
機械学習の学習パス
トレーニングと認定

AWSのエキスパートから必要スキルを学習



機械学習は、人工知能（AI）を実現するための基本的なメカニズム

であり、現在、IT技術で最も活発な分野の１つです。一方で、機械学

習のトレーニングや認定を受けた人材が不足しており、このテクノ

ロジーの幅広い導入の障壁となっています。このeBookでは機械

学習の将来性を確認し、刷新されたトレーニングと認定を通して、

開発者やデータサイエンティストが、組織の成功をサポートするス

キルを身につけることについてのメリットを考察します。

機械学習、つまりAIは新しいものではありませんが、計算能力の進

化とクラウドの実質的に上限のないデータ容量の登場によって、予

測モデルの正確さと自己最適化の能力が大幅に向上しました。そ

の結果、ビジネスの成功を後押しするような機械学習の可能性が

加速度的に広がっています。現在、重要な領域のビジネス問題や技

術的な問題を解決するために、多くの企業でクラウドベースの機械

学習が幅広く利用されており、インターネット検索、スパムメールの

フィルタリング、ユーザーへのおすすめ機能などで使われています。

機械学習テクノロジーを使ってデータから
有意義な情報を取り出す

「AIは1950年代に開発されたもので、まったく新しいものでは
ありませんが、現在、クラウドコンピューティングとその柔軟性
を活用して、大量のデータを取り出してニューラルネットワーク
に投入することで、統計的にエンジニアリングが困難なものか
らインサイトが得られるようになりました」
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Olivier Klein, 
Head Emerging Technologies for AWS, APAC



現在の組織に求められるような機械学習の
エキスパートになる

機械学習のスキルギャップは
大きなチャンス
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メッセージはシンプルです。機械学習のトレーニングを受け、認定を取得することで、自身
のキャリアを伸ばし、会社でプロジェクトを推進できるようになります。

ここからは、少し視野を広げて、機械学習が大きなグローバル市場にどのような影響を与
えているか客観的に見ていきましょう。

企業や組織では現在、機械学習の経験が豊富な人材を見つけることに苦労しており、特
にデータサイエンティストや開発者といった高度な技術職で顕著になっています。1

•

トレーニングの他にも、各技術者はそれぞれの専門分野について機械学習の認定を取
得することで、知識が証明され、評価を高めることができます。

•

このトレーニングプログラムでは現在、これらのニーズに対応するために機械学習の重
要な領域全体をカバーしており、多くの開発者やデータサイエンティストが、市場で最も
需要の高いスキルを身につけています。

•



機械学習を利用したプロジェクトの増加は、
多くの業界に大きなインパクト

日々の生活に及ぼす機械学習の影響

機械学習は広く普及 ガートナー社による、エンタープライズ企業の将来のプロジェクト数の予測 (平均)：

来年は 2022年までに

をスタート を開発
6 35件の新しい機械学習

プロジェクト
件の機械学習
プロジェクト

4

小売業界のショッピング体験は、機械学習モデルによって大きく変化しており、実店舗や
オンライン店舗を問わず、買い物客におすすめ商品を案内しています。3

•医師は、実際の治療成績に関するデータに基づいて病気を治療するための最適な方法
を判断するために、潜在的に機械学習モデルを使用しています。3

•

教育分野では、教師が機械学習を利用して、各生徒の達成度合いに応じた学習パスを
迅速にアレンジしています。4

•

銀行業界では、脅威インテリジェンスシステムや脅威防御システムを自動化したり、不
正分析や調査を自動的に行うためにAIへの投資が進められています。5

•

小売電気事業者は、機械学習を利用して利用状況を予測し、顧客にこれまで以上に正
確な価格を提供しています。3

•



グローバル経済
を引き上げるAI 
と機械学習
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AIシステムへの投資は2023年には世界で約980億ドル
になると予想されています。5

