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NEW QUESTION: 1
Which of the following results from computer assisted audit techniques provides the most
significant indication that additional audit work is needed?
A. The sum of credit entries on the bank statement did not equal the sum of collections for the
same period.
B. Several exact matches were found when vendor and employee addresses were compared.
C. Sorting the check register file by vendor name identified missing sequences of check
numbers.
D. Matching the accounts payable transaction file with the purchase order request file resulted
in many differences between the person requesting the purchase order and the person
authorizing payment.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Your customer wants to reduce business risk by controlling security and data loss. Which HP
play card would you use as a resource?
A. Hyper-converged Systems
B. Accelerate Mission Critical
C. Virtualization and Cloud
D. Backup Modernization
Answer: C

NEW QUESTION: 3
拡張pingではどのIPヘッダーオプションフィールドを変更できますか？
（3つ選択してください。）
A. Timeout
B. Value
C. Record
D. Strict
E. Timestamp
Answer: C,D,E
Explanation:
チケット19：BGP ACL
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
======
show run:
Configuration on R1
interface Serial0/0/1
description Link to ISP
ip address 209.65.200.224 255.255.255.252
ip nat outside
ip access-group edge_security in
!
ip access-list extended edge_security
deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
deny 127.0.0.0 0.255.255.255 any
permit ip host 209.65.200.241 any
!

NEW QUESTION: 4
How do you determine which patches are currently installed on the system?
A. swlist -l depot | grep -i ph
B. check_patches
C. swlist -l product | grep -i patch
D. swlist -l patch
Answer: D
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