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NEW QUESTION: 1
企業がビジネスに不可欠なアプリケーションをAWSに移行しています。
Oracleデータベースを使用する従来の3層Webアプリケーションです。データは転送中および保存
中に暗号化する必要があります。データベースは12 TBのデータをホストします。
内部でのソースOracleデータベースへのネットワーク接続が許可されており、可能な場合はAWS
Managed Servicesを使用して運用コストを削減したいと考えています。
Webおよびアプリケーション層内のすべてのリソースが移行されました。データベースには、いく
つかのテーブルと主キーのみを使用する単純なスキーマがあります。ただし、多くのバイナリラー
ジオブジェクト（BLOB）フィールドが含まれています。ライセンスの制限のため、データベース
のネイティブ複製ツールを使用することはできませんでした。
アプリケーションの可用性に与える影響が最も少ないデータベース移行ソリューションはどれです
か？
A. AWS
DMSを使用して、オンプレミスのOracleデータベースとAWSでホストされているレプリケーション
インスタンス間でデータセットをロードおよびレプリケートします。 Transparent Data
Encryption（TDE）を有効にしてOracleインスタンス用のAmazon
RDSをプロビジョニングし、レプリケーションインスタンスのターゲットとして設定します。お客
様が管理するAWS
KMSマスターキーを作成して、レプリケーションインスタンスの暗号化キーとして設定します。
AWS
DMSタスクを使用して、データをターゲットRDSインスタンスにロードします。アプリケーション
のメンテナンス期間中およびロードタスクが進行中のレプリケーションフェーズに達した後、デー
タベース接続を新しいデータベースに切り替えます。
B.
アプリケーションのメンテナンスウィンドウで、オンプレミスのOracleデータベースに圧縮された
データベースの完全バックアップを作成します。バックアップの実行中に、10 Gbps AWS Direct
Connect接続をプロビジョニングして、データベースバックアップファイルのAmazon
S3への転送速度を上げ、メンテナンスウィンドウの期間を短縮します。 SSL /
TLSを使用して、直接接続接続経由でファイルをコピーします。バックアップファイルが正常にコ
ピーされたら、メンテナンスウィンドウを開始し、暗号化が有効になっているOracleインスタンス
用に新しくプロビジョニングされたAmazon RDSにデータをインポートするAmazon
RDSサポートツールを起動します。データが完全にロードされるまで待機し、データベース接続を
新しいデータベースに切り替えます。不要な料金を削減するには、Direct
Connect接続を削除します。
C. Amazon
EC2インスタンスをプロビジョニングし、同じOracleデータベースソフトウェアをインストールし

ます。サポートされているツールを使用して、ソースデータベースのバックアップを作成します。
アプリケーションのメンテナンスウィンドウで、EC2インスタンスで実行されているOracleデータ
ベースにバックアップを復元します。 OracleインスタンスのAmazon
RDSをセットアップし、AWSでホストされているデータベース間にインポートジョブを作成します
。ジョブが完了したら、ソースデータベースをシャットダウンし、データベース接続をRDSインス
タンスに切り替えます。
D. Amazon RDS for
Oracleインスタンスをプロビジョニングします。インターネットにアクセスできる仮想プライベー
トクラウド（VPC）サブネット内でRDSデータベースをホストし、ソースデータベースの暗号化さ
れたリードレプリカとしてRDSデータベースをセットアップします。
SSLを使用して、2つのデータベース間の接続を暗号化します。 RDS
ReplicaLagメトリックを監視して、レプリケーションのパフォーマンスを監視します。アプリケー
ションのメンテナンスウィンドウで、オンプレミスデータベースをシャットダウンし、レプリケー
ションラグがなくなったらRDSインスタンスへのアプリケーション接続を切り替えます。リードレ
プリカをスタンドアロンデータベースインスタンスに昇格させます。
Answer: A

NEW QUESTION: 2
What is the first approval step for Bank Transfer?
Note: There are 3 correct answers to this question.
A. On the Track Bank Transfers screen, verify that the fields outlined in the table are set. The
bank transfer previously performed is in status New.
B. In the right part of the screen your payment batch details will be displayed.
C. In the left part Payment Batches select the area For Review. The previously created payment
batch is displayed.
D. In SAP Fiori, choose Cash Operations > Approve Bank Payments.
Answer: B,C,D

NEW QUESTION: 3
What is the name of the process Veeam creates for each remote console session?
A. Transport
B. Data Mover
C. Gateway
D. Satellite
Answer: B

NEW QUESTION: 4
You execute the commands on a multitenant container database CDB1 that has multiple
pluggable databases:
Which statement is true about the execution of the last command?
A. It succeeds and displays all the tablespaces that belong to the root and pluggable databases.
B. It succeeds and displays all the tablespaces that belong to the root database.
C. It fails and returns an error because a connection is not made by using the SYSDBA privilege.
D. It fails and returns an error because SQL commands cannot be executed at the RMAN
prompt.
Answer: A
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