
Microsoft Azure の知識とスキルを身につけたいとお考え
ですか?あなたは正しい道にいます!

ソリューション アーキテクト

Azure スキル ナビゲーター

この Azure の学習体験は、Microsoft Azure のテクノロジ ソリューションの設計と実
装を定義するソリューション アーキテクトのために設計されています。このような IT プロフェッ
ショナルは組織のビジネス要件と開発者の能力に関する知識に基づき、さまざまなテク
ノロジ コンポーネントの構成要素を使用して、堅牢で最適化されたアーキテクチャを生み
出します。

このガイドでは、さまざまな Microsoft リソースを利用して、Azure の知識を深めるための
旅程が詳しく計画されています。最初に Microsoft Azure の基本的な概念を確認
し、コア ソリューションについて調べた後、セキュリティやコンプライアンスを含めた、ソリューションの
設計原則へと進みます。最終的に、ソリューション アーキテクチャを生み出すために役立
つ、デプロイのツールとメソッドが見つかります。これらのモジュールは、このガイドで概要を説明

するように、順番どおりに少しずつ完了するように設計されています。

自分のペースで学習しましょう。その後は、追加のトレーニング、ブログの更新、ビデオ、イベ
ント、技術コミュニティとのつながりなどの、継続的な学習の機会を利用して Azure 
の探検を続けてください。今すぐ Azure という目標への第一歩を踏み出しましょう。

https://docs.microsoft.com/learn/roles/solutions-architect?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
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Azure の基本的な概念 さまざまな種類のクラウド コンピューティングと、クラウド コンピューティング サービスを使う利点
について調べます。

25 分。 マイペースで進められる学習

Azure の主要アーキテクチャ コンポーネント Azure サービスを使用するために必要なコア概念、リソース、用語を確認します。 30 分。 マイペースで進められる学習

Azure のコスト管理とサービス レベル アグリーメ
ント (SLA) 

コストに影響を与える要因、クラウド支出の見積もりと管理を行うためのツール、Azure 
の SLA が設計上の決定にどのように影響するかについて学習します。

1 時間 10 分。 マイペースで進められる学習

プライバシー、コンプライアンス、データ保護の標準 Microsoft のプライバシーへの取り組みと、Azure が一般的な規制およびコンプライ
アンスの標準にどのように準拠しているかについて調べます。

30 分。 マイペースで進められる学習

Microsoft 認定: Azure の基礎 クラウドの概念と、Azure のサービス、ワークロード、セキュリティ、プライバシー、価格、サポートに
関する自分の知識を実証します。

認定資格

Microsoft Azure の基礎 この無料の 6 部構成のシリーズでは、クラウドの基本的な概念を調べ、多くの Azure 
サービスの概要を確認し、ハンズオン演習に参加して最初のサービスをデプロイします。

9 時間。 マイペースで進められる学習

このラーニング パス内には、ソリューション アーキテクトソリューション アーキテクトの役割にとって最も重要な、次の
ような自習モジュールが含まれています。

Microsoft Azure 
の基礎から始める

このセクションでは、クラウド コンピューティングの基本的な概念について学習
し、Azure サービスの概要を確認します。
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https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Azure ソリューションについて調べる Azure にはさまざまなサービスが用意されていますが、ほとんどの組織では、ID、コンピューティング、
ネットワーク、ストレージ、データに関連するサービスを最初に使用します。そのような基本的なサービ
スやプロセスの自動化、コンテナー、AI、モノのインターネット (IoT) について学習します。

4

Azure Active Directory Microsoft 365 や Azure などへのアクセスを管理する、Azure Active Directory の 
ID サービスの概要を確認します。 

10 分。 記事

認証と認可のソリューションを設計する ID の保護機能を含めた、内部と外部の ID とアクセス管理で使用できるサービスについて
調べます。

40 分。 マイペースで進められる学習

Microsoft ID を実装する OAuth 2.0 プロトコルやカスタム API を含めた、カスタム アプリケーションでの Microsoft ID 
の活用方法について調べます。

