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1.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたは、顧客のためにサービスを提供を担当している。この顧客は、ボストンにオフィス

を持っています。今顧客は地元の慈善団体に 500 デスクトップコンピュータを寄付する予定。すべての

コンピュータは、Windows がプレインストールされています。あなたが技術的なサポートなので、あな

たは、顧客がコンピュータを寄付し、該当するすべてのライセンス契約との適合を維持できることを確

認するように求められます。ソリューションは、慈善団体のために、できるだけ多くのハードウェアお

よびソフトウェアのリソースを提供する必要があります。 

あなたはどのようなアクションを実行する必要がありますか？  

A. まず、ハードディスクはすべてのコンピュータから削除する必要があります。そして、コンピュータ

は、非営利組織に転送する必要がありますし、彼らが完全なパッケージ製品（FPP）のライセンス契約

の下で、各コンピュータの新しい Windows ライセンスを購入することを示唆している必要があります。 

B. 各コンピュータは、Windows のライセンスはボリュームライセンス契約に基づいて購入する必要があ

ります。次に、コンピュータおよびライセンスを非営利組織に転送する必要があります。  

C. 最初のオペレーティングシステムと本物の証明書（COA）が、各コンピュータから削除する必要があ

ります。そして、コンピュータは、非営利組織に転送する必要があります。 

D. まず、Windows を再インストールするために、元のメディアを使用する必要があります。そして、コ

ンピュータ、メディア、真正（の COA）の証明書、およびマニュアルは、非営利組織に転送する必要が

あります。 

Answer: D  

 

2.  あなたはアレックスという名前の顧客のためにサービスを提供を担当している。あなたの毎日の仕事

は、アレックスのためのソフトウェア資産のライフサイクルを管理することです。アレックスのセキュ

リティポリシーに従って、承認済みのソフトウェアがインストールでき、従業員が使用する。今、あな

たが彼の要求に従って、アレックスからの注文を取得し、プロセスは、そのセキュリティポリシーをサ

ポートするために実装する必要があります。 

だから、その処理について、その目標を達成するために実装する必要がありますか？ 

A. クライアントアクセスライセンス（CAL）承認プロセスを実装する必要があります。  

B. 変更管理プロセスを実装する必要があります。  

C. ライセンス回復処理が実施されるべきであます。 

D. 侵入検知処理が実施されるべきであます。 

Answer: B  

 

3.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたは、顧客のためにサービスを提供を担当している。彼の会社では、集中ソフトウェア

の購入プロセスがあります。アレックスは部門長が常にソフトウェアを購入するために彼らの個人的な

クレジットカードを使用することに気づく。 

そのため、彼は部門長によるソフトウェアの購入量を削減することを決定。あなたが技術的なサポート

を提供することができるので、彼はあなたに、このタスクを割り当てます。 

あなたのタスクを達成するためにどのように処理実行する必要がありますか？ 

A. タスクを達成するために、SAM の意識と教育プログラムが確立されなければならない。 

B.  タスクを達成するために、ソフトウェアインベントリツールが実装されるべきである。  

C. タスクを達成するために、SAM の最適化の評価を実施すべきである。 

D. タスクを達成するためには、ビジネスソフトウェアアライアンス（BSA）は通知する必要がある。 

Answer: A  
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4.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたは、顧客のためにサービスを提供を担当している。これでは、SAM プログラムのため

の資金を確保するように求められます。あなたは、顧客から次の情報を収集します。お客様の会社では、

部署は、Microsoft Office の異なるバージョンを使用して、ハードウェアインベントリは、不完全である

ユーザーは、サポートされていないソフトウェアのインストールを実行し、すべてのソフトウェアの購

入が分散化されている。あなたは、顧客のための SAM プログラムを実装しサポートする 2 つの利点を見

つけなければならない。 

あなたはどの 2 つの利点を特定する必要がありますか？（複数を選択してください。） 

A. 利点は、改善された支払プロセスである 

B. 便益は、プロジェクト管理プロセスを改善している 

C. 利益は、ライセンスコストを低下させる 

D. 利益は、IT コストをサポートして減少している 

Answer: CD  

 

