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質問: 1
あなたは会社のMicrosoft 365管理者です。プライベートプレビュー、パブリックプレビュー、また
は一般公開（GA）の製品を使用します。
Microsoft 365管理センターからサポートを受けることができるフェーズを決定する必要がありま
す。

どの製品フェーズについてサポートを受けられますか？

A.パブリックプレビューとプライベートプレビューのみ
B. GA、プライベートプレビュー、パブリックプレビュー
C. GAおよびプライベートプレビューのみ
D. GAおよびパブリックプレビューのみ
E. GAのみ
正解: E (コメントを発表する)

質問: 2
50人の従業員を持つ会社は、Microsoft 365 Businessサブスクリプションを購入する予定です。
どちらの支払い方法が利用できますか？各正解は完全なソリューションを示します注：各正解は1
ポイントの価値があります。

A. PayPal
B.自動銀行振込
C.エンタープライズ契約
D.クレジットカードまたはデビットカード
正解: B,D (コメントを発表する)
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/subscriptions-and-billing/pay-for-your-
subscription?view=o36

質問: 3
ある会社がMicrosoft365を評価しています。
MicrosoftBookingsの機能を説明する必要があります。

https://www.jpnshiken.com/shiken/Microsoft.MS-900-JPN.v2023-01-02.q107.html
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952619/
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952620/


MicrosoftBookingsの2つの機能は何ですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A.仮想会議にMicrosoftTeamsを使用します。
B.予定の電話通知を提供します。
C.予定のSMS通知を提供します。
D.仮想会議にYammerを使用します。
正解: A,D (コメントを発表する)

質問: 4
あなたは会社のMicrosoft 365管理者です。
コストを最小化する顧客に適切なMicrosoft Office 365プランを推奨する必要があります。
どのサブスクリプションプランをお勧めしますか？答えるには、適切な計画を適切な機能にド

ラッグします。各プランは、1回、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

References:
https://products.office.com/en-us/business/compare-more-office-365-for-business-plans

質問: 5
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952621/


注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 6
会社はMicrosoft365を使用しています。
会社は、機密テキストを含む電子メールやドキュメントにラベルを付ける必要があります。

この要件を満たす機能を特定する必要があります

どの機能を選択する必要がありますか？

A.感度ラベル
B. MicrosoftOutlookルール
C.カスタマーキー
D.保持ラベル
正解: (正解を表示します)

質問: 7
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952624/


正解:
Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

質問: 8
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:
Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated



Box 1: No
Dynamics 365 is SaaS
Box 2: No
Dynamics 365 is not part of Microsoft 365
Box 3: No
A connector can be used to connect to Dynamics 365 data but Dynamics 365 does not have
Microsoft 365 apps.

質問: 9
会社にはExchangeServer環境があります。同社はクラウドへの移行を計画しています。
次の要件を満たすクラウドモデルを推奨する必要があります。

*既存のメール環境をアップグレードする
*サーバーとアプリケーションのメンテナンスを最小限に抑える
どのモデルをお勧めしますか？

A. Platform as a service (PaaS)
B.Windows as a service (WaaS)
C. Software as a service (SaaS)
D. Infrastructure as a service (IAAS)
正解: (正解を表示します)
Explanation
References:
https://www.cmswire.com/cms/information-management/cloud-service-models-iaas-saas-paas-
how-microsoft-of

質問: 10
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952627/


正解:
Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

質問: 11
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:
Graphical user interface, text, application Description automatically generated

質問: 12
会社はMicrosoft365を使用しています。



先月一般提供にリリースされた新しいMicrosoft365機能を特定する必要があります。どのツール
を選択する必要がありますか？

A. Azureポータル
B. SharePointOnlineランディングページ
C.セキュリティ＆コンプライアンスセンター
D. Microsoft365ロードマップ
正解: (正解を表示します)

質問: 13
あなたは会社のMicrosoft 365管理者です。
MyAnalyticsとWorkspace Analyticsのさまざまな機能を識別する必要があります。
さまざまな機能は何ですか？答えるには、適切なアプリケーションを正しい機能にドラッグしま

す。各アプリケーションは、1回、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コ
ンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場

合があります。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952630/


References:
https://products.office.com/en-za/business/compare-more-office-365-for-business-plans
https://techcommunity.microsoft.com/t5/MyAnalytics/Microsoft-Workplace-Analytics/td-p/84884
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/workplace-analytics-service-
description
https://docs.microsoft.com/en-us/workplace-analytics/setup/upload-organizational-data

質問: 14
会社はMicrosoft365を使用しています。
会社には次の要件があります。

*チーム1のユーザーは、Webベースの電子メールとカレンダーを使用する必要があります。
*チーム2のユーザーは、メールとカレンダーを使用する必要があります。また、クライアントとの
電話をかけたり、オンライン会議を主催したりする必要があります。

*チーム3のユーザーは、タスクとシフトの管理を提供するツールにアクセスする必要があります
*ライセンスコストを最小限に抑える必要があります。
各ライセンスを適切なユーザーに一致させます。回答するには、適切なライセンスを左側の列か

ら右側の適切なユーザーにドラッグします。各ライセンスは、1回使用することも、複数回使用す
ることも、まったく使用しないこともできます。

注：正しい一致はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:

質問: 15
ある会社は、Microsoft 365を使用して、建設プロジェクトの3番目の問題の進捗状況を追跡してい
ます。

プロジェクトタスクは、複数のユーザー間で共有および更新できる、Microsoftが管理する統合イ
ンターフェイス内で追跡する必要があります。

あなたは会社のための解決策を推薦する必要があります。

何をお勧めしますか？

A. Microsoft Outlook
B. Microsoft To Do
C. Microsoft Stream
D. Microsoft Planner
正解: D (コメントを発表する)

質問: 16
会社は、Microsoft 365サブスクリプションの購入を計画しています。
会社にはイントラネットとチームサイトが必要です。

必要な機能を提供するMicrosoft 365サブスクリプションを選択する必要があります。
どちらのサブスクリプションを使用できますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
A. Office 365ホーム
B. Office 365 Business

