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NEW QUESTION: 1
仕様外を説明するのはどれですか？
A. 以前は特定されていなかった製品間の相互依存関係
B. 定義された量を超える専門製品の生産
C. 製品説明への改善の追加
D. 可能な設計ソリューションを示すプロトタイプ
Answer: A
Explanation:
Explanation
Reference https://www.prince2primer.com/prince2-change-control/

NEW QUESTION: 2
ネットワークには、contoso.onmicrosoft.comという名前のAzure Active Directory（Azure
AD）テナントに同期されるcontoso.comという名前のActive
Directoryドメインが含まれています。テナントにはデフォルトのドメイン名のみが含まれます。
ドメインには、次の表に示すユーザーが含まれます。
ユーザーには、次の表に示すように、ユーザーアカウントの値セットがあります。
File1という名前の次の一括更新ファイルを使用して、Azure Multi-Factor
Authentication（MFA）を有効にする予定です。
ユーザー名、MFAステータス
CN = User1、DC = Contoso、DC = onmicrosoft、DC = com、有効
[email&#160;protected]、有効
[email&#160;protected]、有効
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。それ
以外の場合は、「いいえ」を選択します。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:

================================================== =
トピック1、Humongous Insuranceの概要
既存の環境
Active Directory環境
Humongous Insuranceには、humongousinsurance.comという名前の単一ドメインActive
Directoryフォレストがあります。フォレストの機能レベルはWindows Server 2012です。
最近、Azure Active Directory（Azure AD）テナントをプロビジョニングしました。
ネットワークインフラ
各オフィスには、そのオフィスのすべてのサーバーを含むローカルデータセンターがあります。各
オフィスにはインターネットへの専用接続があります。
各オフィスには、サーバーへのアクセスを提供する複数のリンクロードバランサーがあります。
Active Directoryの問題
humongousinsurance.comのいくつかのユーザーは、特殊文字を含むUPNを持っています。
一部のキャラクターがAzure ADでサポートされていないことが疑われます。
ライセンスの問題
Azureのライセンスを複数のユーザーに割り当てようとすると、次のエラーメッセージが表示され
ます。「ライセンスが割り当てられていません。1人のユーザーのライセンス契約に失敗しました
。」
Azureサブスクリプションに使用可能なライセンスがあることを確認します。
必要条件
計画的な変更
Humongous
Insuranceは、パリに新しいオフィスを開設する予定です。パリのオフィスには、今後12か月間に
雇用される1,000人のユーザーが含まれます。パリのオフィスユーザーが使用するすべてのリソー
スは、Azureでホストされます。
計画されたAzure ADインフラストラクチャ
オンプレミスのActive DirectoryドメインはAzure ADに同期されます。
パリオフィスのすべてのクライアントコンピューターは、Azure ADドメインに参加します。
計画されたAzureネットワークインフラストラクチャ
All_Resourcesという名前のリソースグループに次のネットワークリソースを作成する予定です。
*トラフィックのルーティングに使用される唯一のルートとなるデフォルトのAzureシステムルート
*
Paris-VNetという名前の仮想ネットワークには、Subnet1とSubnet2という名前の2つのサブネット
が含まれます。
*
ClientSubnetという名前の1つのサブネットを含むClientResources-VNetという名前の仮想ネット
ワーク
*
Subnet3およびSubnet4という名前の2つのサブネットを含むAllOffices-VNetという名前の仮想ネッ
トワーク
Paris-VNetとAllOffices-VNet間のピアリングを有効にする予定です。
Paris-VNetピアリングの[リモートゲートウェイを使用する]設定を有効にします。
humongousinsurance.localという名前のプライベートDNSゾーンを作成し、登録ネットワークをC
lientResources-VNet仮想ネットワークに設定することを計画しています。
計画されたAzureコンピューターインフラストラクチャ
各サブネットには、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、またはRed Hat
Linuxのいずれかを実行する複数の仮想マシンが含まれます。
部門の要件
Humongous Insuranceは、会社の部門に対して次の要件を特定しています。
* Web管理者は、Azure
Webアプリをマーケティング部門に展開します。各Webアプリは個別のリソースグループに追加さ
れます。 Webアプリの初期構成は同じです。
Web管理者には、Webアプリをリソースグループに展開する権限があります。

*テストフェーズでは、財務部門の監査人が先週のすべてのAzureコストを確認できる必要がありま
す。
認証要件
マイアミオフィスのユーザーは、Azureのリソースにアクセスするときに、Azure Active
Directoryシームレスシングルサインオン（Azure ADシームレスSSO）を使用する必要があります。

NEW QUESTION: 3
Which task should a network administrator include in the creation of an upgrade policy?
A. Make a copy of the original operating system.
B. Test the upgrade on a core switch.
C. Update network management software before deploying upgrades to network switches.
D. Read the release notes of the original operating system.
Answer: D
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