5.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたは、顧客のためにサービスを提供を担当している。この顧客は、SAM ツールを持って

います。顧客は、SAM ツールを使用して、ハードウェアインベントリを収集します。あなたが技術的な

サポートを提供することができるので、顧客はあなたが発見されたデスクトップコンピュータの数が正

確であるかどうかを確認するよう求められます。このタスクを達成するためには、どのようなアクショ

ンを実行する必要がありますか？ 

A. このタスクを実行するため、各サーバ上で、Microsoft システムセンター構成マネージャー（cfgmgr

を）クライアントをインストールする必要があるためにです。 

B. このタスクを達成するために、ハードウェアリフレッシュサイクルを特定する必要がある。 

C. このタスクを達成するために、データは、元のビルドの在庫に対して比較する必要がある。  

D. このタスクを達成するために、手動インベントリを行うべきであり、それは SAM ツールの結果と比

較する必要がある。 

Answer: D  

 

6.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたは、顧客のためにサービスを提供を担当している。顧客は、次の 3 つの主要なパフォ

ーマンス指標を持っています。最初のものは、同社が定義されており、SAM の計画を承認したというこ

とです。第 1 は、SAM にサインオフレポートが毎年行われていることである。 3 つ目は、同社が全社の

直接の SAM の責任を特定しているということです。あなたが技術的なサポートであるため、顧客はあな

たにタスクを割り当てます。あなたは、これらの指標の全てが表す最小の SAM 成熟度レベルを指定する

ように求められます。 

その成熟度レベルが特定されるべきでありますか？ 

A. 標準化は、識別される必要がある。 

B. 基本的には、識別される必要がある。 

C. 動的に識別される必要がある。  

D. 合理化は、識別される必要がある。 

Answer: A  

 

7.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し
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ています。あなたはアレックスという名前の顧客のためにサービスを提供を担当している。ハードウェ

アとソフトウェアのインベントリ手順だけでなく、ボリュームライセンス契約は、アレックスのために

あなたが収集してきた。アレックスは SAM プログラムの評価の範囲は、彼のために定義されるべきであ

ることを要求する。あなたが技術的なサポートなので、あなたは彼のためにこれを達成しなければなら

ない。以下の情報は使用されるべきで、そのタスクを達成するためにしますか？ 

A. そのタスク、IT スタッフの数は、使用すべきを達成するべきである。 

B. そのタスクを達成するために、物理的な資産の位置は、使用されるべきである。 

C. そのタスクを達成するために、好適なソフトウェアベンダが使用されるべきである。 

D. そのタスクを達成するために、契約社員の数は、使用されるべきである。 

E. 上記のいずれでもない。 

Answer: B  

 

8.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたはアレックスという名前の顧客のためにサービスを提供を担当している。アレックス

の要件に応じて、SAM の改善計画は彼のために実装されます。あなたがその目標を達成しようとすると、

正確なソフトウェアの購入情報は、アレックスによって維持されていることを確認する必要があります。 

そのタスクを達成するために、どのようなアクションを行うべきでしょうか？ 

A. 承認されたすべてのソフトウェア·ベンダーは、そのタスクを達成するために特定されるべきである。 

B. すべての承認されたソフトウェアの予算は、そのタスクを達成するために特定されるべきである。  

C. SAM ROI 計算は、そのタスクを達成するために実行する必要があります。  

D. すべてのソフトウェアの買収は、そのタスクを達成するために監視する必要があります。  

E. 予算の承認プロセスは、そのタスクを達成するために最適化する必要があります。 

Answer: D  

 

9.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたはアレックスという名前の顧客のためにサービスを提供を担当している。アレックス

