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NEW QUESTION: 1
ある会社がAWSで新しい高可用性Webアプリケーションを設計しています。このアプリケーション
には、AWSのアプリケーションサーバーから会社のオンプレミス環境でホストされているバックエ
ンドRESTAPIへの一貫した信頼性の高い接続が必要です。
AWSとオンプレミス間のバックエンド接続は、プライベート仮想インターフェースを介したAWS
DirectConnect接続を介してルーティングされます。 Amazon Route
53は、アプリケーションのプライベートDNSレコードを管理して、バックエンドRESTAPIのIPアド
レスを解決するために使用されます。
バックエンドAPIへの信頼できる接続を提供する設計はどれですか？
A.
オンプレミスデータセンターからAWSにパブリックインターネット経由でルーティングされるIPSe
c
VPN接続を作成し、ダイレクトコネクト接続と同じ仮想プライベートゲートウェイに接続します。
https://aws.amazon.com/answers/networking/aws-single-data-center-ha-network-connectivit
y/
B. バックエンドREST APIに少なくとも2つのバックエンドエンドポイントを実装し、Route
53ヘルスチェックを使用して各バックエンドエンドポイントの可用性を監視し、DNSレベルのフェ
イルオーバーを実行します。
C. 別のネットワークキャリアから2番目のDirect
Connect接続をインストールし、最初のDirectConnect接続と同じ仮想プライベートゲートウェイ
に接続します。
D.
同じネットワークキャリアからの同じダイレクトコネクト接続に2番目のクロスコネクトをインス
トールし、同じプライベート仮想インターフェイス上の同じリンクアグリゲーショングループ（LA
G）に両方の接続を参加させます。
Answer: C

NEW QUESTION: 2
ソリューションアーキテクトは、会社のオンプレミスLinuxサーバーおよびアプリケーションで使
用できるAWSファイルストレージソリューションを調査しています。会社には、会社のVPCとオン
プレミスネットワークの間にセットアップされた既存のVPN接続があります。
ソリューションアーキテクトはどのAWSサービスを使用する必要がありますか？

（2つ選択してください）
A. AWS Storage Gateway
B. Amazon Elastic File System（Amazon EFS）
C. AWSバックアップ
D. AWS Snowball Edge
E. AWS DataSync
Answer: B,C

NEW QUESTION: 3
us-central1リージョンに単一の仮想プライベートクラウド（VPC）と単一のサブネットワークを持
つプロジェクトが与えられます。このサブネットワークには、アプリケーションをホストするCom
pute Engineインスタンスがあります。
europe-west1リージョンの同じプロジェクトに新しいインスタンスをデプロイする必要がありま
す。この新しいインスタンスは、アプリケーションにアクセスする必要があります。
Googleが推奨するプラクティスに従いたい。あなたは何をするべきか？
A. 1.同じVPCで、europe-west1.2にサブネットワークを作成します。 Cloud
VPNを使用して2つのサブネットワークを接続します。3。新しいサブネットワークに新しいインス
タンスを作成し、最初のインスタンスのプライベートアドレスをエンドポイントとして使用します
。
B.
1.同じVPCで、europe-west1.2にサブネットワークを作成します。新しいサブネットワークに新し
いインスタンスを作成し、最初のインスタンスのプライベートアドレスをエンドポイントとして使
用します。
C. 1.
VPCとサブネットワークをeurope-west1.2に作成します。内部ロードバランサーを使用してアプリ
ケーションを公開します。3。新しいサブネットワークに新しいインスタンスを作成し、ロードバ
ランサーのアドレスをエンドポイントとして使用します。
D. 1. VPCとサブネットワークをeurope-west1.2に作成します。
2つのVPCをピアリングします3。新しいサブネットワークに新しいインスタンスを作成し、最初の
インスタンスのプライベートアドレスをエンドポイントとして使用します。
Answer: C
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