
クラウドスキルに
投資し競争力を
高める
AWS スタッフの視点から



多くの企業のリーダーがクラ
ウドへの移行へと舵を切るな
か、既存 IT 基盤が企業のさ
らなる成長を妨げているので
はないかとも考えられます。

クラウドには、さまざまな種類のプラクティスやテクノロ
ジーが関わっています。DevOps、infrastructure as code、
自動化されたセキュリティ、コンプライアンス制御などにク
ラウドを最大限に活用するには、ま ったく異なるマインド
セットと文化が必要です。現在の社員に対して、経営層は、
こうしたスキルが欠けていると結論付けるかもしれません。

AWS エンタープライズストラテジストの Mark Schwartz は、
信念がしばしは本当らしく聞こえていることを理解していま
す。彼は次のように述べています。「もちろん、それはその通
りです。現在の社員がクラウドスキルを備えている可能性はお
そらく低いでしょう。しかしそれは、企業が、社内でこれまで
活用していたクラウド以外の技術に関わるニーズに対応させる
目的で従業員を選び、彼らにトレーニングを提供していたこと
によるものです。 その会社で働いていて、従業員がクラウドに
携わる機会を得られる可能性はほとんどなく、当然、クラウド
への深い理解を示す機会はありません。」

この考えを裏付けるデータがあります。2018 Global 
Knowledge IT Skills and Salary Report によると、IT 意思決定
者の 70% が、自社チームのスキルレベルと、組織の目標達成
に必要な知識との間に隔たりがあることが報告されています。
このギャップは過去 2 年連続で拡大していて、今後しばらくの
間は続きそうです。

しかし、このギャップは克服できない問題ではありませ
ん。AWS ジェネラルマネージャーの Stephen Orban は、ブロ
グ記事 You Already Have the People You Need to Succeed in 
the Cloud において、すでに社員は、会社、その製品と顧客に
ついて貴重な知識を持っていると述べています。さらにOrban 
は、「私はこれまでに、適切なスキルと積極的な態度を持った
人物がクラウド環境で自らに適した役割を見つけられない、と
いう事例を目にしたことがありません」と述べています。 実際
のところ、技術系の社員は習得が早く、柔軟で熱心な学習者で
ある傾向があります。

本当の問題は、社員が既存の技術的スキルをもとに重要な新し
いスキルを習得するのを支援することで、会社のインサイダ ー
としての従業員の豊富な知識をどのように活用するかです。



トレーニングを受
けた人物は、自分
の仕事に十分に満
足し、より安心感
を持つ傾向が強く
なっています。"

スキルギャップを埋める第一歩
クラウド関連の役割を務める新しい社員
を採用し雇用するのには、多くの費用と時
間がかかる可能性があります。

AWS Training and Certi ication のリーダーで
ある Sara Snedeker は、次のように述べてい
ます。「ほとんどの企業には、従来型の ITか
らクラウドへの移行に必要なスタッフとサ
ポートがすでに存在しています。しかし、こ
れらの企業は、社員がすでに持っている基
本的な IT スキルと組織に関する知識をクラ
ウドの新しい役割に応用できるよう、従業
員の学習を支援する必要があります。

彼女は次のように付け加えています。「ト
レーニングは、あなたが社内で同意を得る
のに役立ち、スタッフが同じ言語で会話す
るようにし、チームがより効率的にビジネ
ス目標を達成するのを支援することができ
ます」

クラウドに着手したばかりの企業も、クラ
ウドファースト戦略を検討している企業で
も、2019 年の計画の一部に社員の教育を盛
り込む必要があります。

ICD のホワイトペーパー Train to
Accelerate Your Cloud Strategy では、ト
レーニングによって組織がクラウドの導入
を迅速化し、ビジネス目標をより早期に達
成し、クラウド導入に関する懸念を克服で
きることが示されています。この調査によ
ると、包括的なトレーニングを受けた組織
はクラウドの導入が 80% 早く、クラウド
がイノベーションの活性化に役立つことを
実感する可能性が 2.7 倍高く、クラウドの
ROI 要件を満たす可能性が 3.8 倍高く、運
用とパフォーマンスの懸念を克服する可能
性が 4.4 倍高くなっています。

Snedeker によると、トレーニングは時間
と費用の節約にも貢献します。クラウド関
連の役割を務める新しいスタッフの雇用を
回避できるだけでなく、社員の定着率が向
上する可能性があります。

Global Knowledge による調査では、トレ 
ーニングは仕事の安心感と満足感に正の関
係にあることが示されています。トレーニ
ングを受けた人物は、自分の仕事に十分に
満足し、より安心感を持つ傾向が強くなっ
ています。



トレーニングは前
に進むのに役立ち
ますが、それだけ
では十分ではあり
ません。"

AWS トレーニングを活用して組織を
教育する
AWS トレーニングは、さまざまなトピッ
ク、方式、およびクラスレベルのトレーニン
グで組織がクラウドスキルを構築するのを支
援できます。

