
機械学習スキルで
キャリアアップするには
機械学習スキルを磨く5つのW



これらの意思決定者の76%がスキルギャップによってビ
ジネス目標に、高または中程度のリスクがあると答えて
おり、この問題の迅速な解決に非常に意欲的です。1 さら
に、IDC社によると、ITスキルギャップによる全世界の損失
はまもなく年間あたり合計3,900億ドルになると予想さ
れています。2

このことが、開発者やデータサイエンティストの機会にど
のようにつながるのでしょうか？

Global Knowledge社のレポートによると、企業や組織で
は、ITチームの能力と仕事の満足度を非常に重要視する
ようになっていることがわかります。ITスキルギャップが
ビジネスに与える影響について説明する質問では、最も
多かった回答は「既存の社員にかかるストレスの増大」
で、このランクは企業の収益に関する問題である「ビジネ
ス目標を実現する能力の低下」(第4位)、および「運用コス
トの増大」(第8位) を大きく上回りました。

開発者、データサイエンティスト、およびその志望者は機
械学習スキルを高めることで、キャリアの促進・拡大や、
組織の価値やチームの評価の向上につなげることができ
ます。最先端のテクノロジーと、それを最大限に活用する
ために必要な社内チームの能力との間には開きがあり
ます。この拡大するITスキルのギャップを埋めることでメ
リットを享受でき、またチャンスに転換することにもつな
がります。

開発者やデータサイエンティストがこのITスキルギャップ
をどのようにキャリア形成につなげるかを理解するには、
まず、このギャップの大きさとその影響範囲についての概
要を知る必要があります。Global Knowledge 社の「2019 
IT Skills and Salary Report」によると、チーム内に必要
なスキルが不足していると回答したIT意思決定者の割合
は、2016年の31%から79%にアップしました。
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理由 (Why) 
機械学習スキルを身につけることが開発者やデータサイエ
ンティストにとって絶好の機会である理由は何でしょうか？
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この調査では、社員のストレスを軽減するにあたっての
会社の取り組みについては詳細には記載されていませ
んが（仮にある場合）、企業はITプロフェッショナルに多
くの給料を支払っていることが示されています。2019年
のレポートによると、世界各地のITワーカーの給料は平
均して5,000ドル上昇したことがわかりました。この金額
のうちどの程度がスキルギャップに起因しているものか
は不明ですが、「新しいスキルを習得」したため給料が上
昇したと述べた回答者では、平均的な給与の上昇は約 
12,000ドルで、全体的な平均の2倍以上になっていると報
告されており、現在の状況では、ITスキルを強化すること
で、給料の上昇につながることを示しています。

新しいスキルを学習すると金銭的に報われるように見え
ますが、このメリットを最大限得るために開発者やデータ
サイエンティストが学ぶべき具体的なスキルは何でしょう
か？この質問にはさまざまな回答がありえますが、考えら
れるアプローチの1つは、クラウド技術者の中でも 1) 需
要が高く、2) 珍しいスキルを探すことです。

そのため、機械学習スキルを身につけることは、開発者
やデータサイエンティストにとって最優先事項です。

Global Knowledge社の報告によると機械学習スキルの
需要は大きく、IT意思決定者の38%が、2019年の投資の
重要エリアとして「AI、コグニティブコンピューティング、お
よび機械学習」を挙げています。Grand View Research社
によると、2018年の全世界の機械学習市場の価値は69
億ドルであり、2025年までは、年平均成長率（CAGR）は 
43.8% で、967億ドルに達すると予想されています。3

機械学習スキルを持つ人材の供給は低い状況です。Global 
Knowledge社のレポートに戻ると、「人工知能と機械学
習」の有能な人材を見つけることは上位10個の課題の１
つとなっていました。

調査対象となったITプロフェッショナルの半分以上が、自
分の「AI、コグニティブコンピューティング、および機械学
習」のスキルが「やや低い」か「低い」と述べています。自身