•

世界のGDPは、2030年には、AIによって最大14%以上増
えると予想されており、これは15兆7,000億ドルの増加
に相当します。3

•

2018年～2023年の期間に急激な投資の拡大が予想さ
れるAIの利用分野は、人事、医薬品研究、および技術開
発です。5

•

2019年の調査報告によると、米国企業の経営幹部の
48%が、AIは売上や利益をアップする道筋だと考えてい
ます。6

•



機械学習トレーニングの背景 - AmazonからAWSに、そしてお客様に

AWSのトレーニングと認定によって
エキスパートを育成する仕組み

1. AWSのお客様が使用する機械学習のカリキュラムは、元々はAmazonで、ビジネスチャンスの実現

をサポートするために開発されました。お客様と同様に、Amazonのチームも、既存の従業員のスキ

ルアップが必要だと感じていました。そこで、機械学習について知る必要がある従業員全員が学習す

るためのトレーニングプログラムを開発することを検討しました。それ以来、何千人もの「Amazon社

員」やその他の人々が、機械学習の基本的な概念から詳細な応用まで幅広い学習トピックを学ぶた

めにこのトレーニングプログラムを利用してきました。

2. 従来のトレーニング提供方法には課題があることがわかったため、元のカリキュラムを拡張して、

デジタル形式で無料利用できるようにしました。現在では、時間や場所に関係なく、学習者は貴重な

新しい知識を習得したり、既存のスキルをレベルアップすることができます。

3.トレーニングはAWSのエキスパートが作成したもので、お客様は非常に短期間で、AWS上に機械学

習ソリューションを構築したり実装できるようになります。基本知識から高度な応用まで、さまざまな

役割や経験レベルに合ったコースが揃っています。

4. 最後に、認定資格を目指すことは、学習の過程を形として残すことであり、各個人の重要な目標設

定となります。さらに、認定を取得することは、実世界での経験が正式に認められることであり、お客

様の機械学習能力の信頼性につながります。「AWS認定 機械学習 – 専門知識」の資格を取得して、機

械学習モデルを構築、トレーニング、チューニング、デプロイする能力を実証しましょう。

「私は、AWS機械学習のトレーニングと認定を通して、機械学習ワークフローにおける、Amazon 
SageMakerの使用方法に関する知識とスキルを幅広く身につけました。これらには、画像のラベ
リング、モデルのトレーニングおよびトレーニング済モデルのデプロイ、短期間で効率的にモデル
を取得して本番環境に投入するスキルなどが挙げられます」

Kire Galev, 
Developer and AWS Machine Learning Hero 6



開発者およびデータサイエンティスト向け
の役割別の学習パス、および認定取得準備
のためのリソース

学習パスのガイダンスによって
学習過程をスピードアップ

AWSトレーニングと認定では、多様なロールの独自のニーズに対応するよう設計され
た厳選されたコースが用意されており、学習パスが用意されています。また、大きなチ
ームのスキル開発をサポートできるように、他にもさまざまな学習パスが揃っています。

この学習パスでは、今日の開発者が直面する各問題に関する深い知見が得られます。お
客様は既存のツールやアプリケーションに機械学習機能を統合する方法、およびデータ
サイエンティストとの連携を強化して機械学習技術でイノベーションを実現する方法を学
ぶことができます。

では、開発者とデータサイエンティスト向けの具体的な学習パスを詳しく見ていきましょう。

当社のデータサイエンティスト向けの学習パスは、特に機械学習案件のエキスパートを目
指す数学、統計学、分析のスキルを持つ個人を対象としています。この学習パスでは、機械
学習の背後にある数字を深く掘り下げます。

これらのタイムリーなコースを一通り完了することで、機械学習によってもたらされる、デ
ータの取り込み、システム要件やパフォーマンス、お客様の組織のカスタマーエクスペリエ
ンスに対する変化についての理解が深まります。

開発者

データサイエンティスト

Joshua Arvin, 
CTO and AWS Machine Learning Hero
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「世界中のすべてのプロフェッショナルやチームに対してAWSが品質の高いデジタルコースを提供してい
ることは素晴らしいことです。私は個人的に、機械学習の知識ゼロの状態からエキスパートになるための
サポートとして、これらのコースやリソースを利用しました」



一歩リードできるよう、最も需要の高い
機械学習スキルを身につける

AWSで機械学習の
トレーニングを始める

機械学習の学習を開始したばかりでも、すでに一定の経験を持っている場合でも、AWS
はお客様やお客様の同僚が、現在最も需要の高い機械学習のスキルをマスターできる
ようサポートします。

こちらから受講できます
65種類以上

の機械学習コースは

「私が機械学習を使い始めたとき、機械学習コミュニティのリーダーと
してのキャリアおよび自己開発を実現する上で必要になるスキルを学
ぶために、AWSが提供するトレーニングは大いに役立ちました」

「AWSのトレーニングと認定は、点と点とを結びつけ、私の機械学習ス
キルを次のレベルに引き上げました。その結果、学習した内容を職場
の新しいプロジェクトに直ちに応用できるようになり、新たにリーダー
的な役割を担うことになりました」

Alex Schultz, 
Senior Software Engineer and AWS Machine Learning Hero

Kesha Williams,
Software Engineer and Training Architect and AWS Machine Learning 
Hero
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https://www.aws.training/LearningLibrary?filters=classification%3A30&tab=view_all


AWS認定資格は業界で認められている
技術スキルの証明書

AWSで機械学習の
専門知識を証明する

学習について具体的に認識でき、専門的なスキルセットを伸ばす明確な挑戦があること
は大きなモチベーションにつながると、しばしば学習者の皆さまから声をいただいてお
ります。認定資格は、お客様の学習の過程を形に残すものであり、個人的な目標を明確
に設定して取り組むことができます。

他のメリットとしては、AWS認定資格を通して、お客様のスキルや専門知識が対外的に
認められることです。

この専門知識認定の対象者は、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、デプロイする能力を証明することを望んでいる開発者およびデータサ
イエンティストです。また、この試験は、AWSの機械学習のスキルおよびビジネス的な価値
をお客様の組織の意思決定者に示すためにも役立ちます。

AWSクラウドにおいて機械学習ワークロードの開発、アーキテクチャの設計、または運
用の経験が1～2年ある場合、認定を受ける準備が整っていると思われます。AWSでは、
認定資格の準備に必要な追加的な知識やスキルを習得するための関連コースやリソー
スを提供しています。「AWS認定 機械学習 – 専門知識」試験の準備資料はこちらから
入手できます。

「AWS認定 機械学習 – 専門知識」

認定資格の準備
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意思決定者の93%は、認定を受けたチームメンバーがもたらす価値は、認定に要したコ
ストを上回っていることに同意しています。7

•

認定試験の準備に取り組んだITプロフェッショナルの70%が、仕事の能力がアップした
と述べています。7

•

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


aws.training/machinelearning
クラスに登録する

いますぐ学習を開始しましょう >
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