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ハイパーコネクティビティとハイパー

リスクの時代

2016年5月

1億1700万のアカウントが

ハッキングされた
4

2016年6月

1億7700万アカウントが

ハッキングされた

2016年7月

2万件のメールが

ハッキングされた

2016年8月

12以上のアカウン

ト、および1500万人

のイラン人ユーザー

が侵害された

2016年9月

10億アカウントが侵

害された。現在まで

に30億アカウント 

2017年7月

7百万ドル損失 

バックグラウンド

毎日3万サイトが

ハッキングされて

います
出典：ソフォス（Sophos）



毎年、米国と欧州の中小企業から盗まれる金額 

出典：過去2年間で組織の78％がデータ侵害を経験しました。

2014年Mashable インターネットセキュリティ脅威レポート、シマ

ンテック・ Ponemon Instituteの2017年データ侵害のコスト調査

5 バックグラウンド

高価なリスク  

データ侵害はクライアントへの脅威であ

るばかりでなく、すべてのIT企業、特に

広範なITリソースを持たない小規模企

業への致命的脅威です。

10億ドル  

世界的なデータ侵害の平均総コスト 

360万ドル   

大規模なデータ紛失被害を受けた企業のうち、2年後に休業に追い込ま
れた割合 

72 %  



出典：MarketsandMarkets 

6 バックグラウンド

市場規模 

ますます多くのデバイスが相互に、また

部外の装置に接続されていくなかで、

将来、ますます脆弱性が増し、サイ

バーセキュリティ市場は上向きの軌道

を継続するでしょう  

年間成長率

サイバーセキュリティ市場の規模は 2017年の1380億米ドルか

ら、2022年には、2320億米ドルまで拡大すると見込まれてい

ます

11%



7 バックグラウンド

問題点 

前向きな市場展望にもかかわらず、取り組む必要のある3

つの中心的な問題があります。 

コスト 
現在の業界の価格設定モデルには

パラメータがないため、高価になる可

能性がある

トラッキング  
脆弱性管理においてリアルタイ

ムの報告がなく、効率性に欠

けている

リソース  
ペンテストの実施に任命さ

れるリサーチャーが限られ

ている 
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世界中のネットワークから選り抜かれたセキュリティ・リサーチャー