の要件に応じて、SAM プログラムは彼のために実装されます。彼の要求を満たすためには、すべてのコ

ンピュータの 50％ハードウェアのインベントリを収集するだけでなく、あなたはその上、ライセンス購

入記録に対して調整を行っており、Microsoft のライセンスステートメント（MLS）を収集、エグゼクテ

ィブスポンサーシップと予算の承認を収集します。今、あなたが彼の要件に応じて、CIO からの注文を

取得し、すべてのネットワークコンピュータ上のアプリケーションのインストールは、特定されるべき

である。 

そのタスクを達成するためには、どのようなアクションを実行する必要がありますか？ 

A. あなたは、ソフトウェア検出ツールを実装する必要があります。  

B. あなたは、ソフトウェアライセンスの追跡ツールを実装する必要があります。  

C. あなたは、アプリケーションのライセンスの追跡ツールを実装する必要があります。 

D. あなたは、アプリケーションのパッチ管理ツールを実装する必要があります。 

E. あなたは、SAM プログラムダッシュボードを実装する必要があります。 

Answer: A  

 

10.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたはアレックスという名前の顧客のためにサービスを提供を担当している。マイクロソ

フトセレクトは、ボリュームライセンスを介してすべてのサーバーソフトウェアを購入するために、ア

レックスが使用します。今、CIO は、あなたにタスクを割り当てる会社は、あなたがアレックスの会社
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では、サーバーによって購入されている情報の正確性を確認する必要があります。 

そのタスクを達成するために、どのようなアクションを実行する必要がありますか？ 

A. Microsoft システムセンター構成マネージャー（cfgmgr を）ツールは、そのタスクを達成するために使

用されるべきである。  

B. アップグレードアドバンテージツールは、そのタスクを達成するために使用されるべきである。 

C. マイクロソフトボリュームライセンスサービス（MVLS）Web サイトのツールは、そのタスクを達成

するために使用されるべきである。 

D. Microsoft システムセンターOperations Manager（OpsMgr の）ツールは、そのタスクを達成するため

に使用されるべきである。 

Answer: C  

 

11.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたはアレックスという名前の顧客のためにサービスを提供を担当している。アレックス

の要件に応じて、彼は、Microsoft SQL Server の展開は、ライセンスに準拠しているかどうかを確認する

ために評価すべきである。プロセッサ単位のライセンスは、SQL Server のライセンスを取得するために、

アレックスが使用している。これでは、SAM の評価の範囲を特定するためのタスクが割り当てられます。 

どのようなアクションは、タスクを達成するために実行する必要がありますか？  

A. SAM の評価の範囲を特定するために、すべての Windows Server クライアントアクセスライセンス

（CAL）は、収集する必要があります。 

B. SAM の評価の範囲を特定するには、SQL Server をインストールするためのインフラストラクチャグ

ループが特定されるべきであります。 

C. SAM の評価の範囲を特定するために、インフラストラクチャ·グループにアクセスするには、SQL 

Server が特定されるべきであります。 

D. SAM の評価の範囲を特定するために、すべての SQL Server クライアントアクセスライセンス（CAL）

は、収集する必要があります。 

Answer: B  

 

12.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたは、顧客のためにサービスを提供を担当している。彼のライセンスインベントリが完

全にパッケージされた製品の Microsoft Office（FPP）コピーを真正の 350 証明書（の COA）が含まれて

います。彼の会社では、400 のコンピューターは、Office と一緒にインストールされています。今、あな

たが彼の要求に応じて、CIO からの注文を受け、あなたは文書がオフィスを展開するためのライセンス

証明（POL）を証明するために必要とされるかを決定するように求められます。 

あなたはどちらの文書を選択すればよいですか？  

A. Microsoft ライセンスステートメント（MLS）、ボリュームライセンス契約、仕入先請求書、電子ライ

センスの確認します。 

B. COA、エンドユーザーライセンス契約（EULA は）、電子ライセンスの確認します。 

C. COA、エンドユーザーライセンス契約（EULA の）、メディア、およびマニュアルです。 

D. Microsoft ライセンスステートメント（MLS）、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）、メディア、お

よびマニュアルです。 

Answer: C  

 

13.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたが技術的なサポートであるため、当社はお客様にタスクを割り当てます。あなたは、
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ネットワーク上のWindowsベースのコンピュータのソフトウェアおよびハードウェアの資産情報を収集