6 時間 マイペースで進められる学習

Azure での仮想マシン Azure での Windows と Linux の仮想マシンで使用できるサイズとオプションについて調
べます。

10 分。 記事

Azure ネットワーク サービスの概要 Azure ネットワーク サービスの主な機能に関する知識を深めます。 10 分。 記事

Azure ネットワーク Virtual WAN、負荷分散、ハイブリッド接続を含めた、特定の Azure ネットワーク機能の技術
デモについて詳しく確認します。

ビデオ

インフラストラクチャ ソリューションを設計する コンピューティング ソリューション、アプリケーション アーキテクチャ、ネットワーク ソリューション、Azure への
移行を設計し、推奨する方法について学習します。  

2 時間 マイペースで進められる学習

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-authentication-authorization-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/m365-identity-associate/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/sizes?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/networking/fundamentals/networking-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLasX02E8BPA5V-waZPcelhg9l3IkeUQo
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-infranstructure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-611911-socuff
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データ ストレージ ソリューションを設計する リレーショナル データ、非リレーショナル データ、データ統合のデータ ストレージ ソリューションを確認
します。

1.5 時間 マイペースで進められる学習

Azure Stack HCI の基礎 Azure Stack ポートフォリオと基本的なアーキテクチャ、コア機能、主なユース ケースについて学
習します。

3 時間 マイペースで進められる学習

ビジネス プロセスを自動化する 統合とプロセス自動化に適した Azure サービスの選び方について学習します。 45 分。 マイペースで進められる学習

Azure でコンテナーを管理する Azure Container Instances、Azure Container Registry、Azure Kubernetes 
Service、Docker コンテナーのサポートを含めた Azure のコンテナー ソリューションについて学
習します。

5 時間 マイペースで進められる学習

AI の戦略とソリューション AI と機械学習のための Azure のツールとサービスについて理解します。 1 時間 マイペースで進められる学習

Azure IoT IoT デバイスのための Azure のソリューションについて調べます。 3 分。 記事

Azure ソリューションについて調べる

https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-data-storage-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/azure-stack-hci-foundations/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/choose-azure-service-to-integrate-and-automate-business-processes/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/administer-containers-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-artificial-intelligence/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/iot-fundamentals/iot-introduction?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


ソリューションの設計原則
を確認する

Azure サービスに関する知識が身についたら、関連するソリューションの設計原則に関する知識を増や
しましょう。このセクションでは、ケース スタディ、アーキテクチャ フレームワーク、設計のアプローチなどを確認します。
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Azure のケース スタディ Azure の機能に関する顧客の実例からインスピレーションを得ましょう。 ケース スタディ

Azure クラウド導入フレームワーク クラウドにおけるビジネスとテクノロジの戦略の計画と実装方法について 
学習します。

30 分。 記事

Azure Well-Architected Framework 高品質で安定した、効率的なクラウド ワークロードの設計原則について確認します。 40 分。 記事

Well-Architected: 見学ツアー Azure の裏側に迫り、信頼性、セキュリティ、コストの最適化、オペレーショナル エクセレンスとパフ
ォーマンスの効率性をどのように高めているかについて学習しましょう。

1.5 時間 ビデオ

Azure アーキテクチャ センター Microsoft Azure と Microsoft クラウド プラットフォーム全体でアプリケーションを構築する
ためのベスト プラクティスとパターンについて調べます。

リソース

Azure アプリケーション アーキテクチャの基礎 スケーラブルで、安全で、回復性があり、可用性が高いアプリケーションを Azure で設計する
ための構造化されたアプローチについて学習します。