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952633/


C. Office 365 Business Essentials
D. Office 365 Business Premium
正解: (正解を表示します)

有効的なMS-900-JPN問題集はJPNTest.com提供され、MS-900-JPN試験に合格することに役
に立ちます！JPNTest.comは今最新MS-900-JPN試験問題集を提供します。JPNTest.com
MS-900-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでMS-900-JPN問題集のテストエンジン
を手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu

「310問、３０％ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」

質問: 17
会社はMicrosoft365を使用しています。
従業員は頻繁に自宅で仕事をしています。個人のラップトップにインストールされていないカス

タムアプリケーションにアクセスできる必要があります。

要件を満たすソリューションを特定する必要があります。

どのソリューションを選択する必要がありますか？

A.Windows仮想デスクトップ
B. Microsoft Remote Assist
C. Power Virtual Agent
D. Microsoft Access
E. Microsoft Teams
正解: (正解を表示します)

質問: 18
会社は Microsoft 365の実装を計画しています。会社は Microsoftからライセンスを購入していま
せん。

ライセンスソリューションを推奨する必要があります。どのライセンスソリューションをお勧め

しますか?
A.アドオンユーザーサブスクリプションライセンス
B.ステップアップユーザーサブスクリプションライセンス
C.フルユーザーサブスクリプションライセンス
D.ソフトウェアアシュアランス (SA)ユーザーサブスクリプションライセンスから
正解: B (コメントを発表する)

質問: 19
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952634/
https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952635/
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952636/


正解:

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/workplace-analytics/myanalytics/use/add-in
https://docs.microsoft.com/en-us/workplace-analytics/myanalytics/mya-landing-page
https://docs.microsoft.com/en-us/workplace-analytics/index-orig

質問: 20
ある会社がMicrosoft365の展開を計画しています。
各コラボレーションソリューションをその説明に一致させます。回答するには、適切なコラボ

レーションソリューションを左側の列から右側の説明にドラッグします。各コラボレーションソ

リューションは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできま
す。

注：それぞれの正しい一致は1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 21
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。



注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 22
あなたは会社の Microsoft Office 365管理者です。
新しい更新プログラムを会社全体に配布する前に、セキュリティとコンプライアンスのレビュー

を実行する必要があります。

何を実装する必要がありますか？

A. Microsoft 365 Enterpriseテストラボ
B.ファストトラック
C.対象リリース
D.標準リリース
正解: C (コメントを発表する)

質問: 23
会社は、マネージャーが承認する自動化されたワークフローを展開することを計画しています。

You 365製品では、個人のワークフローにアクセスできます。
管理者が使用する必要がある 2つの製品はどれですか?各正解は、部分的な解決策を提示します。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952640/


注:それぞれの正しい選択は 1ポイントの価値があります。
A. Power Automate
B. Microsoft Excel
C. Yammer
D. Microsoft Teams
正解: (正解を表示します)
Explanation
Power Automate is the new name for Microsoft Flow.

質問: 24
会社は、従業員向けのコラボレーションツールの展開を計画しています。同社はハイブリッド環

境の展開を計画していません。TeamsおよびSkype for Business Serverで利用可能な機能を特定
する必要があります。

各環境をその機能に合わせます。答えるには、適切な環境を左側の列から右側の機能にドラッグ

します。各環境は、1回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

References:
https://lucavitali.wordpress.com/2017/10/01/sfb-teams-features-comparison-table/

質問: 25

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952641/


会社はMicrosoft 365に移行する予定です。
Microsoftがマルチテナンシー環境でどのように保護を提供するかについて、会社に助言する必要
があります。

マイクロソフトが保護を提供する3つの方法は何ですか？それぞれの正解はソリューションの一
部を示しています。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
A.保管中の顧客コンテンツは、BitLockerを使用してサーバー上で暗号化されます。
B. Microsoft Azure ADは、テナントレイヤーで承認とロールベースのアクセス制御を提供します。
C.保管中の顧客コンテンツは、トランスポート層セキュリティ（TLS）を使用してサーバー上で暗
号化されます。

D. Microsoft Azure ADは、トランスポートレイヤーでの承認とロールベースのアクセス制御を提
供します。

E. Microsoft Exchange Onlineのメールボックスデータベースには、単一のテナントからのメール
ボックスのみが含まれます。

F. Microsoft Exchange Onlineのメールボックスデータベースには、複数のテナントからのメール
ボックスが含まれています。

正解: (正解を表示します)
Explanation
A: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/office-365-encryption-in-the-
microsoft-cloud-ove B: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-
tenant-isolation-overview?view=o36 F: https://docs.microsoft.com/en-
us/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-isolation-in-microsoft-365?view=o3

質問: 26
Microsoft 365管理ポータルを使用して外部アクセスを有効にするとどうなりますか？回答するに
は、回答領域で適切なオプションを選択します。

正解:

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952643/


質問: 27
テナント内のすべてのユーザーがMicrosoft365の最新リリースの更新プログラムにアクセスでき
るようにする必要があります。

組織リリース設定を標準リリースに設定します。

下線付きのテキストでステートメントが正しくない場合は、正しい答えを選択してください。下

線が引かれたテキストがステートメントを正しくする場合は、「変更は必要ありません」を選択

します。

A.組織全体を対象としたリリース
B.変更は必要ありません
C.一部のユーザーを対象としたリリース
D.最初のリリース
正解: (正解を表示します)
Explanation
Standard release is the default setting. It implements updates on final release rather than early
release.
First release is now called Targeted release. Targeted release is the early release of updates for
early feedback.
You can choose to have individuals or the entire organization receive updates early.
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/manage/release-options-in-office-365?
view=o365-worldwide