する必要があります。  

この情報を収集するためには、マイクロソフトの製品を使用する必要があります。以下の製品は、どれ

を選択すればよいですか？ 

A. あなたは、Microsoft システムセンター構成マネージャーを使用することを選択する必要があります。 

B. あなたは、Microsoft システムセンターEssentials を使用することを選択する必要があります。 

C. あなたは、Microsoft システムセンターサービスマネージャを使用することを選択する必要があります。 

D. あなたは、Microsoft システムセンターOperations Manager を使用することを選択する必要がありま

す。 

Answer: A  

 

14.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたはアレックスという名前の顧客のためにサービスを提供を担当している。Microsoft の

オープンライセンス契約により、すべてのライセンスが byhim 購入されています。すべての購入情報は、

Microsoft Office Excel のスプレッドシートに保存されています。完全な Microsoft ライセンスステートメ

ント（MLS）ツールは、彼が所有しています。あなたが技術的なサポートを提供しているので、あなた

は彼の購入情報が正確であることを確認するように求められます。 

次のレポートの中で、どちらが使用されるべきでありますか？ 

A. マイクロソフトボリュームライセンスサービス（MVLS）が使用されるべきであります。 

B. 登録番号を使用する必要があります。 

C. マイクロソフト製品ライセンス·アドバイザー（MPLA）が使用されるべきであります。 

D. Microsoft システムセンター構成マネージャー（cfgmgr を）を使用してください。 

Answer: B  

 

15.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたは、顧客のためにサービスを提供を担当している。この顧客の会社では、900 シン·

クライアントがあります。これらのクライアントは、ターミナルサービスのサーバーにログオンします。

企業ネットワーク内の 1 の Active Directory フォレストがあります。今、あなたは、CIO からの注文を受

け、彼の要求に応じて、ソフトウェアインベントリが正確であることを確認する必要があります。 

どのようなアクションは、このタスクを達成するために実行する必要がありますか？  

A. このタスクを実行するには、ターミナルサービスサーバー名とアクセスしたソフトウェア製品の名前

は、インベントリデータベースに格納されていることを確認する必要があります。  

B. Active Directory から、このタスクを達成するために、ユーザーのログオン情報を収集する必要があり

ます。  

C. ターミナルサービスのサーバーから、このタスクを達成するために、収集する必要があるからライセ

ンス情報を利用者です。 

D. このタスクを実行するには、シンクライアントデバイス名とアクセスしたソフトウェア製品の名前は、

インベントリデータベースに格納されていることを確認する必要があります。 

Answer: D  

 

16.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたはアレックスという名前の顧客のためにサービスを提供を担当している。今朝、あな

たはアレックスからのレポートを取得、彼の報告では、あなたは acomplete ハードウェアインベントリ

は、彼によって実行されたと言われています。また、あなたが言われるの SAM ツールを使用して、すべ
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てのコンピュータから hecollects のソフトウェア展開データ。今、あなたは必ず、データが正確である

かどうかことを確認するためにタスクが割り当てられます。 

そのタスクを達成するために、どのようなアクションを行うべきでしょうか？ 

A. コンピュータのランダムサンプルからデータを収集した後に、そのタスクを達成するために、サンプ

ルの結果は、ソフトウェア展開データと比較されるべきである。 

B. コンピュータのランダムサンプルからデータを収集した後に、そのタスクを達成するために、サンプ

ルの結果は、ライセンスインベントリと比較されるべきである。  

C. そのタスクを達成するために、データは、ライセンスインベントリと比較されるべきである。 

D. そのタスクを達成するために、データは、元のビルドインベントリと比較されるべきである。  

E. コンピュータのランダムサンプルからデータを収集した後に、そのタスクを達成するために、サンプ

ルの結果は、元のビルドインベントリと比較されるべきである。 

Answer: A  

 

17.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたはアレックスという名前の顧客のためにサービスを提供を担当している。アレックス