5 分。 記事

クラウドの設計パターン 信頼性があり、安全なアプリケーションをクラウドで構築するために役立つ設計パターンを確
認します。

5 分。 記事

Azure アプリケーションの設計原則 Azure アプリケーションをスケーラブルで、回復性があり、管理可能なものにする 10 の設計
原則について調べます。

2 分。 記事

アプリケーション アーキテクチャを設計する メッセージングとイベント駆動型のシナリオを含めた、アプリケーション アーキテクチャの設計と推
奨について詳しく学習します。

30 分。 マイペースで進められる学習

https://azure.microsoft.com/resources/customer-stories/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-well-architected-the-backstage-tour/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/patterns/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/design-principles/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-application-architecture/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
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高可用性とビジネス継続性のための設計 高可用性、バックアップ、ディザスター リカバリーのためのソリューションについて調べます。 1 時間 マイペースで進められる学習

Azure VM の可用性オプション データセンターの損失からアプリケーションとデータを保護するために、ゾーンで複製された 
VM を使用してどのようにソリューションを設計するかについて調べます。

5 分。 記事

Azure 参照アーキテクチャ 参照アーキテクチャに関するアーキテクチャの図とテクノロジの説明、クラウド アーキテクチャ
の実例、Azure の一般的なワークロードのソリューションのアイデアを確認します。

図

コスト管理のベスト プラクティス Azure への投資を最適化する、ツールと原則を使用したこのコスト管理への体系的
なアプローチについて調べます。

10 分。 記事

Azure 料金計算ツール Azure ソリューションの見積もりコストを計算します。 ツール

Azure 総保有コスト (TCO) 計算ツール Azure へのワークロード移行コストの節約を見積もります。 ツール

Microsoft 認定: Azure Solutions 
Architect Expert

コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、監視、セキュリティを含めた、Microsoft Azure で
実行されるクラウド ソリューションやハイブリッド ソリューションの設計に関する知識を実証
します。

認定資格

ソリューションの設計原則を確認する

https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-business-continuity-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/browse/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/tco/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-solutions-architect/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-solutions-architect/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


セキュリティとコンプライアンスを計画する ベスト プラクティスやベンチマークから、戦略やリソースまで、Azure のセキュリティとコンプライアンスの機能につい
て学習します。
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Microsoft のセキュリティ ソリューションの機能に
ついて説明します

Azure のセキュリティ、ID、コンプライアンスの基礎や、Azure と Microsoft 365 のセキュ
リティ ツールについて調べます。

1 時間 40 分。 マイペースで進められる学習

Microsoft サイバーセキュリティ参照アーキテクチャ Microsoft のセキュリティ機能が Microsoft プラットフォーム、そしてサードパーティーのプラッ
トフォームとアプリケーションの両方にどのように統合されているかについて説明する参照
アーキテクチャの図を確認します。

5 分。 記事

Azure ソリューションに関するセキュリティ上のベス
ト プラクティス

Azure クラウド リソースを設計、デプロイ、管理するときに使用するセキュリティ上のベスト 
プラクティスについて調べます。

50 分。 ホワイト ペーパー

Azure セキュリティ ベンチマークの概要 組織のセキュリティ上のリスクを迅速に軽減するための推奨事項を確認します。 10 分。 記事

クラウド ガバナンス戦略を構築する クラウド環境の構成に関する組織の決定を行う方法と、それらを Azure のガバナン
ス機能とサービスを使って適用する方法について学習します。

50 分。 マイペースで進められる学習

Microsoft トラスト センター Microsoft のプライバシーとコンプライアンスへのアプローチについて説明した包括的な
リソースについて調べます。

リソース

クラウドでのコンプライアンス管理 地域や業界の規制を含めたコンプライアンス従事者向けのリソースについて調べ
ます。

リソース

Microsoft セキュリティのリソース ゼロ トラストのセキュリティ原則をデバイス、ID、アプリケーション、データ全体でソリューションに
構築する方法について学習します。

