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ランプアップガイド：機械学習

AWS トレーニングと認定は、皆様がイノベーションを実現し未来を築く支えとなる実践的なクラウ

ドスキル・能力を身につけ、自信を深め、信頼を得られるようサポートいたします。このリファレン

スガイドでは、機械学習に関する基礎、概念、ベストプラクティスの知識を深めるための学習リソー

スを確認いただけます。無料のデジタルトレーニング、クラスルームトレーニング、動画、ホワイト

ペーパー、認定、およびその他のリソースを紹介します。これらは、需要の高いクラウドスキルや実

際で利用できる知識を習得することでお客様がキャリアを伸ばせるよう、AWS のエキスパートが厳

選したものです。トレーニングの受講や認定試験の申し込み、進捗状況の確認等には、aws.training

の無料のアカウントを設定し、利用を開始しててください。

AWS トレーニング ≫ www.aws.training/

http://www.aws.training/


クラウド (クラウドサービス) とは？ -----------------------------------

AWS Cloud Practitioner Essentials (Second Edition) ----------------

デジタルトレーニング（無料） / クラスルームトレーニング

AWS によるクラウドコンピューティング ------------------------------

AWS の用語集 (AWS 全般のリファレンス) ----------------------------

Job Roles in the Cloud ------------------------------------------------

AWS の料金設定 -------------------------------------------------------

AWS サポートのプラン比較 --------------------------------------------

AWS クラウドセキュリティ --------------------------------------------

責任共有モデル ---------------------------------------------------------

Overview of AWS (January2020) [英語] -----------------------------

How AWS Pricing Works(June 2018) [英語] -------------------------

AWS Shared Responsibility Model [英語] ----------------------------
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https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=34408
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=17675&countryName=JP
https://aws.amazon.com/what-is-aws
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/glos-chap.html
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=32340
https://aws.amazon.com/pricing
https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/
https://aws.amazon.com/security
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-overview.pdf
http://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_pricing_overview.pdf
https://www.aws.training/Details/Video?id=16488


Demystifying AI/ML/DL -----------------------------------------------

Machine Learning for Leaders ----------------------------------------

ML Building Blocks: Services and Terminology ---------------------

AWS での機械学習 -----------------------------------------------------

Exploring the Machine Learning Toolset -----------------------------

The Elements of Data Science ---------------------------------------

Machine Learning for Business Challenges [英語] -------------------

Process Model: CRISP-DM on the AWS Stack ------------------------

Machine Learning Foundations: Evolution of ML and 

Al(February2019) [英語] ----------------------------------------------

Math for Machine Learning [英語] ------------------------------------

Managing Machine Learning Projects (February2019) [英語]  ------

フェーズ1  AWS 機械学習の基礎を学ぶ
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https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=45687
https://www.aws.training/Details/Video?id=40403
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=45688
https://aws.amazon.com/machine-learning
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=49274
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=45311
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=56520
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=27200
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/machine-learning-foundations.pdf
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=26597
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-managing-ml-projects.pdf


Machine Learning Data Readiness -----------------------------------

Machine Learning Security -------------------------------------------

Developing Machine Learning Applications --------------------------

Amazon SageMaker: Build an Object Detection Model Using 

Images Labeled with Ground Truth ----------------------------------

Deep Learning on AWS -----------------------------------------------

Big Data on AWS -----------------------------------------------------

Data Science Capstone: Real World ML Decisions ------------------

Power Machine Learning at Scale (May2019) [英語] ----------------

Amazon SageMaker: Simplifying ML Application Development 

(edX) [英語] -----------------------------------------------------------

Amazon Sagemaker Technical Deep Dive Series (YouTube)

[英語] ------------------------------------------------------------------

Deep Learning on AWS Technical Guide [英語] ---------------------

AWS Machine Learning blog [英語] ----------------------------------

フェーズ2  AWS 機械学習の概念とベストプラクティスを学ぶ
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https://www.aws.training/Details/eLearning?id=49958
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=51347
https://www.aws.training/Details/Curriculum?id=51163
https://www.aws.training/Details/Video?id=42957
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=13854&countryName=JP
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=10015&countryName=JP
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=49339
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-power-ml-at-scale.pdf
https://www.edx.org/course/amazon-sagemaker-simplifying-machine-learning-appl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhr1KZpdzukcOr_6j_zmSrvYnLUtgqsZz
https://aws.amazon.com/machine-learning/deep-learning-guide/
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/