質問: 28
Microsoft365の製品と機能のライフサイクルを決定する必要があります。
何を使うべきですか？

A. support.microsoft.com
B. Microsoft365ロードマップ
C.マイクロソフトライフサイクルサービス
D. docs.microsoft.com
正解: B (コメントを発表する)

質問: 29
ある会社がMicrosoft365への移行を計画しています。
Firstlineの従業員は、Microsoft Yammer、SharePoint Online、およびTeamsを使用してコラボレー
ションできる必要があります。コストを最小限に抑える必要があります。

どのサブスクリプションタイプを使用する必要がありますか？

A. E3
B. F3
C.個人
D. ProPlus
正解: (正解を表示します)

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952645/
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952646/
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952647/


質問: 30
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 31
ある会社がMicrosoft365を評価しています。
OneDriveのコラボレーション機能を特定する必要があります。
OneDriveの2つのコラボレーション機能は何ですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示して
います。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A.外部ユーザーをオンライン会議に招待します。
B.外部ユーザーとファイルを共有します。
C.複数のユーザーとチャットします。
D.サポートされているドキュメントの共同編集。
正解: B,D (コメントを発表する)

有効的なMS-900-JPN問題集はJPNTest.com提供され、MS-900-JPN試験に合格することに役
に立ちます！JPNTest.comは今最新MS-900-JPN試験問題集を提供します。JPNTest.com
MS-900-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでMS-900-JPN問題集のテストエンジン

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952649/


を手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu

「310問、３０％ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」

質問: 32
会社はMicrosoft365を使用しています。
同社はMyAnalyticsの使用を検討しています。
MyAnalyticsの機能を特定する必要があります。
MyAnalyticsの2つの機能は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A.未解決のタスクを確認するためのMicrosoftOutlookの提案
B.電子メールの配信を遅らせるためのMicrosoftOutlookの提案
C.未解決のタスクを確認するためのチームでの提案
D.チャットメッセージの配信を遅らせるためのMicrosoftTeamsでの提案
正解: (正解を表示します)

質問: 33
あなたは会社のMicrosoft 365管理者です。
使用可能なクラウドセキュリティ機能を識別する必要があります。

各機能を正しい説明と一致させます。答えるには、左側の列から適切な機能を右側の説明にド

ラッグします。各機能は、1回、複数回、またはまったく使用されません。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952650/


References:
https://docs.microsoft.com/en-us/cloud-app-security/discovered-apps
https://www.microsoft.com/en-us/itshowcase/using-azure-information-protection-to-classify-and-
label-corporate
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security-center/security-center-virtual-machine-protection

質問: 34
会社のMicrosoft 36S管理者です。
Microsoftは、Microsoft Excelの新機能をリリースする予定です。
この機能を従業員ができるだけ早くインストールできるようにする必要があります。どのリリー

スチャネルにサブスクライブする必要がありますか？

A. Microsoft release
B. Standard release
C. Office 36S team release
D. Targeted release
正解: (正解を表示します)
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/manage/release-options-in-office-365?
view=o365-worldwide

質問: 35
ある会社がAzureActive Directory（Azure AD）の展開を計画しています。
会社は、コストを最小限に抑えながら、適切なAzureADライセンスを購入する必要があります。
各AzureADライセンスをその要件に一致させます。回答するには、適切なAzureADライセンスを
左側の列から右側の要件にドラッグします。各AzureADライセンスは、1回使用することも、複数
回使用することも、まったく使用しないこともできます。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952652/


注：正しい一致はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 36
Microsoft 365を使用している会社は、コンピューターに更新プログラムを展開することを計画し
ています。

各要件に基づいて、適切な更新チャネルを選択する必要があります。

要件ごとにどの更新チャネルを使用する必要がありますか？答えるには、適切な更新チャネルを

正しい要件にドラッグします。各更新チャネルは、1回使用することも、複数回使用することも、
まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、分割バーをペイン間でドラッ

グするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい一致はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:



質問: 37
あなたは会社のMicrosoft Office 365管理者です。
会社には次の要件があります。

*ユーザーは、Windows 10デバイスで互換性のないアプリケーションを使用できる必要がありま
す。

*クラウドベースのアプリケーションは、オンプレミスアプリケーションと同じ資格情報を使用す
る必要があります。

*ユーザーは、管理されていないデバイスにインストールされた管理されたアプリケーションから
会社のデータをコピーできないようにする必要があります。

各要件に使用するテクノロジーを決定する必要があります。

どのテクノロジーを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプション

を選択します。

正解:



References:
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/modern-desktop/enterprise/windows-virtual-
desktop
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/whatis-azure-ad-connect
https://docs.microsoft.com/en-us/intune/what-is-intune

質問: 38
会社にはMicrosoft 365サブスクリプションがあります。Windows Autopilotを使用してWindows
10デバイスを展開します。
チームメンバーがリモートサイトにいる場合、チームメンバーがOneDrive for Businessに保存さ
れているデータにアクセスできることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

A. Microsoft Azure AD多要素認証にチームメンバーを登録します。
B. Microsoft Intuneにデバイスを登録します。
C.デバイスタイルを使用して、Microsoft 365にデバイスを追加します。
D.チームメンバーに、Microsoft Azure ADの資格情報を使用してデバイスにサインインするよう
指示します。

正解: (正解を表示します)

質問: 39
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952656/


正解:
Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

質問: 40
会社はMicrosoft365を使用しています。
Microsoft365の請求および購入機能を特定する必要があります。
各機能をその説明に一致させます。回答するには、適切な機能を左側の列から右側の説明にド

ラッグします。各機能は、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないことも
できます。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:



