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NEW QUESTION: 1
You need to ensure that you can deploy the LabelMaker application.
How should you complete the CLI commands? To answer, select the appropriate options in the
answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: group
Create a resource group with the az group create command. An Azure resource group is a
logical group in
which Azure resources are deployed and managed.
The following example creates a resource group named myResourceGroup in the westeurope
location.
az group create --name myResourceGroup --location westeurope
Box 2: CohoWinterLabelMaker
Use the resource group named, which is used in the second command.
Box 3: aks
The command az aks create, is used to create a new managed Kubernetes cluster.
Box 4: monitoring
Scenario: LabelMaker app
Azure Monitor Container Health must be used to monitor the performance of workloads that
are deployed to
Kubernetes environments and hosted on Azure Kubernetes Service (AKS).
You must use Azure Container Registry to publish images that support the AKS deployment.

NEW QUESTION: 2
シナリオ
質問に答える前にこのシナリオを読んでください
あなたは、政府のすべての通信および情報システムのセキュリティ保護を担当する政府機関のチー
フアーキテクトのコンサルタントとして働いています。エージェンシーは最近、世界中の離れた場
所に音声、ビデオ、メッセージデータのリアルタイムで非常に安全な通信を提供する安全な通信シ
ステムの信頼性とパフォーマンスをアップグレードするプログラムの資金を受け取りました。
機関には、TOGAF

9に基づく確立されたエンタープライズアーキテクチャ（EA）機能があります。機関のエグゼクテ
ィブディレクターは、EA機能のスポンサーです。
国家安全保障を維持するには、信頼性が高く、高性能で安全な通信が不可欠であるため、エグゼク
ティブディレクターは、アップグレードされたシステムのアーキテクチャに対してより厳しい要件
を課しています。システムの運用に最も重要な主要サービスに関する特定のパフォーマンス測定の
保証と検証を提供できる必要があります。これらのサービスレベルの詳細と特定の測定に焦点を合
わせると、サービス契約でより厳しい要件を実施できます。また、必要なパフォーマンスが提供さ
れていること、および重要なサービスが必要に応じて実行に失敗した場合に通知が行われることを
高度に保証します。
プログラム予算の一部は、EAのレビューのコンテキストに割り当てられています。レビューの範囲
は、EA機能のプロセス、コンテンツ、およびガバナンスを評価して、アップグレードされたシステ
ムで必要とされるより高いターゲットパフォーマンスとサービスレベルを確実に達成できるように
することです。
チーフアーキテクチャは、TOGAF
9が導入されてから使用されてきたコアEAアーティファクトは、これらの新しい機能を説明するに
は不十分であると指摘しています。アーティファクトには、システムに必要な特定のサービスに関
する詳細な測定要件を定義するための明示的な規定はありません。現在のシステム内の特定のサー
ビスには、新しい要件のいくつかに一致するサービス測定の実装があることを学びましたが、それ
らはいくつかの領域でのみ使用されています。
別の国家機関での最近のEAの取り組みにより、安全な通信を含む重要な防御システムで同様の要件
を実現するための一般化された高性能通信システムモデルが作成されました。これらのモデルがア
ップグレードプログラムに役立つ可能性があります。
シナリオを参照
アップグレードされたシステムの要件に対応するようにアーキテクチャコンテンツメタモデルを調
整するための推奨事項を作成するように求められました。
TOGAFに基づいて、次のうちどれが最良の答えですか？
A. TOGAF
9コンテンツメタモデル拡張機能のすべてをアーキテクチャコンテンツメタモデルに組み込むこと
をお勧めします。完全なコンテンツメタモデルにより、EAチームはこれらのアーティファクトにリ
ンクされたパフォーマンスと測定の目的をサポートするために必要なすべての重要な追加データを
キャプチャして分類することができます。新しいリポジトリコンテンツが実装されたら、オンデマ
ンドクエリを使用して、特定のサービスの測定を評価するために必要なアーティファクトとデータ
を分離するカスタマイズされたガバナンス関係者ビューを生成できます。このビューがガバナンス
の懸念にとって不適切であることが判明した場合、それらの成果物内のサービスモデルを拡張でき
ます。
B.
一部の成果物には特定の測定が必要になり、これらの測定にリンクされたパフォーマンス目標をサ
ポートするために追加のデータが必要になるため、TOGAF
9コンテンツメタモデルのモチベーションとガバナンスの拡張機能を使用することをお勧めします
。これらの拡張機能を使用すると、アーキテクチャの目標、目的、およびドライバーをモデル化し
、それらをサービスレベルおよびより詳細なガバナンスモデルにリンクできます。これにより、既
存のプロファイルを再利用して、関連するさまざまなサービス契約に合わせてカスタマイズするこ
ともできます。
C. このケースでは、サービスのモデリングとデータの詳細を拡張する必要があるため、TOGAF
9コンテンツメタモデルのサービス拡張を使用するのが最適です。この拡張機能を使用することで
、サービスモデルは通常のビジネスサービス定義で期待されるものに制約されなくなり、より厳し
い測定要件をサポートするためにカスタマイズされたモデルを追加する際の柔軟性が高まります。
サービス拡張は、ビジネスサービスとアプリケーションコンポーネント間の用語のマッピングにも
使用できます。
D.
アップグレードされたシステムに必要なより詳細なガバナンスビューに必要な厳格なパフォーマン
ス測定のタイプをサポートするには、アーキテクチャの通信およびネットワークレイヤーへのイン
ターフェイスがアプリケーションレベルで高度に可視化されている必要があります。これを適切に

開発するには、TOGAFコンテンツメタモデルのインフラストラクチャ拡張モデルからコミュニケー
ションエンジニアリングビューを作成する必要があります。このビューにより、アーキテクトはシ
ステム全体で必要なパフォーマンス測定通信を調整できます。
Answer: C

NEW QUESTION: 3
A tight matrix is:
A. Where functional managers operate in a dual reporting structure reporting to both their own
departments and to the project manager.
B. a and c
C. A balanced matrix organization.
D. Where all team members are brought together in one location.
Answer: D
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