/learning-paths/machine-learning/data-scientist/
https://pages.awscloud.com/NAMER-ln-GC-400-nucleus-deep-learning-report-learn


© 2020, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 19

十分なトレーニングを受けた人材は不足しており、機械学習の導入の普及にと
ってますます大きな障壁となっています。しかし、AWS のトレーニングを利用す
ることで、機械学習のスキルギャップを自身の強みとして活用できます。必要な
基本スキルを習得し、キャリアアップを加速し、他の人から信頼されるイノベー
ティブな問題解決のエキスパートになりましょう。 

「機械学習の学習パス：データサイエンティスト」

今すぐ機械学習の学習パスを
開始しましょう

https://aws.amazon.com/jp/training/learning-paths/machine-learning/data-scientist/
https://aws.amazon.com/jp/training/learning-paths/machine-learning/data-scientist/
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