
この Azure 学習過程は、2 種類の異なる対象者に向けて設計されて
います。

• クラウドでのキャリアを始めたばかりのシステム管理者。そのよ
うな IT プロフェッショナルは、オンプレミスの Windows Server 
環境の構成、パフォーマンス、セキュリティを管理したり、クラウド 
ワークロードの操作、保護、監視を行ったりします。これには、クラ
ウド機能のハイブリッドな利点を使用して、既存のオンプレミスの
システムを拡張したい IT マネージャーも含まれます。

• Azure の学習を始めたばかりの学生。

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。まず、クラ
ウド コンピューティングの基本的な概念と Azure のコア インフラ
ストラクチャ サービスについて学習した後、管理、監視、セキュリテ
ィ、コンプライアンスについて学習します。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、ブログの更新、ビデ
オ、技術コミュニティとつながるためのイベントなど、さまざまな継
続的な学習の機会を利用して Azure の探検を続けます。今すぐ 
Azure という目標への第一歩を踏み出しましょう。 

Azure スキル ナビゲーター

システム管理者
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!

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Flearn%2Froles%2Fadministrator%3FWT.mc_id%3Dmodinfra-54005-socuff&data=04%7C01%7Clannateh%40microsoft.com%7C5c24ded298dc4c16caf008da1149f7b2%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637841306675772172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MtUsewYIlibVL3Lw8pbBNDTV%2BPvchWl2i3OmshxkXkw%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Flearn%2Fstudent-hub%2F%3FWT.mc_id%3Dmodinfra-54005-socuff&data=04%7C01%7Clannateh%40microsoft.com%7C5c24ded298dc4c16caf008da1149f7b2%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637841306675772172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1SG6XUSS8fUVtHt8%2Be%2Fca9CrC1i6ncCYPOA1hCztIyo%3D&reserved=0
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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。

Azure の基礎

Azure の基本的な概念

Azure の主要アーキテクチャ コンポーネント

Azure のコスト管理とサービス レベル ア
グリーメント (SLA)

プライバシー、コンプライアンス、データ保
護標準

Microsoft 認定: Azure の基礎

9 時間

25 分

30 分

70 分

30 分

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。

クラウド コンピューティング サービスを使う利点と、さまざまな種類の
クラウド コンピューティングについて調べます。

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。

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 のサービス レベル アグリーメントが設計上の決定に
どのように影響するかについて学習します。

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詳し
く学習します。

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。

このラーニング パス内には、システム管理者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。

自習

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

対話型の学習

マイペースで進められる学習

認定資格

https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/
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Azure のコア インフラストラクチ
ャ サービスを調べる

Azure での ID

Azure ID サービス

Azure Active Directory

Azure コンピューティング サービス

Azure で Windows 仮想マシンを作
成する

Azure での Windows 仮想
マシン

Azure での Linux 仮想
マシン

Azure ネットワーク サービス

Azure Storage サービス

Azure のデータベースと分析サービス

Azure SQL の基礎

40 分

30 分

45 分

10 分

55 分

20 分

20 分

50 分

5 分

5 分

ID が重要である理由について知識を広げ、ID に関する一般的なシナ
リオ例を学習します。

Azure Active Directory が ID の管理に役立つしくみと、シングル サイ
ンオン、多要素認証、条件付きアクセスなどの機能の利点について学
習します。
Azure Active Directory の概要を確認します。これにより、Microsoft 
365 や Azure などへのアクセスを管理できます。

Virtual Machines、Containers、Azure Functions など、Azure で最も
人気のある仮想化サービスについて学習します。

可用性、サイズ設定、データ所在地など、Azure で Windows 仮想マシ
ンを実行するための設計上の考慮事項について学習します。

対話型のトレーニング環境を使って、Azure で Windows 仮想マシンの
作成、管理、接続を行います。

マネージド ディスク、ディストリビューション、cloud-init など、Azure で Linux 
仮想マシンを実行するために考慮すべきことについての洞察を得ます。

Azure の主要なネットワーク サービスを調べます。Azure VPN 
Gateway と Azure ExpressRoute によるセキュリティで保護された接
続が含まれます。

Azure で利用できるいくつかのストレージのオプションと、それらを使
う条件について理解を深めます。
Azure のデータベース サービスについて学習し、ビッグ データと分析
を調べます。

Azure での SQL Server 用のデプロイ オプションとサービスについて学習します。

記事

記事

記事

対話型のトレーニング

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使用します。このセ
クションでは、それらの各コア インフラストラクチャ サービスについて詳しく学習します。

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

マイペースで進められる学習

https://docs.microsoft.com/learn/modules/describe-identity-principles-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-access-azure-identity-services/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-compute-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-storage-fundamentals/?Wt.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-database-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-sql-intro/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/windows/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/describe-identity-principles-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-access-azure-identity-services/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-storage-fundamentals/?Wt.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-database-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-sql-intro/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-compute-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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Azure 環境の管理と監視を行う

コスト管理のベスト プラクティス

Azure でコストを追跡す
る方法

Azure Cost Management and 
Billing によるコスト削減とビジネス
上の利点 

Azure PowerShell の概要

Azure 環境の管理と構成を行う

Bicep の基礎

監視サービス

Azure Monitor

Azure Automation

9 時間

1 時間

25 分

10 分

10 分

3 時間

30 分

5 分

30 分

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従
って、Azure への投資を最適化します。

Azure のコスト管理と課金ツールのデモを試聴します。予算とアラート
通知、コストの詳細分析とエクスポート、カスタム レポート用の Power 
BI が含まれます。