質問: 41
この質問では、太字のテキストを評価して、正しいかどうかを判断する必要があります。

企業は、分類とラベルを自動的に適用して、ドキュメントとメールを保護する必要があります。コ

ストを最小限に抑える必要があります。Microsoft Azure Information Protection for Microsoft
Officeを実装する必要があります
365。
下線付きのテキストを確認して、ステートメントが正しい場合は、[変更は必要ありません]を選択
します。ステートメントが間違っている場合は、ステートメントが正しい答えの選択肢を選択して

ください。

A.変更する必要はありません。
B. Azure Information Protection Premium P2
C. Azure Information Protection Premium PI
D. Microsoft 365 E3
正解: (正解を表示します)
Explanation
References:
https://products.office.com/en-za/business/azure-information-protection-for-office-365

質問: 42
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952659/


質問: 43
ユーザーがMicrosoft 365にサインインするプロセスでユーザーのIDが確認されることを確認する
必要があります。

どの機能を使用する必要がありますか？

A.モバイルアプリケーション管理（MAM）
B.高度な脅威保護（ATP）
C.多要素認証（MFA）
D.データ損失防止（DLP）ポリシー
正解: (正解を表示します)
Explanation
Multi-Factor Authentication (MFA) is a two-step identity verification system that can be used to
authenticate users.

質問: 44
ある会社がWindows10をすべてのデバイスに展開しています。
サービスとしてのWindowsの機能更新は、できるだけ頻繁にインストールする必要があります。
どのWindows10サービスチャネルが最も頻繁に更新プログラムをインストールしますか？
A.Windows InsiderProgramサービスチャネル
B.半年ごとのサービスチャネル
C.長期サービスチャネル
正解: (正解を表示します)

質問: 45
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952661/
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952662/


正解:

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/csp-documents-and-learning-resources
https://www.qbsgroup.com/news/what-is-the-microsoft-cloud-solution-provider-program/

質問: 46
あなたは、Salesという名前のMicrosoft Office 365グループのメンバーです。Word Onlineを使用
して顧客の提案を作成します。

すべてのチームメンバーは、同時にプロポーザルを確認および変更できる必要があります。提案

が完了したら、最終ドキュメントを読み取り専用形式で顧客と共有する必要があります。

顧客にドキュメントの最新バージョンが表示されるようにする必要があります。



正解:

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/setup/set-up-file-storage-and-sharing?
view=o365-worldwide

有効的なMS-900-JPN問題集はJPNTest.com提供され、MS-900-JPN試験に合格することに役
に立ちます！JPNTest.comは今最新MS-900-JPN試験問題集を提供します。JPNTest.com
MS-900-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでMS-900-JPN問題集のテストエンジン
を手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu

「310問、３０％ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」

質問: 47
Microsoft365テナントを管理します。
アイコンでそれぞれのステータスをすばやく識別できる必要があります。

https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu


各アイコンに関連付けられているサービスステータスはどれですか？回答するには、適切なサー

ビスステータスを正しいターゲットにドラッグします。各サービスステータスは、1回使用するこ
とも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、

分割バーをペイン間でドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 48
会社がMicrosoft Azure ADを展開します。多要素認証を有効にします。
ユーザーが使用できる多要素認証方法についてユーザーに通知する必要があります。

次の方法のうち、Microsoft 365で有効な多要素認証方法ではないものはどれですか？
A.確認コードを含む自動電話をデスクの電話で受信します
B.小さなコンピューターをデスクトップコンピューターに挿入し、プロンプトが表示されたら
PINコードを入力します
C.携帯電話で電話を受け、プロンプトが表示されたらポンド記号（＃）を選択します
D.確認コードを含むSMSテキストメッセージを受信します
正解: B (コメントを発表する)
Explanation
References:
http://techgenix.com/multifactor-authentication-office-365/

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952666/


質問: 49
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 50
社内リソースのみを使用する会社のMicrosoft 365管理者です。会社にはプライベートクラウドが
ありません。

コストを最小限に抑えるクラウドベースのリソースを企業に展開する必要があります。

どのクラウドモデルを使用する必要がありますか？答えるには、適切なクラウドモデルを正しい

要件にドラッグします。各クラウドモデルは、1回、複数回使用することも、まったく使用しない
こともできます。

コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある

場合があります。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。



正解:

質問: 51
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:



質問: 52
あなたは会社のMicrosoft 365管理者です。
すべてのスタッフは、Microsoft Outlookを使用して企業のメールにアクセスする必要があります。
ユーザーがモバイルデバイスでOutlookにアクセスする場合、PINを使用してアプリケーションを
開く必要があります。

セキュリティ要件を適用するには、Microsoft Intuneポリシーを実装する必要があります。
どのポリシーを使用する必要がありますか？

A.デバイスコンプライアンス
B.デバイス構成
C.アプリの保護
D.アプリの構成
正解: (正解を表示します)
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/intune/app-protection-policy

質問: 53
あなたは会社のMicrosoft 365管理者です。同社は、機能の積極的な展開をサポートしています。
機能がリリースされたらすぐにリリースする必要があります。

各開発ステップでどの機能フェーズを使用する必要がありますか？答えるには、適切な機能

フェーズを正しい開発手順にドラッグします。各機能フェーズは、1回、複数回使用することも、
まったく使用しないこともできます。

ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールしてコンテンツを表示する必要がある場合が

あります。注：各正しい選択には1ポイントの価値があります。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952670/


正解:

