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NEW QUESTION: 1
実装グループは、テストベッドを使用して「概念実証」を実行しており、クライアント1とクライ
アント2の両方が209.65.200.241のWEBサーバーにアクセスする必要があります。ネットワークア
ドレス指定、ルーティングスキーム、DHCPサービス、NTPサービス、レイヤー2接続、FHRPサー
ビス、およびデバイスセキュリティにいくつかの変更を加えた後、クライアント1が209.65.200.24
1アドレスにpingできないことを示すトラブルチケットが開かれました。
サポートされているコマンドを使用して、この障害の原因を特定し、次の質問に答えてください。
障害状態の解決策は何ですか？
A. インターフェイスSerial0 / 0/0構成の下でip access-group edge_security
inコマンドを削除し、ip access-group edge_security outコマンドを入力します。
B. インターフェイスSerial0 / 0/1の下で、ip access-group edge_security
outコマンドを入力します。
C. ip access-list extended edge_security構成の下で、permit ip 209.65.200.224を追加します
0.0.0.3任意のコマンド。
D. ip access-list extended edge_security configurationの下で、deny ip 10.0.0.0.0を削除します
0.255.255.255任意のコマンド。
Answer: C
Explanation:
R1では、アクセスリストでIP 209.65.200.222/30を許可する必要があります。
チケット7：ポートセキュリティ
説明書
メイン画面は2つの部分で構成されています。メインシナリオと[トポロジ]タブ。主なシナリオでは
、TSHOOT.comテストベッドについて説明します。
[トポロジ]タブでは、適切なものを表示し、トラブルチケットを選択できます。
アイテムを完了するには、まずマスターシナリオをクリックしてから[トポロジ]タブをクリックし

て、TSHOOT.comテストベッドに慣れる必要があります。テストベッドとトポロジに慣れたら、ト
ラブルチケットの評価を開始する必要があります。障害状態を説明するトラブルチケットシナリオ
が表示されます。障害状態がどのデバイスにあるか、障害状態がどのテクノロジーに関連している
か、および各トラブルチケットの解決策を判断する必要があります。これは、3つの質問に答える
ことによって行われます。
チケットの選択
開始するには、[トポロジ]タブの[チケット]をクリックします。
*
ご注意ください。一部の質問では、スクロールバーを使用してすべてのオプションを表示する必要
があります。
*障害分離
チケットのシナリオを読んで、障害状態を理解してください。
*チケットシナリオに基づいて、適切なトポロジを開きます。
*に基づいてトポロジ内のデバイスをクリックして、目的のデバイスのコンソールを開きます
*トラブルシューティング方法論。
サポートされているshow、ping、およびtraceコマンドを使用して、障害分離プロセスを開始しま
す。
*トポロジー内のデバイスをクリックして、必要に応じて他のデバイスに移動します。
*障害の特定
トラブルチケットには、答える必要がある3つの質問が含まれます。
* 1.障害を含むデバイス
2.障害状態が関連するテクノロジー
3.問題の解決策は何ですか
チケット内の次の質問に進むには、「次の質問」をクリックします。
* [完了]をクリックすると、トラブルチケットが赤に変わり、アクセスできなくなります。
*「前の質問」ボタンを使用して、その特定の範囲内の質問を確認することもできます
*チケット。
トラブルチケットを完了するには、3つの質問すべてに答えて「完了」をクリックします。これに
より、
*質問への回答。チケット内のすべての質問に答えていない限り、「完了」をクリックしないでく
ださい。
アイテム完成
チケットが赤になったら、画面の下部にある[次へ]ボタンをクリックします。このアクションはあ
なたを動かします
*次のアイテムへ。
トポロジの概要（実際のトラブルシューティングラボの設計は、以下のネットワーク設計用です）
クライアントにはIP 10.2.1.3が必要です
* EIGRP 100はスイッチDSW1とDSW2の間で実行されています
* OSPF（プロセスID 1）はR1、R2、R3、R4の間で実行されています
* OSPFのネットワークはEIGRPで再配布されます
* BGP 65001は、WebサーバークラウドAS 65002を使用してR1で構成されます
* HSRPはDSW1スイッチとDSW2スイッチ間で実行されています
*同社は、レイヤー2およびレイヤー3のトポロジー展示に示されているテストベッドを作成しまし
た。
このネットワークは、4つのルーター、2つのレイヤー3スイッチ、2つのレイヤー2スイッチで構成
されています。
IPv4レイヤー3トポロジーでは、R1、R2、R3、およびR4はOSPFプロセス番号1でOSPFを実行して
います。
DSW1、DSW2、およびR4は、ASが10のEIGRPを実行しています。必要に応じて再配布が有効にな
ります。
R1は番号65001のBGP ASを実行しています。このASには、ISPのネットワーク内のAS
65002へのeBGP接続があります。会社のアドレス空間はプライベート範囲にあるためです。
R1は、内部（10.1.0.0/16および10.2.0.0/16）ネットワークと外部（209.65.0.0/24）ネットワーク