Azure Cost Management and Billing から得られる潜在的な投資収
益率 (ROI) についての Forrester の Total Economic Impact™ 調査
を調べます。

Azure の管理、構成、レポート ツールについて理解を深めます。

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。

コードとしてのインフラストラクチャをデプロイするための Azure の 
Bicep 言語を学習し、無料の学習環境で練習します。

クラウド リソースとアプリケーションの正常性とパフォーマンスについ
て分析情報を得るための Azure のツールについて、詳しく学習します。

システムのテレメトリに関する収集、分析、アクションを行うため
の、Azure の包括的なソリューションを調べます。

プロセスの自動化、構成管理、更新管理などを行うための Azure の機
能を確認します。

記事

ビデオ

レポート

対話型の学習

対話型の学習

マイペースで進められる学習

記事

記事

新しい Azure リソースをデプロイした後は、それらを効果的に管理および監視し、その
コストを分析および管理できるようにする必要があります。このセクションでは、コスト
管理の原則、システム管理と監視ツール、自動化を使って操作を合理化する方法につい
て学習します。

マイペースで進められる学習

https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/management-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/fundamentals-bicep/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/monitoring-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/automation/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/shows/hello-world/s2e15-hello-world-azure-cost-management?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/-the-total-economic-impact-of-microsoft-azure-cost-management-and-billing/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/fundamentals-bicep/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/monitoring-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/automation/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/management-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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セキュリティ脅威からの保護

Azure でネットワーク接続をセ
キュリティで保護する

Azure でのクラウド ガバナンス戦略
を構築する

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 セキュリティ ベンチマーク

35 分

25 分

50 分

50 分

5 分

クラウドとオンプレミスのデータセンターの両方で実行するシステム
の保護に Azure がどのように役立つかについて知識を深めます。

ネットワークの安全性、セキュリティ、信頼性を確保するのに役立つ、多
層防御と Azure サービスについて調べます。

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。

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セキュリティ ベ
ンチマークの推奨事項について理解を深めます。

Azure クラウド リソースを設計、デプロイ、管理するためのセキュリティ
上のベスト プラクティスを確認します。

記事

ホワイト ペーパー

対話型の学習

対話型の学習

対話型の学習

セキュリティとコンプライアンス
を管理する

このセクションでは、専用ホスト サーバーから、シークレットのストレージ、セキュリティ
の運用上の監視と応答、ネットワーク サービスのセキュリティまで、Azure で利用できる
セキュリティ機能とツールについて学習します。また、ガバナンスとコンプライアンスの
要件を満たすための Azure のツールについても調べます。

https://docs.microsoft.com/learn/modules/protect-against-security-threats-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/protect-against-security-threats-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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Azure クラウド導入フレームワーク

Azure Well-Architected 
Framework

Azure ランディング ゾーン

Azure Migrate

Azure のクイック スタート テ
ンプレート

40 分

5 分

5 分

5 分

5 分クラウドにおけるビジネス戦略とテクノロジ戦略を計画して実装する
のに役立つガイダンスを確認します。

高品質で安定した、効率的なクラウド ワークロードを設計する方
法を調べます。

Azure ランディング ゾーンのベスト プラクティスと実装オプショ
ンについて学習します。

コミュニティに投稿されたテンプレートを使って Azure リソースをすば
やくデプロイします。

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 に移行するための一元化されたハブについて学習
します。

記事

記事

記事

記事

テンプレート

Azure クラウド環境を計画して
デプロイする

Azure の主要な概念について理解できたので、このセクションでは、使用できる移行ツー
ルの概要と、ご自身のクラウド環境の計画とデプロイに役立つフレームワークとテンプレー
トについて説明します。

https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/overview?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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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。
Azure 無料アカウント

ブログ

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。
ブログ

ITOps Talk ブログ
クラウドとオンプレミスでワークロード
を効率的に運用するためのプロセスと
ソリューション。Microsoft の最新インフ
ラストラクチャ チームより。
ブログ

ドキュメント

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。
記事

Azure の更新情報
最新の製品の機能に関する情報を常に入
手します。
ロードマップ

つながり続ける

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。
イベント

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

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。
対話型の学習

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。
クラスルーム トレーニング

このドキュメントは、»現状のまま» 提供されます。このドキュメントに記載されている情報と表示 (URL および他のインターネ
ット Web サイトの参照を含む) は、将来予告なく変更されることがあります。 © 2022 Microsoft. All rights reserved.

https://azure.microsoft.com/free/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/blog/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/blog/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://techcommunity.microsoft.com/t5/itops-talk-blog/bg-p/ITOpsTalkBlog?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://techcommunity.microsoft.com/t5/itops-talk-blog/bg-p/ITOpsTalkBlog?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/updates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://azure.microsoft.com/updates/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://events.microsoft.com/azure?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://events.microsoft.com/azure?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure/ct-p/Azure?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure/ct-p/Azure?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/courses/browse/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/courses/browse/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff
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