AWS 認定 機械学習 – 専門知識 ----------------------------------------

（AWS クラウドでの ML / 深層学習ワークロードの開発、アーキテク

チャ設計、実行経験が 1 年以上ある方にお勧めします）

- 試験ガイド ----------------------------------------------------------

- サンプル問題 ---------------------------------------------------------

- Exam Readiness: AWS Certified Machine Learning - Specialty ---

フェーズ3  AWS 認定 機械学習 – 専門知識の試験に向けた準備をする
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https://aws.amazon.com/certification/certified-machine-learning-specialty/
https://d1.awsstatic.com/training-and-certification/docs-ml/AWS%20Certified%20Machine%20Learning%20-%20Specialty%20Exam%20Guide%20001%20v1.1%20JPN.pdf
https://d1.awsstatic.com/ja_JP/training-and-certification/docs-ml/AWS-Certified-Machine-Learning-Specialty_Sample-Questions.pdf
https://www.aws.training/Details/eLearning?id=48059


aws.training トレーニングライブラリ ：

無料のデジタルトレーニングと有償クラスルームトレーニングを活用して、引き続き学習いただけます。ソートや検索

機能で、知識を深めたいサービス名や言語をお選びの上、コースを探してください。

AWS イベント・セミナー ：

AWS Summitをはじめとしたイベントや、各種セミナーが随時開催されています。AWS エキスパートから最新情報や

事例、利用方法等を学んでいただけます。

AWS クラウドサービス活用資料集：

Black Beltオンラインセミナーで配信した内容を中心に、AWSを活用するために役立つ日本語資料、動画コンテンツを

視聴可能です。

AWS ブログ ：

AWSの最新情報だけでなく、日本独自の記事をご覧いただけます。

AWS 最新情報 ：

AWSサービスに関する最新のアップデートを確認いただけます。

JAWS-UG（AWSユーザーグループ） ：

AWS が提供するクラウドコンピューティングを利用する人々のコミュニティ。

フェーズ4  その他のリソースを調べる
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https://www.aws.training/LearningLibrary
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/
https://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/
https://aws.amazon.com/jp/new/
https://jaws-ug.jp/


長期的なトレーニングプランのご提案をご希望の際は、

担当の AWS アカウントマネージャーにご連絡いただくか、

aws.amazon.com/contact-us/aws-training/ までお問い合わせください。
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https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/


aws. training 登録方法
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AWS トレーニングと認定をはじめて利用する方へ



ステップ1：AWSトレーニングおよび認定ポータルを開く

1. https://aws.training を開く

2. [サインイン] をクリッククリック

https://aws.training/


ステップ2：サインイン

3. サインイン、もしくは新規でアカウントを作成します。

トレーニングおよび認定ポータル専用アカウントでサインインします。



[トレーニングライブラリ]をクリックすると、

公開されているコースの一覧が表示されます。

クリック

ステップ3：視聴したいデジタルコースを探す



キーワード例）

Security、Machine Learning

※コース名は基本的に英語です。

「日本語」を選択

キーワードを入力

言語、レベルなどでソート可

ステップ3：視聴したいデジタルコースを探す



[登録]をクリック
クリック

日本語以外で表示された場合、
「日本語」をクリック

ステップ4：デジタルコースの視聴



[アカウント] → [トレーニングデータ]メ
ニューを選択し、登録したトレーニングを
確認

[開く]をクリックしていつでも開始するこ
とができます。

途中まで視聴したコースの再開も、同メ
ニューより行ってください。

▼をクリック

▼をクリック

開くをクリック

ステップ4：デジタルコースの視聴（および進捗確認）



AWS トレーニングおよび認定に関する不明点は

aws.amazon.com/contact-us/aws-training/ までお問い合わせください。

よくある質問 www.aws.training/Support#aws-digital-training

AWS トレーニングと認定に関するお問い合わせ

https://aws.amazon.com/contact-us/aws-training/
https://www.aws.training/Support#aws-digital-training