質問: 54
会社は、各従業員にMicrosoft 365ライセンスを割り当てます。
各従業員のデバイスにMicrosoft Office 365 ProPlusをインストールする必要があります。
どの3つの方法を使用できますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
A. System Center Configuration Manager（SCCM）を使用して、ローカル配布ソースからOffice
365 ProPlusを展開します。
B. System Center Configuration Manager（SCCM）を使用して、Office Windows Installer（MSI）
パッケージからOffice 365 ProPlusを展開します。
C. Office 365 ProPlus Windowsインストーラー（MSI）パッケージをダウンロードします。ローカ
ル配布ソースからOffice 365 ProPlusをインストールします。
D. Office展開ツール（ODT）を使用して、インストールファイルをローカル配布ソースにダウン
ロードします。

ダウンロードしたファイルを使用して、Office 365 ProPlusをインストールします。
E.ユーザーがOffice 365ポータルからOffice 365 ProPlusをダウンロードしてインストールできる
ようにします。

正解: (正解を表示します)
Explanation
https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/plan-microsoft-365-apps

質問: 55
ある会社がMicrosoftVivaを評価しています。
適切なMicrosoftVivaモジュールを推奨する必要があります。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952672/


どのモジュールを使用する必要がありますか？答えるには、適切なモジュールを正しい機能にド

ラッグします。各モジュールは、一度だけ使用することも、まったく使用しないこともできます。

コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある

場合があります。注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 56
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:
Text, letter Description automatically generated



質問: 57
ある企業が Microsoft 365を評価しています。
会社の要件を満たすサービスを推奨する必要があります。

文を正しく完成させる答えを選択してください。

正解:
Yammer

質問: 58
ある会社は、Windows10コンピューターを管理するためのソリューションを展開することを計画
しています。一部のコンピューターは企業ネットワークに接続されており、一部のコンピュー

ターはインターネットに接続されています。ソリューションは次の要件を満たしている必要があ

ります。

オペレーティングシステムをコンピューターに展開します。

コンピューターをオンプレミスのActiveDirectoryドメインに参加させます。
コンピューターにWindowsUpdateをインストールします。
要件を満たすソリューションを特定する必要があります。

どのソリューションを選択する必要がありますか？

A. Microsoft Endpoint Manager
B. Microsoft Intune
C.Windowsオートパイロット
D.構成マネージャー
正解: A (コメントを発表する)
Explanation

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952676/


Endpoint Manager includes the services and tools you use to manage and monitor mobile
devices, desktop computers, virtual machines, embedded devices, and servers. Endpoint
Manager combines services, including Microsoft Intune, Configuration Manager, Desktop
Analytics, co-management, and Windows Autopilot.

質問: 59
会社はMicrosoft365を使用しています。
同社は、従業員の生産性に影響を与えるコラボレーションパターンに関する情報を必要としてい

ます。

要件を満たすソリューションを特定する必要があります。

どのソリューションを選択する必要がありますか？

A. Microsoft365管理センター
B.職場分析
C. MyAnalytics
D. Azure Analytics
正解: (正解を表示します)

質問: 60
各ツールをその定義に一致させます。

手順：答えるには、適切なツールを左側の列から右側の定義にドラッグします。各ツールは、1回使
用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952677/


質問: 61
ある会社がMicrosoftクラウドサービスの提供を評価しています。
各オファリングをクラウドサービスに一致させます。

手順：回答するには、適切なオファリングを左側の列から右側のクラウドサービスにドラッグしま

す。各オファリングは、1回使用される場合と、複数回使用される場合、またはまったく使用されな
い場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:
Graphical user interface, application Description automatically generated

有効的なMS-900-JPN問題集はJPNTest.com提供され、MS-900-JPN試験に合格することに役
に立ちます！JPNTest.comは今最新MS-900-JPN試験問題集を提供します。JPNTest.com
MS-900-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでMS-900-JPN問題集のテストエンジン
を手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu

「310問、３０％ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」

質問: 62
ある会社がMicrosoftDynamics365を評価しています。

https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu


手順：次の各ステートメントについて、ステートメントが真の場合は[はい]を選択します。それ以
外の場合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:
Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

質問: 63
Microsoft Azure Information Protectionを実装します。
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:



References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/what-is-information-protection
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/rms-client/client-classify-protect

質問: 64
会社にMicrosoft365を展開することを計画しています。
使用するクラウドサービスを決定する必要があります。

どのクラウドサービスを使用する必要がありますか？答えるには、適切なクラウドサービスを正

しい要件にドラッグします。各クラウドサービスは、1回使用することも、複数回使用することも、
まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、分割バーをペイン間でドラッ

グするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:



質問: 65
組織はMicrosoft 365 Businessを使用してデータを保護します。
多くのユーザーが組織のデータを個人のタブレットや携帯電話にインストールしています。

ユーザーのデバイスに保存されている組織のデータを保護する必要があります。

デバイスのセキュリティをサポートする3つの機能はどれですか。それぞれの正解は完全なソ
リューションを示します。

注：それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。
A.会社のデータをリモートで消去する
B.ユーザーの高度な脅威対策を有効にする
C.デバイスをリモートで無効にする
D. 90日間何も操作しないと自動的にファイルを削除する
E.ユーザーにデバイスのPINを要求する
正解: A,D,E (コメントを発表する)
Explanation
You can manage many of the Microsoft 365 Business security features in the admin center, which
gives you a simplified way to turn these features on or off. In the admin center, you can do the
following:
Set application management settings for Android or iOS devices.
These settings include deleting files from an inactive device after a set period, encrypting work
files, requiring that users set a PIN, and so on.
Set application protection settings for Windows 10 devices.
These settings can be applied to company data on both company-owned, or personally owned
devices.
Set device protection settings for Windows 10 devices.
You can enable BitLocker encryption to help protect data in case a device is lost or stolen, and
enable Windows Exploit Guard to provide advanced protection against ransomware.
Remove company data from devices.
You can remotely wipe company data if a device is lost, stolen, or an employee leaves your
company.
Reset Windows 10 devices to their factory settings.
You can reset any Windows 10 devices that have device protection settings applied to them.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/security-features