の能力が「やや高い」または「比較的高い」と評価したの
はわずか22%で、「高い」と記述したのはわずか９%でし
た。

機械学習のスキルは、非常にニーズが高いだけでなく貴
重であるため、開発者やデータサイエンティストは、この 
ITスキルのギャップを自身のキャリアや組織の絶好の機
会に転換できるよう強く検討することが推奨される分野
です。

ただし、この進路に決めることは、長い道のりの中の最初
のステップに過ぎません。次のステップは適切なトレーニ
ングリソースを見つけることです。
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場所 (Where) 

AWSトレーニングと認定

AWSトレーニングと認定は、自身の機械学習スキルを迅速に総合的に身につけたい開発
者やデータサイエンティストにとって最適なリソースです。学習者の経験レベルを問わず、
機械学習を習得して、絶好の機会を掴むための効率的で効果が高いトレーニングコース
が揃っています。AWSトレーニングと認定では、機械学習に関する以下のリソースがを提
供しています。

実際に手を動かす実践的なハンズオントレーニング: コースや資料では、現実世界のタス
クや場面に対応できるよう理論以外も紹介しています。参加者は自分のロールに関連す
るユースケースを学び、大きなビジネス価値を創出するよう設計されたプロジェクトを行
い、リスクのないサンドボックス環境で実習し実験します。

ユーザーに合った方法で学習できる柔軟性: AWSの機械学習トレーニングでは、65種類
以上のコースが用意されており、あらゆるスキルレベルをカバーします。トレーニングはさ
まざまな方法で提供されており、無料のデジタル学習、講師による仮想および対面式のク
ラスルームコース、社内プライベートトレーニグなどがあります。ユーザーは自由にこれら
の方法をうまく組み合わせることで、好みの内容を、希望する方法、タイミングで学ぶこと
ができます。また、ユーザーは機械学習を段階的に習得できる厳選されたコースを選択し
たり、関心のあるコースに直接進んだり (ほとんどの場合)、これらの方法を組み合わせて
選択することもできます。

エキスパートカリキュラムのオリジナルを直接利用: 現在、AWS上で機械学習モデルを構
築、トレーニング、デプロイ、運用している企業は数万社あり、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トレーニングと認定を選択すると、開発者やデータサイエンティストは機械学習の一
般的な知識だけでなくAWSを使用してデプロイする方法も含めて、エキスパートから直
接、最新の知識の機械学習スキルを学ぶことができます。また、ユーザーはAmazon自身
の機械学習の開発者やデータサイエンティストが利用するものと同じカリキュラムをベー
スにしたトレーニングを利用します。

ここまでで、開発者とデータサイエンティストが機械学習スキルを向上させる必要がある
理由（Why）と、トレーニングに最適な場所（Where）について取り上げてきました。次のセ
クションでは「内容（what）」に進み、機械学習モデルやシステムを最大限活用するために
身につける必要がある具体的なスキルを紹介します。

機械学習スキルを習得する場所として最適な場所はどこでしょうか？



内容 (What) 

機械学習の能力を最大化し、スキルギャップのチャンスを活かすには、特定の分野の専門
知識の習得が必要になります。このチェックリストを使用すると、開発者とデータサイエン
ティストは、未習得の機械学習の内容を確認したり、学習しながら進捗状況を追跡したり
することができます。*

*このリストは完全な一覧ではありませんが、最も重要な機械学習スキルとAWS上で機械学習をデプロイするための重要スキルを  
中心に取り上げています。

 機械学習の用語 基礎線形代数、統計、および確率

CRISP-DM 方法論とフレームワーク 問題の明確化

問題の明確化 探索的データ分析

データの準備とクリーンアップ データの準備とクリーンアップ

機能エンジニアリング 機能エンジニアリング

モデルのトレーニング 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 モデルのチューニングおよびデバッグ

モデルの評価 モデルの評価

モデルのデプロイ/本番実装 モデルのデプロイ/本番実装

AWS AI/機械学習スタック AWS IAM (Identity and Access Management)

Amazon SageMaker Amazon SageMaker

開発者 データサイエンティスト
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開発者やデータサイエンティストに求められる
機械学習スキルは何でしょうか？
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人 (Who) 
機械学習ヒーローは　　　　　
どのような人物でしょうか？

