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1.  あなたのネットワークが contoso.com.The ドメインは 0U1 という名前の組織単位（OU）を含む名前

付きの Active Directory ドメインが含まれています。 

あなたは contoso.com.GPO1 にリンクされている名前の GP01 はカスタムセキュリティ設定が含まれて

いるグループポリシーオブジェクト（GPO）を持っています。 

次の要件を満たすために、グループポリシーの戦略を設計する必要があります。 

GPO1 のセキュリティ設定は、すべてのクライアントコンピュータに適用する必要があります。 

GPO1とOU1にリンクされている他のGPOのみでOU1内のクライアントコンピュータに適用する必要

があります。 

デザインに何を含めるべきか？めるべきでしょうか？ 

複数の回答の選択肢は goal.Select に最高の答えを達成することができる。 

A. GPO1 に施行オプション level.Enable ドメインでの継承のブロックオプションを有効にします。 

B. OU1 に OU1.Link GPO1 に継承のブロックオプションを有効にします。 

C. OU1.Enable GPO1 に施行オプションの継承のブロックオプションを有効にします。 

D. OU1.Enable0U1 にリンクされた GPO のすべてに施行オプションの継承のブロックオプションを有効

にします。 

Answer: C 

 

2.  新会社は contoso.com.The 会社のドメイン名は、インターネット上の Web プレゼンスを持って登録

します。 

すべてのインターネットリソースが contoso.comのDNSサフィックスを使用して名前が付けられていま

す。 

サードパーティは、インターネットリソースをホストし、インターネット上の contoso.com DNS ゾーン

の管理を担当します。 

ゾーンには、数百のレコードが含まれています。 

同社は、Active Directory フォレストを展開する予定です。 

次の要件を満たすために、Active Directory フォレストのインフラストラクチャを推奨する必要があり： 

内部ネットワーク上のユーザーは、同社のインターネットリソースの名前を解決できることを確認しま

す。 

新しいインターネット·サーバの追加に関連する管理作業の量を最小限に抑えます。 

あなたは何をお勧めでしょうか？ 

A.A forest that contains a root domain named contoso.com and another domain named ad.contoso.com  

B.A forest that contains a root domain named contoso.com and another domain named contoso.local  

C.A forest that contains a single domain named contoso.local  

D.A forest that contains a single domain named contoso.com  

Answer: C 

 

3.  ネットワークは、内部ネットワークと境界ネットワークが含まれています。 

内部ネットワークには、contoso.com という Active Directory フォレストが含まれています。 

ラフォーレは、Microsoft Exchange Server2010 組織が含まれています。 

contoso.com 内のすべてのドメインコントローラは、Windows Server2012 を実行してください。 

境界ネットワークは litware.com という名前の Active Directory フォレストが含まれています。 

あなたは litware.com に Microsoft 先頭統合型アクセスゲートウェイ（UAG）を展開する。 

litware.com 内のすべてのドメインコントローラは、Windows Server2012 を実行してください。 

一部のユーザーは、Outlook Web App を使用するためにネットワークの外部から接続してください。 
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あなたは、外部ユーザーがクライアント証明書を使用して認証できるようにする必要があります。 

あなたはどうすればいいのでしょうか？ 

複数の回答の選択肢は goal.Select に最高の答えを達成することができる。 

A. Kerberos は litware.com に制約付き委任を有効にします。 

B.  境界ネットワークに、インストールされたクライアントアクセスサーバーの役割を持つ Exchange サ

ーバーを追加します。 

C. litware.com で Kerberos 委任を有効にします。 

D. contoso.com に UAG を展開します。 

Answer: A 

 

4.  Contoso 社、株式会社という名前であなたの会社は、本社を持ち、2 支店 offices.The メインオフィス

は、北米に位置しています。 

ブランチオフィスは、アジアとヨーロッパに位置しています。 

あなたは Active Directory フォレストとドメインインフラストラクチャを設計していく予定です。 

次の要件を満たすために、Active Directory の設計を推奨する必要があり： 

ヨーロッパオフィス内のすべてのユーザーの連絡先情報は、他の事業所のユーザーには表示されてはい

けません。 

各オフィス内の管理者はそれぞれのオフィスで、ユーザー設定とユーザーのコンピュータの設定を制御

することができなければなりません。 

ソリューションは、管理作業の最小量を使用しなけけれなりません。 

勧告で何を含めるべきでしょうか？ 

A. 3 ドメインが含まれている一つのラフォーレ 

B. 1 ドメインを含むフォレスト 

C.  それぞれが 1 ドメインを含む三つのラフォーレ 

D.  それぞれが 1 ドメインを含む二つのラフォーレ 

Answer: B 

 

