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 コースの説明 

このコースでは、機械学習 (ML) パイプラインを使用してビジネス上の問題を解決する方法について

説明します。受講者は、インストラクターのプレゼンテーションやデモンストレーションをとおし

てパイプラインの各フェーズについて学習し、その知識を活用してプロジェクトベースの学習環境

で、 3 つのビジネス上の問題 (不正検出、レコメンデーションエンジン、フライト遅延) のいずれか

を解決していきます。コースの最後には、受講者は Amazon SageMaker を使用して ML モデルの構

築、トレーニング、評価、チューニング、デプロイを行い、選択したビジネス上の問題を解決する

ことができます。 

レベル 実施形式 所要時間 

中級 クラスルームトレーニング、ハンズオンラボ、デモンストレーション、グループ演習 4 日間  

コースの目標 

このコースでは、以下について学習します。 

• 特定のビジネス上の問題に対し、適切な ML アプローチを選択し、その理由を説明する 

• ML パイプラインを使用して特定のビジネス上の問題を解決する 

• Amazon SageMaker を使用して ML モデルをトレーニング、評価、デプロイ、チューニングする 

• スケーラブルでコスト最適化された安全な ML パイプラインを AWS で設計するための 

• ベストプラクティスについて説明する 

• コースの修了後に、実際のビジネス上の問題に機械学習を活用する 

対象者 

このコースは以下のような方を対象としています。 

• 開発者 

• ソリューションアーキテクト  

• データエンジニア 

• Amazon SageMaker を使用した ML パイプラインについて学習したいと考えている方 
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前提条件 

このコースを受講するにあたって、以下の前提条件を満たしておくことをお勧めします。 

• Python プログラミング言語の基本的な知識 

• AWS クラウドインフラストラクチャ (Amazon S3 と Amazon CloudWatch) の基本的な理解 

• Jupyter ノートブック環境での基本的な作業経験 

登録 

https://www.aws.training/training/schedule?courseId=38910&countryName=JP&trainingProviderId=1 

 

 

コースの概要 

1 日目 

モジュール 0: はじめに 

• 事前評価 

 

モジュール 1: 機械学習と ML パイプラインの概要 

• 機械学習の概要 (ユースケース、機械学習の種類、主要な概念など) 

• ML パイプラインの概要  

• コースのプロジェクトとアプローチの紹介 

 

モジュール 2: Amazon SageMaker の概要 

• Amazon SageMaker の概要 

• デモ: Amazon SageMaker と Jupyter ノートブック 

• ハンズオン: Amazon SageMaker と Jupyter ノートブック 

 

モジュール 3: 問題の定式化 

• 問題の定式化の概要と ML が適切なソリューションであることの判断方法 

• ビジネス上の問題から ML の問題への変換  

• デモ: Amazon SageMaker Ground Truth 

• ハンズオン: Amazon SageMaker Ground Truth 

• 問題の定式化の演習  

• プロジェクトの問題の定式化 

 

https://www.aws.training/training/schedule?courseId=38910&countryName=JP&trainingProviderId=1
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2 日目 

            チェックポイント 1 と解答の確認 

モジュール 4: 前処理 

• データの収集と統合の概要、データの前処理と可視化の手法 

• 前処理の演習 

• プロジェクトデータの前処理 

• プロジェクトに関するクラスディスカッション 

 

3 日目 

            チェックポイント 2 と解答の確認 

モジュール 5: モデルトレーニング 

• 適切なアルゴリズムの選択 

• トレーニング用データのフォーマットと分割 

• モデルを改善するための損失関数と勾配降下法 

• デモ: Amazon SageMaker でトレーニングジョブを作成する  

 

モジュール 6: モデル評価 

• 分類モデルの評価方法 

• 回帰モデルの評価方法 

• モデルのトレーニングと評価の演習 

• プロジェクトモデルのトレーニングと評価 

• 初期プロジェクトのプレゼンテーション 

 

4 日目 

            チェックポイント 3 と解答の確認 

モジュール 7: 特徴量エンジニアリングとモデルチューニング 

• 特徴量の抽出、選択、作成、変換 

• ハイパーパラメータのチューニング 

• デモ: SageMaker ハイパーパラメータの最適化 

• 特徴量エンジニアリングとモデルチューニングの演習  

• プロジェクトへの特徴量エンジニアリングとモデルチューニングの適用 

• 最終プロジェクトのプレゼンテーション   

 

モジュール 8: デプロイ 

• Amazon SageMaker でモデルをデプロイ、推論、モニタリングする方法 

• エッジでの ML のデプロイ 
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• デモ: Amazon SageMaker エンドポイントを作成する 

• 事後評価 

• コースのまとめ 

 

 