Kesha Williams
Software Engineer and Training Architect and 
AWS Machine Learning Hero

AWS機械学習ヒーロープログラムでは、深層学習フレームワークの専門知識を持ち、AWS
の最新の機械学習技術に情熱を注ぐ開発者や研究者に焦点を当てています。彼らヒーロ
ーによって、Amazon自身の開発者やデータサイエンティストが利用するカリキュラムと同
じものをベースにした機械学習プログラムのメリットが証明されています。

械学習ヒーローは、ヒーローのブログ投稿、ビデオ、テクニカルセッション、直接対応を通し
て、あらゆるレベルの学習者に対して、機械学習スキルを迅速に大規模に習得および応用
できるようサポートします。

機械学習ヒーローとつながる >

https://aws.amazon.com/machine-learning/ml-community/


Alex Schultz
Senior Software Engineer and AWS Machine 
Learning Hero since 2019

Alex とつながる >

機械学習を職場や自宅で学習する
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「AWSトレーニングと認定は、すべてが連携されており、
初心者から実際のモノを構築するレベルまで学ぶことが
できるため、開発者の知識をブラッシュアップする最適な
コースだと思います」

Alex Schultz氏は、さまざまな理由から機械学習スキルを向上させる決心をしましたが、
主な理由は挑戦でした。

Alex氏は次のように述べています。「従来のプログラミングでは解決できない問題が非常
に多くあると思っています。しかし、機械学習は新たな扉を開くものであり、このような問
題を解決するための手段や新しい方法がすべて揃っています。これは途方もないことであ
り、これからあらゆるものが変化していくでしょう」

Alex氏は、自身のキャリアにおけるこのテクノロジーの重要性に気づき、「AWS認定 機械
学習 – 専門知識」資格を取得するため、時間を見つけて機械学習に触れる機会を持つこ
とにしました。 彼は試験準備を開始した当初は、AWSトレーニングと認定のプラットフォー
ムに関心がありましたが、まもなく他の多くのメリットにも気づきました。

Alex氏は次のように話します。「このプラットフォームには他のどこよりも多くの情報があ
り、新しい内容も日々追加されているため、非常に役立つリソースです」

Alex氏は、コースの構成、厳選された学習パス、具体的な質問の回答を簡単に発見できる
こと、およびプラットフォームの直感的なインターフェイスに感銘を受けました。

「AWSトレーニングと認定は、初心者から実際のモノを構築するレベルまで学ぶことがで
きるため、開発者の知識をブラッシュアップする最適なコースだと思います」と、Alex氏は
述べています。

Alex氏は熱心な学習者で学術的な教科書を頻繁に読んでおり、今後も職場や自宅
で、AWSトレーニングを通して引き続き機械学習の可能性を追求していくことを考えてい
ます。

「私の妻は家族の写真を100万枚ほど持っています。そこで、写真のアルバムを調べ、写
真を整理するため、深層学習とコンピュータービジョンを使用するイメージオーガナイザ
ーとタグ付けプログラムの開発を試みています」とのコメントもいただきました。

https://aws.amazon.com/developer/community/heroes/alex-schultz/?did=dh_card&trk=dh_card


多くの知識やリソースに触れる

Arvs とつながる >
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「AWSトレーニングと認定を評価するなら、おそらく9.5点～10
点、それ以上かもしれません。これまでの学習ライブラリで最高の
１つだと思います。」

Joshua Arvin Lat
CTO and AWS Machine Learning 
Hero since 2020

Joshua Arvin Lat氏は友人からはArvsと呼ばれており、AWSトレーニングと認定の熱心な
愛好者です。

「AWSトレーニングと認定を評価するなら、おそらく9.5点～10点、それ以上かもしれませ
ん。これまでの学習ライブラリで最高の１つだと思います」

Arvs氏は気に入っている点として、レイアウトや構成、特定のスキルの厳選された学習パ
スが便利なこと、トピックやロール別、他のカテゴリのコースの絞り込みが容易なことを
挙げています。