AWS.training には、100 を超える無料のデジ
タルトレーニングコースがあります。これら
の無料コースは、従業員が学習を始めるため
の最適な機会を提供しています。デジタルコ
ースの長さは通常 10 分間で、何十もの AWS
のサービスとソリューションに関する基本的
な知識を得られるように作られています。

開始方法として、Snedeker は次のことを提
案しています。「クラウドの概念、AWS の
サービス、セキュリティ、アーキテクチャ、
料金、およびサポートの概要を学ぶために、
例えばクラウドプラクティショナーの基礎知
識の受講をチームに推奨します。また、AWS
のカタログを利用して、Introduction to
Amazon GuardDutyなど、最新の AWS のサ
ービスに関するデジタルトレーニングを検索
することもできます。

基本スキル以上の内容を学びたい学習者を対
象に、AWS はクラスルームトレーニングも
提供しています。さらに、AWS インストラク
ターによる 1～3 日間の集中トレーニングを
ご用意しています。Snedeker は次のように説
明しています。「クラスルームトレーニング
に興味をお持ちでしたら、学習戦略に関して

お客様の組織と直接やりとりすることができ
ます。」お客様のニーズを評価し、カスタマ
イズされた学習プランを構築することで、チ
ームがお客様特有のビジネス目標の達成に必
要なスキルを学習できるようにします。
また、プライベートオンライントレーニング
は、インストラクターがお客様の拠点に訪問
し、お客様の AWS ユースケースに精通した
そのインストラクターから直接学ぶことので
きる機会をチームに提供します。あるいは、
プライベートな関わりを持つ仮想クラスルー
ムトレーニングは、チームのスキルを簡単に
強化するための柔軟で費用対効果の高い方法
を提供します。

プライベートトレーニングについては、AWS
トレーニングチーム にお問い合わせくださ
い。お近くの公開クラスについては、AWS.
training を検索してください。

知識とベストプラクティスとをスケ
ールする
トレーニングは先に進むのに役立ちますが、
それだけでは十分ではありません。企業内で
中核となる専門知識を構築した後、その知識
をどのようにスケールできるでしょうか？
専門家を Cloud Centers of Excellence (CCOE)
にプールし始める組織もあります。CCOE で
は、自動テスト、デプロイスクリプト、イ
ンフラストラクチャプロビジョニング、継
続的インテグレーションなどを取り入れる
DevOps モデルなど、新しい作業方法を実装
することができます。



しかしその一方で、全社的なコンピテンシー
を構築するには、これらの専門的スキルをど
のように活用すればよいのでしょうか？

「企業により特徴や背景は異なりますが、そ
れらの違いを問わずに優れた結果が実証さ
れている、関連性の高い技法があります」
と Schwartz は述べます。「クラスルームで
はなく経験に基づいたこれらの技法には、ス
キルを持つ人物とスキルを伸ばしたい人物と
を組み合わせることが含まれます。優れたプ
ラクティスに絶えず触れることは、重要なス
キルを教えるだけでなく、新しいパラダイム
で働くことを全く自然なことだと考える人
たちに学習者が接する機会も与えます。つま
り、これらの技法は文化的な変化にも貢献し
ます。」

Schwartz は最近のブログで、スキルを共有
するためのいくつかの方法を強調しています:

• 「ペアプログラミング」 - 熟練したチーム
と未熟練のチームをペアにする手法で、エ
クストリームプログラミングのコミュニテ
ィおよびアジャイルの世界で一般的に用い
られています。

• Target により開発された「道場アプロー
チ」。Center of Excellence (または道場)を
採用し 1 度に 1 つのチームごとにスキルを
教育します。

• 最後に、Capital One で導入された「チー
ムを分割し学びを伝播する方法」。クラ
ウドプロジェクトに精通したチームを分割
し、専門家と初心が存在する 2つの新しい
チームを形成します。

これらの技法はすべて、集中型や階層型では
なく有機的なものであり、熟練した専門家が
実践的な学習を通じて知識を広めるための新
しい道を開いています。集中管理された学習
はスケールの問題に直面するため、これは重
要なことです。さらに、これらのプログラム
は、スキルを持つ人たちにその能力について
肯定的な気持ちを抱かせ、それを広めること
に誇りを持たせます。そしておそらく、教え
る相手の成功に興味を持ちます。

いますぐ始めるには

競争力を維持するうえで、クラウドのスキル

は最も重要な投資対象かもしれません。しか
し、他のクラウドイニシアチブと同様に、組
織のスキルアップは、すでに現在の従業員が
自社の事業、文化、および影響力の構造を
理解していることを確認することから始める
必要があります。変革後の世界では、それが
おそらく最も 重要なスキルセットです。そし
て、その基盤が整っていれば、クラウドのス
キルの習得は、知識を共有し伝えるための所
定のメカニズムを用いて、すでに知っている
ことを土台に構築するという、はるかに簡単
な命題になります。

優れたプラクティ
スに絶えず触れる
ことは、重要なス
キルを教えるだけ
でなく、学習者
が、新しいパラダ
イムで働くこと
を全く自然なこ
とだと考える人
たちに接する機会
も与えます。"