質問: 66
会社がMicrosoft Intuneを展開する予定です。
Intuneを使用してどのシナリオを実装できますか？回答するには、特定のシナリオに適切な回答
を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952683/


正解:

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/intune/app-protection-policy

質問: 67
会社はMicrosoft 365を購入する予定です。
管理者にMicrosoft 365の価格モデルの概要を提供する必要があります。
次のうち、Microsoft 365の会社への請求方法を説明してください。
A.すべてのユーザーで毎月使用するコンピューティングリソースの量に応じて課金されます。
B.会社はMicrosoft 365の単一の支払いを行い、その後Microsoftのライセンスを所有します
365で無制限に使用できます。
C.会社は、すべての従業員間で共有できる単一のMicrosoft 365ライセンスに対して毎年請求され
ます。

D.必要なユーザーライセンスの数に応じて、会社に課金されます。
正解: D (コメントを発表する)
Explanation
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-
products?marke

質問: 68

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952685/


以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 69
あなたは会社のMicrosoft 365管理者です。
新機能のリリースが会社にどのような影響を与えるかを経営陣が理解するのを支援する必要があ

ります。

各展開シナリオの適切なリリースタイプに一致します。回答するには、適切なリリースシナリオ

に適切な展開シナリオをドラッグします。各展開シナリオは、1回、複数回使用することも、まった
く使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグする

か、スクロールする必要がある場合があります。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。



正解:

質問: 70
あなたは会社のOffice 365管理者です。
テナントで問題が発生しました。Microsoft 365管理センターを起動し、[新しいサービスリクエス
トの作成]を選択します。
管理センターから問題を解決するためのサポートを受ける必要があります。

管理センターから実行できる3つのアクションはどれですか？それぞれの正解は完全な解決策を
提示します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
A.マイクロソフトのテクニカルサポートの電話番号を受け取り、マイクロソフトのサポート技術
者と話します。

B.マイクロソフトのサービス技術者に、電子メールを使用して連絡するように依頼します。
C.クエリテキストボックスを使用して、問題に関する情報を入力し、ヘルプドキュメントへのリ
ンクを受け取ります。

D.マイクロソフトのサービス技術者が電話する時間をスケジュールします。
E.マイクロソフトのライブサービスエンジニアとチャットします。
正解: (正解を表示します)
Explanation
Beside the query text box you have 3 preferred contact options with a MS engineer:
1) Phone (Response within 15 min)2) Email (Response within 1 hour)3) Schedule a call back

質問: 71
会社はMicrosoft365で提供されるサービスを評価しています。servkeが次の要件を満たしている
ことを確認する必要があります。

*ユーザーが企業のビデオを一元化された場所にアップロードできるようにします
*ユーザーがトレンドの最も人気のある企業ビデオを視聴できるようにします。
要件を満たすMicrosoft365サービスを推奨する必要があります。どのサービスを使用する必要が
ありますか？

A. MicrosoftOneDrive
B. Microsoft Stream

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952688/


C. Microsoft Teams
D. SharePoint Online
正解: (正解を表示します)

質問: 72
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 73
会社はMicrosoft 365に移行する予定です。
従業員は、Microsoft Yammer、SharePoint Online、Staff Hub、およびTeamsを使用してコラボレー
ションできる必要があります。

コストを最小限に抑える必要があります。

Microsoft Office 365にサブスクライブする必要があります。
どのサブスクリプションタイプを使用する必要がありますか？

A. E3
B. ProPlus
C. E1
D. Personal
E. F1
正解: E (コメントを発表する)
Explanation
References:

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952689/
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952691/


https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-
description/office-36
https://products.office.com/en-us/business/office-365-f1

質問: 74
あなたは会社のMicrosoft Office 365管理者です。
新しい更新プログラムを会社全体に配布する前に、セキュリティとコンプライアンスのレビュー

を実行する必要があります。

何を実装すべきですか？

A. standard releases
B. targeted releases
C. FastTrack
D. Microsoft 365 Enterprise Test Lab
正解: B (コメントを発表する)

質問: 75
Microsoft 365 Usage Analyticsを使用します。
今日アクティブで、先月アクティブだったユーザーの数を知る必要があります。

ウィンチメトリックを使用する必要がありますか？

A. MoMReturningUsers
B. EnabledUsers
C. ActiveUsers
D. CumulativeActiveUsers
正解: (正解を表示します)
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/usage-analytics/active-user-in-usage-reports?
view=o365-worl

質問: 76
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952692/
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952693/


正解:

有効的なMS-900-JPN問題集はJPNTest.com提供され、MS-900-JPN試験に合格することに役
に立ちます！JPNTest.comは今最新MS-900-JPN試験問題集を提供します。JPNTest.com
MS-900-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでMS-900-JPN問題集のテストエンジン
を手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu

「310問、３０％ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」

質問: 77
組織は、Microsoft Intuneの展開を計画しています。
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu


質問: 78
ある企業は、クラウドベースのインフラストラクチャとソリューションへの移行を検討していま

す。

手順：次の各ステートメントについて、ステートメントが真の場合は[はい]を選択します。それ以
外の場合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 79
会社がMicrosoft365に移行しています。
同社はMicrosoft365の作業管理機能を評価しています。適切なMicrosoft365サービスを推奨する必
要があります。

どのサービスをお勧めしますか？答えるには、適切なサービスを正しい機能にドラッグします。

各サービスは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。



コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要があり

ます。注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 80
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:
Graphical user interface, text, application Description automatically generated



質問: 81
Microsoft 365が提供するサービスとしてのソフトウェア（SaaS）、サービスとしてのプラット
フォーム（PaaS）、およびサービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS）サービスを識別する必要
があります。