5.  あなたのネットワークが contoso.com という Active Directory フォレストが含まれています。 

あなたは、Microsoft システムセンター2012 仮想マシンマネージャ（VMM）の Service Pack1（SP1）を

使用して 200 の Hyper-V ホストを展開する予定。 

あなたがファブリックに PXE サーバを追加します。 

あなたは、オブジェクトが計画された展開のために、VMM ライブラリに追加されなければならないかを

特定する必要があります。 

あなたは何を識別する必要がありますか？（各正解は該当するものすべて solution.Choose の一部を提示

します。） 

A.  ホストプロファイル 

B.  機能プロファイル 

C.  ハードウェアプロファイル 

D.  一般化された画像 

E.  サービステンプレート 

Answer: AD 

 

6.  あなたは、Windows 展開サービス（WDS）を使用してテスト環境で複数のサーバーを展開すること

を計画。 
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あなたは、ネットワークサービスがサーバーを展開するために、テスト環境で使用可能である必要があ

りますかを特定する必要があります。 

あなたはどのネットワークサービスを識別する必要がありますか？ 

（各正解は適用 solution.Choose の AIL の一部を提示します。） 

A.DHCP  

B.Active Directory Domain Services (AD DS)  

C.DNS  

D.Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)  

E.WINS  

F.Network Policy Server (NPS)  

Answer: ABC 

 

7.  あなたのネットワークが contoso.com.The 林は、Microsoft の System Center2012 を使用して管理さ

れているという名前の Active Directory フォレストが含まれています。 

Web 開発者は、仮想マシンが展開される前に管理者の承認を得なければならない、定義済みの

templates.The 要求に基づいて、仮想マシンの展開を要求するためにセルフサービスポータルを使用する

ことができなければならない。 

あなたは、仮想マシンを展開するためのソリューションをお勧めする必要があります。 

勧告で何を含めるべきか？めるべきでしょうか？ 

複数の回答の選択肢は goal.Select に最高の答えを達成することができる。 

A.  仮想マシンマネージャ（VMM）サービステンプレート、サービスマネージャのサービスの提供、およ

び Orchestrator のランブック 

B.  仮想マシンマネージャ（VMM）サービステンプレートは、Operations Manager のダッシュボード、

および Orchestrator のランブック 

C. Service Manager のサービス提供、Orchestrator のランブック、およびコンフィギュレーションマネー

ジャのパッケージ 

D. Service Manager のサービス提供、Orchestrator のランブック、および Operations Manager のダッシ

ュボード 

Answer: A 

 

8.  あなたのネットワークが contoso.com という Active Directory フォレストが含まれています。 

あなたはラフォーレに child.contoso.com という名前の新しいドメインを追加していく予定です。 

child.contoso.com の DNS サーバーでは、contoso.com の DNS サーバーを指す条件付きフォワーダを作

成する予定です。 

あなたは、contoso.com 内の DNS サーバーは child.contoso.com のサーバの名前を解決できることを確

認する必要があります。 

あなたが contoso.com の DNS サーバー上で何を作るべきでしょうか？ 

A.  ルートヒント 

B.  ゾーンの委任 

C.  条件付きフォワーダ 

D.  トラストポイント 

Answer: B 

 

9.  あなたは、Windows Server2012 を実行して server1 という名前のサーバーがあります。 
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Server1 がインストールされた DNS サーバーのサーバーの役割を持っています。 

あなたは、キャッシュポイズニング攻撃からキャッシュを保護するために、DNS インフラストラクチャ

への変更をお勧めする必要があります。 

あなたは Server1 で何を設定する必要がありますか？ 

A. DNS デボルブ 

B. DNS セキュリティ拡張（DNSSEC）  

C. DNS キャッシュ·ロック 

D.  グローバルクエリ禁止リスト 

Answer: C 

 

10.  あなたのネットワークが contoso.com という Active Directory ドメインが含まれています。 

すべてのクライアントコンピュータは、Windows7 または Windows8 のいずれかを実行します。 

一部のユーザーは、顧客の場所、ホテル、リモートサイトから働く。 

リモートサイトは、多くの場合、インターネットへの接続を制限するファイアウォールを持っている。

あなたはユーザーのための VPN ソリューションを推奨する必要があります。 

どのプロトコルには、勧告に含める必要がありますか？ 

A.L2TP/IPSec  

B.PPTP  

C.IKEV2  

D.SSTP  

Answer: D 

 

 