リソース

Microsoft セキュリティ Microsoft のセキュリティ、コンプライアンス、ID、アクセス管理機能の技術デモについて
調べます。

ビデオ

https://docs.microsoft.com/learn/paths/describe-capabilities-of-microsoft-security-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/describe-capabilities-of-microsoft-security-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://aka.ms/MCRA
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center/compliance/compliance-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/security/business?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.youtube.com/c/MicrosoftSecurity?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Azure ソリューションをデプロイする Azure のツール、プロセス、テンプレートを使用してソリューションをどのようにデプロイし
て管理するかを検討します。
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Azure PowerShell の概要 Azure 用の主要な PowerShell コマンドについて学習し、自分の Azure 環境で
試してみます。

5 分。 対話型の学習

Bicep の基礎 Azure の Bicep 言語でコードとしてのインフラストラクチャのデプロイを試してみます。 3 時間 マイペースで進められる学習

Azure に関するすべて: GitHub での DevOps Azure DevOps と GitHub を使用したソース管理、継続的インテグレーション、継続
的デリバリーなどの DevOps の原則について学習します。

1.5 時間 ビデオ

Azure DevOps の使用を開始する Azure DevOps を使用して、あらゆるアプリケーションをビルドし、テストし、クラウドまたはオ
ンプレミスにデプロイする方法について確認します。

2 時間 マイペースで進められる学習

Azure ランディング ゾーン Azure のコードとしてのインフラストラクチャの概念をデプロイする方法について調べます。 5 分。 記事

Azure のクイックスタート テンプレート Azure リソースをすばやくデプロイするのに役立つ、コミュニティに投稿されたテンプレートを
確認します

5 分。 テンプレート

Azure Migrate オンプレミスのサーバー、インフラストラクチャ、アプリケーション、データを評価し、Azure に移行
するための、Azure の一元化されたハブの概要を学習します。

5 分。 記事

https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/fundamentals-bicep/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-all-around-azure-devops-with-github/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/evolve-your-devops-practices/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Azure の無料試用版
30 日間使える $200 分の Azure クレジッ
ト、12 か月間無料の人気サービス、いつでも無
料の 40 を超えるサービスを使って、作業を開始
しましょう。

試用版 トレーニング

Microsoft Learn 
学習エクスペリエンスを共有し、トレーニングと認定資格
に関連する最新の更新情報を入手するための場所
です。

講師による指導付きトレーニング コース
講師がいるクラスルーム環境をお探しですか?講師によ
る指導付きトレーニングのカタログを参照して、地元のラー
ニング パートナーを見つけましょう。

Learn ライブ
Microsoft Learn モジュール ライブで、エキスパートのゲストに質
問してみましょう。

ブログ ドキュメント つながり続ける

学習を続ける ラーニング パスを完了した後は、Microsoft とつながって最
新の情報を入手しましょう。

AZURE 無料アカウント
対話型の学習 クラスルーム トレーニング

ライブ ラーニング

Microsoft Azure のブログ 
Azure 製品チームから直接入手する最新ニュー
スとお知らせ。

Azure DevOps blog 
Azure DevOps を構築するチームによる 
DevOps、Git、アジャイルの更新情報。
ブログ

ブログ

Azure ドキュメント 
Microsoft Azure クラウド サービスを使って強力なイン
フラストラクチャとアプリケーションを構築し、管理する方法
について学習します。ドキュメント、コード例、チュートリアルなど
が用意されています。

リソース

Azure の更新情報 
最新の製品の機能に関する情報を常に
入手できます。 
リソース

Azure コミュニティ 
Azure に関するベスト プラクティスと最新ニュー
スを得るためのコミュニティ。 
フォーラム

イベント

Microsoft イベント 
専門知識の拡大、新しいスキルの学習、コミュニティ
の形成に役立つ、特別なイベントと仮想トレーニング 
コース。 
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https://azure.microsoft.com/free/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/courses/browse/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/en-us/shows/learn-live/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/blog/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://devblogs.microsoft.com/devops/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/updates/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure/ct-p/Azure?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://events.microsoft.com/azure?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
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