各クラウドサービスはどのタイプのクラウドサービスモデルを表していますか？

答えるには、適切なクラウドサービスモデルを正しいクラウドサービスにドラッグします。各ク

ラウドサービスモデルは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこと
もできます。コンテンツを表示するには、分割バーをペイン間でドラッグするか、スクロールする

必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:



質問: 82
会社はMicrosoft365サービスを使用しています。同社は多要素認証（MFA）方式を評価しています。
Microsoft365でサポートされているMFAメソッドを決定する必要があります。
サポートされている3つの方法はどれですか0それぞれの正解は完全な解決策を示しています。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A.電話で送信された確認コード
B.生体認証網膜スキャナー
C.テキストメッセージで送信される確認コード
D.カスタムセキュリティの質問
E. MicrosoftAuthenticateスマートフォンアプリ
正解: (正解を表示します)

質問: 83
あなたは会社のMicrosoft 365管理者です。
会社の文書が機密としてマークされていることを確認する必要があります。従業員が社外の人々

とドキュメントを共有できないようにする必要があります。

目標を達成するための2つの可能な方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を示します。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
A. DomainKeys Identified Mail（DKIM）を使用して送信メールを検証します
B.機密情報タイプを作成する
C. Outlookのセキュア/多目的インターネットメール拡張機能（S / MIME）設定を構成します
D.データ損失防止ポリシーを作成する
E.機密ラベルをドキュメントに適用します
正解: (正解を表示します)
Explanation
B: Sensitive information types can also be used with the Azure Information Protection scanner to
classify and protect files on premises. Sensitive information types define how the automated
process recognizes specific information types such as health service numbers and credit card
numbers.
E: With sensitivity labels you can classify and help protect your sensitive content. Protection
options include labels, watermarks, and encryption.

質問: 84
会社はMicrosoft365の使用を計画しています。会社はライセンス費用を決定する必要があります。
手順：次の各ステートメントについて、ステートメントが真の場合は[はい]を選択します。それ以
外の場合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952700/
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952701/


正解:
Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

質問: 85
会社はMicrosoftTeamを使用しています。
手順：次の各ステートメントについて、次のステートメントが真の場合は[はい]を選択します。そ
れ以外の場合は、[いいえ]を選択します。
MOTE：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:



質問: 86
手順：次の各ステートメントについて、ステートメントが真の場合は[はい]を選択します。それ以
外の場合は、[いいえ]を選択します。

正解:

質問: 87
会社がMicrosoft 365を購読しています。
すべての管理者が潜在的なサービスの中断についての電子メール通知を受信するようにする必要

があります。

[メッセージセンターの設定を編集]ダイアログボックスで選択する必要がある3つのオプションは
どれですか。回答するには、回答領域のダイアログボックスで適切な項目を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1つのポートの価値があります。



正解:



References:
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/admin/manage/message-center?view=o365-worldwide

質問: 88
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。



正解:

質問: 89
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

You can use Conditional Access to configure Multi-Factor Authentication policies. Conditional
Access runs on Azure AD References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/application-proxy-security
https://thesleepyadmins.com/2019/02/10/configure-mfa-for-azure-application-proxy/

質問: 90
この質問では、太字のテキストを評価して正しいかどうかを判断する必要があります。

企業は、分類とラベルを自動的に適用して、ドキュメントとメールを保護する必要があります。コ

ストを最小限に抑える必要があります。

Information Rights Managementを実装する必要があります



下線付きのテキストを確認します。ステートメントが正しい場合は、[変更は必要ありません]を選
択します。ステートメントが間違っている場合は、ステートメントが正しい答えの選択肢を選択し

てください。

A.変更する必要はありません。
B. Azure Information Protection Premium P2
C. Azure Information Protection Premium P1
D. Microsoft 365 E3
正解: B (コメントを発表する)
Explanation
References:
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/information-protection/

質問: 91
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:
Graphical user interface, text, application, letter, email Description automatically generated

有効的なMS-900-JPN問題集はJPNTest.com提供され、MS-900-JPN試験に合格することに役
に立ちます！JPNTest.comは今最新MS-900-JPN試験問題集を提供します。JPNTest.com
MS-900-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでMS-900-JPN問題集のテストエンジン

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952708/


を手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu

「310問、３０％ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」

質問: 92
会社にはMicrosoft 365 E5サブスクリプションがあります。会社は、法的証拠開示要件を満たすた
めにeDiscoveryを使用する予定です。
以下の各ステートメントについて、ステートメントが真である場合は「はい」を選択します。そ

れ以外の場合は、「いいえ」を選択します。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/ediscovery#ediscoverycases
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/manage-ediscovery-cases
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/assign-ediscovery-permissions

質問: 93
ある会社がWindowsasa service（WaaS）戦略を作成しています。
使用するリリースのタイプを決定する必要があります。

文を正しく完成させる答えを選択してください。

https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu


正解:

質問: 94
あなたは会社のMicrosoft 365管理者です。
5つのデバイスにMicrosoft Office 365 ProPlusをインストールします。1つのデバイスを非アク
ティブ化します。

非アクティブ化されたデバイスでどのタスクを実行できますか？

A. Print a document.
B. Leave a comment in a document.
C. Start a new document from a template.
D. Set properties on a document.
正解: (正解を表示します)
Explanation
References:
https://blogs.technet.microsoft.com/office_resource_kit/2014/01/17/office-365-proplus-multiple-
devices-and-dea When you deactivate a Microsoft Office 365 ProPlus license, Office 365 ProPlus
remains installed on the computer, but you can only view and print documents. All features for
editing or creating new documents are disabled.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-of-licensing-and-activation-in-office-365-
proplus