間のNAT変換も提供しています。
ASW1およびASW2はレイヤー2スイッチです。
NTPは、209.65.200.226がマスタークロックソースとして機能するすべてのデバイスで有効になり
ます。
クライアントワークステーションは、R4のDHCPサーバーを介してIPアドレスとデフォルトゲート
ウェイを受け取ります。
10.2.1.254のデフォルトゲートウェイアドレスは、DSW1およびDSW2で実行されているHSRPグル
ープ10のIPアドレスです。
IPv6レイヤー3トポロジーでは、R1、R2、およびR3はOSPFプロセス番号でOSPFv3を実行していま
す
6。
DSW1、DSW2、およびR4は、RIPngプロセス名RIP_ZONEを実行しています。
2つのIPv6ルーティングドメイン、OSPF 6およびRIPngは、基礎となるIPv4
OSPFドメイン上で実行されるGREトンネルを介して接続されます。必要に応じて、再構築が有効
になります。
最近、実装グループはテストベッドを使用して、いくつかの実装で「概念実証」を行っています。
これには、1つ以上のデバイスの構成の変更が含まれていました。
これらの構成中に導入された問題に関連する一連のトラブルチケットが表示されます。
注：トラブルチケットには多くの同様の障害表示がありますが、各チケットには独自の問題と解決
策があります。
各チケットには回答が必要な3つのサブ質問があり、トポロジは同じままです。
質問1障害はどのデバイスで見つかりましたか、
質問2障害状態は、
質問-3どのような正確な問題が見られ、解決のために何をする必要があるか
クライアントはIP 209.65.200.241をpingできません
Solution
Steps need to follow as below:1. When we check on client 1 & Client 2 desktop we are not receiving DHCP address from R4
ipconfig ----- Client will be getting 169.X.X.X
2. On ASW1 port Fa1/0/ 1 & Fa1/0/2 access port VLAN 10 was assigned but when we checked
interface it was showing down Sh run ------- check for running config of int fa1/0/1 & fa1/0/2
(switchport access Vlan 10 will be there with switch port security command). Now check as
below Sh int fa1/0/1 & sh int fa1/0/2
3. As seen on interface the port is in err-disable mode so need to clear port.
4. Change required: On ASW1, we need to remove port-security under interface fa1/0/1 &
fa1/0/2.

NEW QUESTION: 2
ContentUploadServiceデプロイメントを構成する必要があります。
どの2つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解がソリューションの一部を示
しています。
注：それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。
A. 次のマークアップを行CS23に追加します。
タイプ：パブリック
B. 次のマークアップをCS24行に追加します。
osType：Linux
C. 次のマークアップを行CS24に追加します。

osType：Windows
D. 次のマークアップを行CS23に追加します。
タイプ：プライベート
Answer: D
Explanation:
Explanation
Scenario: All Internal services must only be accessible from Internal Virtual Networks (VNets)
There are three Network Location types - Private, Public and Domain Reference:
https://devblogs.microsoft.com/powershell/setting-network-location-to-private/

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit.
What is the output displayed on the IP phone when the incoming calling number is 5550100
with number type=subscriber?
A. +14085550100
B. 0
C. 1
D. +15550100
E. +49125550100
Answer: A

NEW QUESTION: 4
A mother frantically calls the emergency room (ER) asking what to do about her 3-year-old girl
who was found eating pills out of a bottle in the medicine cabinet. The ER nurse tells the
mother to:
A. Give the child 1 cup of water to induce vomiting.
B. Give the child 15 mL of syrup of ipecac.
C. Bring the child to the ER immediately.
D. Give the child 10 mL of syrup of ipecac with a sip of water.
Answer: C
Explanation:
(A) Before giving any emetic, the substance ingested must be known. (B) At least 8 oz of water
should be administered along with ipecac syrup to increase volume in the stomach and
facilitate vomiting. (C) Water alone will not induce vomiting. An emetic is necessary to facilitate
vomiting. (D) Vomiting should never be induced in an unconscious client because of the risk of
aspiration.
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