Arvs氏は次のように述べています。「私は、同じ学習ライブラリの前のリファレンスで学習
した内容の上に構築できる機能が気に入っています。内容は適切に説明されており、受講
者の技術的な能力に関する前提条件はありませんでした」

Arvs氏はAWSトレーニングと認定を利用して，さまざまなトピックを学習していますが、 そ
の大半はデータサイエンスと機械学習の分野になります。 彼は自分の仕事に不可欠な、
セキュリティテストや侵入テスト、異常検出、予測などのスキルを身につけました。AWSの
トレーニングを通して、開発やデータサイエンスの仕事を完了するスピードが速まり、管理
職の仕事やリーダー的な役割に取り組む時間が増えました。

また、機械学習スキルを身につけることで、大きな学習の投資から、ついに長く待ち望んで
いたリターンを得られるという予期しないメリットがありました。

Alex氏は次のように回想しています。「大学では数学と統計学を学ぶだけでした。大学を
卒業後、『これまで学習したことが役に立ったことある？』と冗談を言っていましたが、機械
学習に深く取り組む必要が出たとき、『この部分に応用できるのか！』と気づきました。私は
最終的に大学の授業を役立てることができました」

https://aws.amazon.com/developer/community/heroes/joshua-arvin-lat/?did=dh_card&trk=dh_card
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タイミング (When) 
開発者やデータサイエンスティストが　　　　　　
学習を開始するタイミングはいつでしょうか？

開発者やデータサイエンティストが機械学習スキルの学
習を開始する最適なタイミングは今すぐです。

AWSトレーニングと認定には、無料のデジタルコースや
資料がたくさん揃っているため、待つ必要はありません。

AWSでは、開発者とデータサイエンティストができるだけ
効率的に総合的に機械学習スキルを身に付けられるよ
うに、次のような具体的な学習パスが用意されています。

AWSトレーニングと認定では、いずれの学習パスも長期
間の取り組みなどは必要ありません。機械学習のステッ
プがまだ最初の段階の開発者やデータサイエンティスト
は、１つの入門コースで概要を体験することができます。

開発者向けのAWSの推奨コース: Machine Learning 
Building Blocks: Services and Terminology (40分、
自習型のデジタルコース、無料)。

データサイエンティストおよびその志望者向けのAWS 
の推奨コース: Data Science Capstone: Real World 
Machine Learning Decisions (50分、自習型のデジタ
ルコース、無料)。

詳細は、AWS トレーニングと認定ページをご覧ください。

ユーザーは学習パスを自由にピックアップして参加した
り、興味のある他のコースやリソースを閲覧できます。

開発者の機械学習の学習パスを詳しく見る >

データサイエンティストの機械学習の学習パスを詳
しく見る >

詳細はこちら >

学習パスをスタートする準備は
できましたか？

https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=45688
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=45688
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=49339
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=49339
https://aws.amazon.com/training/learning-paths/machine-learning/developer/
https://aws.amazon.com/training/learning-paths/machine-learning/data-scientist/
https://aws.amazon.com/training/learning-paths/machine-learning/data-scientist/
https://aws.amazon.com/training/learning-paths/machine-learning/


まとめ
このガイドでは、開発者とデータサイエンティストを対象に、機械学習スキルを
身に付ける上での５つのWを紹介しています。

理由 (Why): キャリアアップを加速することで、価値を高め立場を向上

場所 (Where): AWS トレーニングと認定

内容 (What): 機械学習の重要スキルのチェックリスト

人 (Who): 機械学習ヒーローが成功を証明

タイミング (When): 開始するベストなタイミングは今すぐ

*無料の Amazon/AWS アカウントが必要です。

コースの参照と詳細はこちら >

トレーニングを開始する* > 

出典:
1. https://www.globalknowledge.com/us-en/content/salary-report/it-skills-and-salary-report/
2. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44842319
3. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/machine-learning-market

https://www.aws.training/LearningLibrary?filters=classification%3A30&filters=language%3A1&search=&tab=view_all
https://www.aws.training/