の要求に応じて、あなたは彼のために SAM プログラムを設計しようとします。ただし、あなたに SAM

プログラムに関連する情報を提供するために、アレックスの部長から少し助けを得るで登録して、SAM

プログラムの設計を開始することは困難である。 

その後は、SAM プログラムを設計開始した後、どのようなアクションを実行する必要があり、その問題

を解決するよう求めていますか？ 

A. SAM プログラムを設計し起動した後、執行の権限は、主要な利害関係者から取得する必要があります。 

B. SAM プログラムを設計し始めた後は、SAM ツールが推奨されるべきであります。   

C. SAM プログラムを設計し始めた後に、特定の SAM の役割を割り当てる必要があります。  

D. SAM プログラムを設計し始めた後、SAM プログラムのスコープを定義する必要があります。  

Answer: A  

 

18.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたはアレックスという名前の顧客のサービスを提供しています。アレックスは、SAM の

ビジネスケースを開発する予定。彼の SAM の改善計画のキーコンピテンシーは、基本的な成熟度レベル

を持っています。あなたが技術的なサポートなので、あなたは、標準化された、この成熟度レベルを改

善するように求められます。 

あなたは目標を達成するためにどのように処理実行する必要がありますか？  

A. この目標を達成するために、SAM の計画のために、プロジェクト計画のガントチャートを作成する必

要があります。 

B. この目標を達成するために、SAM ツールが識別されるべきであります。 

C. この目標を達成するために、ロールとスタッフは、識別されるべきであります。 

D. この目標を達成するために、SAM 計画のために、予算の承認が得られるべきであります。 

Answer: D  

 

19.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたは、顧客のためにサービスを提供を担当している。ソフトウェアインベントリツール

と顧客のための SAM ツールがあります。ソフトウェアインベントリツールは、SAM ツールのデータベ

ースにリンクされている。アプリケーション認識ライブラリーは SAM ツールに含まれている。 SAM ツ

ールによって同定することができるソフトウェアのリストは、ライブラリに含まれている。いいえ
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Microsoft Office 2007 のインストールは、ソフトウェアインベントリツールによって表示されていない。 

Office 2007 のは、いくつかのデスクトップコンピュータにインストールされている。あなたが技術的な

サポートであるため、顧客は、すべての Office 2007 のインストールは、ソフトウェアインベントリツー

ルによって管理されていることを確認するように求められます。 

この目標を達成するために、どのようなアクションを行うべきか？ 

A. この目標を達成するために、すべての Office2007desktops は、Windows Vista にアップグレードする

必要があります。  

B. この目標を達成するために、SAM ツールアプリケーション認識ライブラリーをアップグレードする必

要があります。 

C. この目標を達成するために、Microsoft システムセンターOperations Manager（OpsMgr の）は、ネッ

トワーク上にインストールする必要があります。 

D. この目標を達成するために、すべてのソフトウェアのアップデートやセキュリティパッチは、

Office2007 のためにインストールする必要があります。 

Answer: B  

 

20.  あなたは、会社のネットワークを担当していると、あなたの会社のための技術的なサポートを提供し

ています。あなたはアレックスという名前の顧客のためにサービスを提供を担当している。アレックス

のネットワークでは、レポートを生成するために使用される SAM ツールが存在する。その後、Microsoft 

Office Visio の標準および Microsoft Office Visio の Professional のインストールが彼のネットワーク上の

アレックスによって行われてきた。ただし、Visio のプロフェッショナルは、アレックスが購入したライ

センスを持っています。あなたが技術的なサポートなので、あなたは彼の要件に応じて、報告書は、Visio

のライセンスを両立するために作成する必要があり、CIO からの注文を取得します。 

1 は、その目標を達成するために作成する必要があり、以下のレポートのどれでしょうか？ 

A. 従業員によるソフトウェア要求は、その目標を達成するために作成する必要があります。  

B. サーバー製品によるソフトウェアの使用は、その目標を達成するために作成する必要があります。  

C. 版によるソフトウェアの展開は、その目標を達成するために作成する必要があります。  

D. 月ごとに購入したソフトウェア·ライセンスは、その目標を達成するために作成する必要があります。  

Answer: C  

 

  