質問: 95
あなたは会社のMicrosoft 365管理者です。
Office 365攻撃シミュレーターを使用して、セキュリティの脆弱性を識別する必要があります。
どの3つの攻撃シミュレーションが利用可能ですか？それぞれの正解は完全な解決策を提示しま
す。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
A.ブルートフォースパスワード
B.クロスサイトスクリプティング
C.パスソードスプレー
D.サービス拒否
E.表示名のスピアフィッシング

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952712/


正解: (正解を表示します)
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/attack-simulator

質問: 96
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 97
ビデオをMicrosoft 365テナントに移動し、コンテンツが自動的に文字変換されるようにする必要
があります。

どのMicrosoft 365サービスを使用しますか？
A. Yammer
B. Stream
C. Flow
正解: (正解を表示します)
Explanation
Microsoft Stream is used for video services, and includes deep search within automatic audio
transcription.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/stream/office-365-video-feature-breakdown

質問: 98
会社はMicrosoftクラウドサービスを使用しています。
Microsoftがサポートする方法を使用して、Microsoft 365 Apps forEnterpriseの更新チャネルを変
更する必要があります。

どの2つの方法を使用できますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952713/
https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952715/


注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A.Windows 10 Update Assistant
B.グループポリシー
C.クライアントアプリ
D. Office展開ツール
E.レディネスツールキット
正解: (正解を表示します)
Explanation
After deploying Microsoft 365 Apps, you can change the update channel with Group Policy or the
Office Deployment Tool (ODT).

質問: 99
ある会社がMicrosoft365の展開を計画しています。
各タスクに適切なコラボレーションソリューションを特定する必要があります。

タスクごとにどのソリューションを選択する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切

なオプションを選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952716/


質問: 100
手順：次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場
合は、[いいえ]を選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 101
会社にはMicrosoft 365サブスクリプションがあります。
機密データを確実に保護するには、セキュリティポリシーを実装する必要があります。



どのツールを使用する必要がありますか？答えるには、適切なツールを正しいシナリオにドラッ

グします。各ツールは、1回、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテ
ンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合が

あります。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/help-users
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/compliance-manager-
overview#controls

質問: 102
会社はMicrosoft365を使用しています。
ユーザーにライセンスを割り当てる必要があります。

どの2つのポータルを使用できますか？それぞれの正解は完全な解決策を提示します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
A.セキュリティ＆コンプライアンスセンター
B.マイクロソフトコンプライアンスマネージャー
C. Microsoft365管理センター
D. Azure ActiveDirectory管理センター
正解: (正解を表示します)

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952720/


質問: 103
会社がMicrosoft365に移行しています。
会社にソリューションを推奨する必要があります。

どのMicrosoft365Appsアプリを使用する必要がありますか？答えるには、ドラッグします。適切
な機能への適切なアプリ。各アプリは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用
しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スク

ロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:

質問: 104
会社は複数の地域にオフィスを構えています。同社はMicrosoft365サブスクリプションを持ってい
ます。

同社は基幹業務（LOB）アプリを開発しています。アプリは次の要件を満たしている必要がありま
す。

*従業員の場所に関係なく可用性を確保します。
* Microsoftクラウドサービスを使用して、アプリがインストールされているデバイスを追跡しま
す。

*コストを最小限に抑えます。
あなたは何をするべきか？

A.アプリをMicrosoftOneDriveにコピーします。従業員がOneDriveからアプリをダウンロードし
てインストールできるようにします。

B. Microsoft Intuneを使用して、アプリをすべてのデバイスに展開します。
C.アプリをローカルサーバーにコピーします。従業員がサーバーからアプリをダウンロードして
インストールできるようにします。

D.グループポリシーを使用して、アプリをすべてのデバイスに展開します。
正解: B (コメントを発表する)

質問: 105
どのタイプのクラウドモデルがMicrosoftOfficeアプリへのアクセスを提供しますか？

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952722/


A. platform as a service (PaaS)
B. infrastructure as a service (IaaS)
C. software as a service (SaaS)
正解: C (コメントを発表する)
Explanation
Microsoft 365 is SaaS, which provides an online version of MS Office Suite (Office Web Apps)
along with SharePoint Server, Exchange Server and Lync Server.

質問: 106
会社が要求する情報を提供するレポートを特定する必要があります。

どのレポートを選択する必要がありますか？回答するには、適切なレポートを正しいタイプの情

報にドラッグします。各レポートは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用し
ないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スク

ロールする必要がある場合があります。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

正解:
Graphical user interface, application Description automatically generated

Box 1: Active users
You can use the Active Users report to find out how many product licenses are being used by
individuals in your organization, and drill down for information about which users are using what
products.

https://www.jpnshiken.com/q/36544-2952723/


Box 2: Data loss prevention

有効的なMS-900-JPN問題集はJPNTest.com提供され、MS-900-JPN試験に合格することに役
に立ちます！JPNTest.comは今最新MS-900-JPN試験問題集を提供します。JPNTest.com
MS-900-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでMS-900-JPN問題集のテストエンジン
を手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu

「310問、３０％ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」

質問: 107
会社はMicrosoft 365を展開する予定です。
Exchange OnlineとExchange Serverの機能の違いを識別する必要があります。
適切な機能を、対応するサポートされている環境に一致させます。答えるには、適切な環境を正し

い機能にドラッグします。各環境は、1回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。
コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある

場合があります。

注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。

正解:

References:

https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu


https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/information-rights-
management?view=exchse
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/exchange-online-archiving-
service-description/co

有効的なMS-900-JPN問題集はJPNTest.com提供され、MS-900-JPN試験に合格することに役
に立ちます！JPNTest.comは今最新MS-900-JPN試験問題集を提供します。JPNTest.com
MS-900-JPN試験問題集はもう更新されました。ここでMS-900-JPN問題集のテストエンジン
を手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/MS-900-JPN-mondaishu

「310問、３０％ディスカウント、特別な割引コード: JPNshiken」
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