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NEW QUESTION: 1
路由器 MSR-1 的两个广域网接口 S1/0 、 S1/1 分别连接路由器 MSR-2 、 MSR-3 。同时 MSR-1
的以太网口连接 MSR-4 ,所有四台路由器都运行了 RIP 协议。在 MSR-1 的路由表中有一条来自 MSR-2
的被启动了抑制时间的路由 R ,那么 ______ 。（多选)
A. 在抑制时间结束前,如果 MSR-1 接收到来自 MSR-3 的路由 R 的更新,而且其 Cost 小于 16 ,那么
MSR-1 上就会解除对路由 R 的抑制并更新路由表
B. 在抑制时间结束前,如果 MSR-1 接收到来自 MSR-2 的路由 R 的更新,而且其 Cost 小于 16 ,那么
MSR-1 上就会解除对路由 R 的抑制并更新路由表
C. 在 MSR-1 、 MSR-2 的路由表中路由 R 的 Cost 值被设置为 16
D. 在抑制时间结束后,如果 MSR-1 接收到来自 MSR-4 的路由 R 的更新,那么 MSR-1
上就会更新路由表中路由 R 的信息
Answer: B,C,D

NEW QUESTION: 2
Which of the following is a wireless network detector that is commonly found on Linux?
A. Netstumbler
B. Abel
C. Kismet
D. Nessus
Answer: C

NEW QUESTION: 3
A. Option B
B. Option C
C. Option D
D. Option A

Answer: A
Explanation:
References: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn792010.aspx

NEW QUESTION: 4
ケーススタディ：7-Mountkirk Games
会社概要
Mountkirk
Gamesは、モバイルプラットフォーム用のセッションベースのオンラインマルチプレイヤーゲーム
を作成しています。彼らはいくつかのサーバー側の統合を使用してすべてのゲームを構築します。
従来、彼らはクラウドプロバイダーを使用して物理サーバーをリースしてきました。
一部のゲームは予想外に人気があったため、世界中の視聴者、アプリケーションサーバー、MySQL
データベース、分析ツールのスケーリングに問題がありました。
彼らの現在のモデルは、ゲームの統計情報をファイルに書き込み、それらをレポート用に中央のMy
SQLデータベースにロードするETLツールを介して送信することです。
ソリューションのコンセプト
Mountkirk
Gamesは、非常に人気が高いと予想される新しいゲームを構築しています。彼らは、ゲームのバッ
クエンドをGoogle Compute
Engineにデプロイして、ストリーミングメトリックをキャプチャし、集中的な分析を実行し、自動
スケーリングサーバー環境を利用して、マネージドNoSQLデータベースと統合することを計画して
います。
ビジネス要件
グローバルフットプリントに増加します。
アップタイムの改善-ダウンタイムはプレイヤーの損失です。
使用するクラウドリソースの効率を向上させます。
すべてのお客様の待ち時間を短縮します。
技術要件
ゲームバックエンドプラットフォームの要件
ゲームのアクティビティに基づいて動的にスケールアップまたはスケールダウンします。
トランザクションデータベースサービスに接続して、ユーザープロファイルとゲームの状態を管理
します。
将来の分析のために、ゲームアクティビティを時系列データベースサービスに保存します。
システムのスケーリングに伴い、バックログの処理が原因でデータが失われないようにします。
強化されたLinuxディストリビューションを実行します。
ゲーム分析プラットフォームの要件
ゲームのアクティビティに基づいて動的にスケールアップまたはスケールダウン
ゲームサーバーから直接オンザフライで受信データを処理する
モバイルネットワークが遅いために遅れて到着するデータを処理する

クエリが少なくとも10 TBの履歴データにアクセスできるようにする
ユーザーのモバイルデバイスによって定期的にアップロードされるファイルを処理する
エグゼクティブステートメント
最後に成功したゲームは以前のクラウドプロバイダーにうまく対応できなかったため、ユーザーの
採用が低下し、ゲームの評判に影響を与えました。私たちの投資家は、ゲームの速度と安定性を評
価するためのより多くの主要業績評価指標（KPI）と、ゲームをターゲットユーザーに適応させる
ために使用パターンのより深い洞察を提供する他の指標を求めています。
さらに、現在のテクノロジースタックでは必要な規模を提供できないため、MySQLを置き換えて、
自動スケーリング、低レイテンシの負荷分散を提供し、物理サーバーの管理から解放される環境に
移行したいと考えています。
この質問については、Mountkirk Gamesのケーススタディを参照してください。 Mountkirk
Gamesは、現在の分析および統計レポートモデルから、Google Cloud
Platformの技術要件を満たすモデルに移行したいと考えています。
移行計画の一部とすべき2つのステップはどれですか。 （2つ選択してください。）
A.
単一のMySQLデータベースからMySQLクラスターに移動する方法を示すアーキテクチャ図を描画
します。
B. Cloud
Storageにアップロードされた分析ファイルで起こり得るSQLインジェクション攻撃を防御するた
めにCloud Armorを統合します。
C.
BigQueryのパフォーマンスを向上させるためにデータを非正規化するスキーマ移行計画を記述しま
す。
D. 前のゲームの10 TBの分析データをCloud
SQLインスタンスに読み込み、完全なデータセットに対してテストクエリを実行して、それらが正
常に完了することを確認します。
E. 現在のバッチETLコードをCloud Dataflowに移行することの影響を評価します。
Answer: C,E
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