9 ソリューション

ソリューション 

現在の業界モデルで見られる問題を解

決するためにバグラブ(Buglab）のエコ

システムには3つの基本的な特性が組

み込まれます 

クラウドソーシング

調査範囲に関係なく固定した報酬と、脆弱性が発見されなかった場合の返
金保証 

公正な報酬制度 

コンテストと脆弱性をリアルタイムで管理する 

プラットフォーム   



10 ソリューション

バグラブ(Buglab)コンテスト

中小企業が製品、ニーズ、および予算

に合わせて最適なペンテステト・ソ

リューションを見つけるための多彩な

ツールです。    



11 ソリューション

コンテスト：コア機能 

ペンテスターの選抜から適切な報酬の

設定に至るまで、バグラブ・コンテストの

あらゆる側面をカスタマイズできます

範囲の設定

完璧さを確保するため、ペンテス

ターは発見した総数によりランク付

けされます。

累積スコアリング   

脆弱性が発見されなければ、費用の

90％が返金されます 

返金保証 

データは、ペンテスターのスコアリン

グを容易にし、冗長性を回避するた

めにブロックチェーンに記録されます 

タイムスタンプ   

顧客とペンテスターは、修正作業のためにリ

アルタイムで接続されます 

リアルタイム・インタ

ラクション   

エンタープライズ・レベルでは、修

正の実施をバグラブが検証します 

フィックス・コンパニオ

ン   



12 ソリューション

コンテスト：使い方？ 
コンテスト 
累積発見数

ダッシュボード・トリ

アージ＆スコアリン

グ　

脆弱性レポート 

会社 

ペンテスター

リアルタイム

レポート 

レポートを提

出する



13 ソリューション

ヴィジランティ・プロトコル

ヴィジランティ・プロトコルは、あらゆる

企業のサイバーセキュリティのリスク防

止を支援するためのグローバルなプ

ラットフォームです。 



14 ソリューション

ヴィジランティ・プロトコルのコア機能 

ホワイトハットは、調査結果が共有さ

れると、自動的にスマート契約によっ

て報酬を受けます

自動報酬

ホワイトハットの調査結果の検証と

企業支援のためにCERTと協力

CERT / CSIRTとの

パートナーシップ   
バグラブ(Buglab)とCERTが仲介

することで、ホワイトハットと企業

がともに安心感を得ます 

委託モデル   



15 ソリューション

ヴィジランティ・プロトコル：使い方？ 

CERT & 
CSIRT 

ヴィジランティ・プロト

コル 

ホワイトハット 

企業

スマート契約による

自動報酬  

BGLトークンを介し

て報酬を与えるよう

に推奨される

バグラブ(Buglab)コンテストを立ち

上げるように勧誘される



ブロックチェインを介して世界中のペンテスターのネットワークへ効率的にア
クセス

16 ソリューション

なぜブロックチェインな

のか？   

ブロックチェーンは多くの業界に影響を

及ぼしますが、特にペネトレーション・テ

スト業界では顕著です。  

世界的展開 

バグラブ（Buglab）プラットフォームによりリアルタイムのレポート作成とソリュー
ション管理が可能

付加価値  

すべての活動が記録され、ユーザーとペンテスター間の信頼関係を育み
ます 

透明性     



17 ソリューション

BGLトークンの紹介 

ブロックチェーン上に構築されたサービス

を有効にし、データ交換を促すために、そ

して中央のペンテスト・プラットフォームと

やりとりするために、すべてのステークホ

ルダーはBGLトークンが必要になりま

す。



18 ソリューション

ヴィジラン

ティ・プロトコ

ル 

顧客はペンステストのニーズに合わせてコンテストを
設定し、報酬としてトークンを割り当てます 

コンテスト

コンテストを有効にする 

ペンテスターは累積スコアに基づいてランク付けされ、個人情
報を保護する方法で報酬を与えられます 

安全な報酬 

各コンテストから控除されたトークンは、CSIRTおよびCERTの
グローバルな活動を支援するために還元されます 

CSIRTとCERTの業務を維持

企業は、ホワイトハットに報酬としてスマートコントラクトを
介してBGLを支払うように推奨されます 

ホワイトハットに報酬を与える 



19 ソリューション

トークンの割り当て  

この図は、トークン配布の計画を示して

います。これらの値は、トークンが提供

するさまざまな機能に焦点を当ててい

ます。これにはセール自体、コンテスト

の10％をシステム的に差し引くことで

継続的に資金供給されるバグラムの

ヴィジランティ・プロトコル予備費

（VPR）、製品開発が含まれます。

チームの出資

顧問

一般のトークン
セール

ヴィジランテ・プ
ロトコル準備金

将来のプロト
コル開発

コミュニティ・キャ
ンペーン

マーケティング

バグラブトラ
ンザクション

準備金

7%
40%

20%

10%

2%

10%

1%

10%



20 ソリューション

ビジネスモデル  

当社は各コンテストの料金と報酬の26％を

手数料として受け取ります  

$ 4,000 
ベーシック・コンテスト

で 

US $ 1,040

$ 6,000  
プロ・コンテストで 

US $ 1,560

$ 8,000  
エンタープライズ・コンテスト

で

US $ 2,080

$ 200 
平均報酬 

US $ 52



マーケットプレイス：03



+ マーケットリーダー

+ 無料から1万ドルの最低プランに切り替え

+ リサーチャーに2千万ドル以上の支払い

- 誰でも参加できる 

- 多くのバグ=高いコスト

22 マーケットプレイス

競合他社

+ 630万ドル　リサーチャーへの支払い　 

- 誰でも参加できる

- リサーチャーへの支払いは１脆弱性ごと 

- 多くのバグ=高いコスト

出典：2017年バグバウティの状況レポート 

出典：h: blog 



23 マーケットプレイス

競争上の優位性 

市場初のモデル

固定価格　対　脆弱性毎の支払い 

認定された世界中のリサーチャーをバ

グラブ(Buglab)が吟味し、厳選 

時間制限のあるコンテストに

より、脆弱性レポートを強化 

実証されたリサー

チャー 
期間限定   

返金保証   
特定された脆弱性を当社の

援助により解決する 
バグが見つからなかった場合は、支

払ったコンテスト費用を返金 
リサーチャーのIDは、信頼とコラボ

レーションを促進するために保護さ

れています。 

ID保護   バグ修正支援   



24 マーケットプレイス

トラクション 

計画するローンチに向けて前進するな

かで、当社はコミュニティ内での支持と

トラクション（良い反応）を獲得し続けて

います  

初回コンテストで20％の割引を得るた

めに事前登録しました 

79  
企業が 

コンテストに参加するために事前登録

しました

132  
人のセキュリティ・リ

サーチャー が   



バグラブ(Buglab)のチーム04



レダは、16歳の若さでサイバーセキュリ

ティの分野に入り、今ではベテランで

す。彼が支援した企業は、銀行からエ

レクトロニクスメーカーに至るまで広範

です。

レダ・シェルクァオイ

創業者兼CEO

アズダインは保険、法律、公証の分野の経験を持

つ熟練したソフトウェアデザイナーです。ブロック

チェーンテクノロジーの可能性に魅了され、今では

Buglabが独自のプラットフォームを構築する手伝

いをしています。

アズダイン・ボウホウ

ソフトウェアアーキテクト

長年のUIデザインの経験を持つ

Mohamedは、可能な限り最高のユー

ザーと製品の相互作用を可能にする基

盤を構築することに情熱を注いでいま

す。 彼は最初はインターンでしたが、2

年の経験を経てフルタイムのメンバーと

して戻りました。

モハメド・エルアディフィ

フルスタック開発者

26 チーム・バグラブ



コンスタンチンは、あらゆる最新のテクノロジーと

ベストプラクティスに精通した経験豊かなフロント

エンド開発者です。彼の熱心さと完璧主義は、私

たちのプラットフォームが最良のインターフェース

を持つことを保証します。

コンスタンチン・ブ
ディツキク
フロントエンドおよびブロック

チェーン開発者
ウェブに特に焦点を当てたソフトウェア開

発者。 （forloopMorocco-Major League 

Hackathon Morocco）などの興味深いコ

ミュニティをリードしてください。また、特に

PHPとLaravelスペース内のオープンソー

スコミュニティで活躍しています。

モハメド・ベンヒダ

技術顧問

27 バグラブ（BUGLAB）のチーム

人工知能、データサイエンス、ウェブインテリ

ジェンスの2つの修士号を保持している 彼は

顔認識とナンバープレート認識のインターン

でした 強力な推奨エンジンを構築するために

データサイエンティストとしてbuglabに参加し

ました

タウフィク・ムファッキー
ル
データサイエンティスト



ダラルは、TBWAやOgilvyなどのグローバル

なマーケティング・グループにおいて11年以上

のマーケティング経験を持つベテランです。彼

女は主要なステークホルダーと関わるための

新たな方法を見つけ出すクリエイティブなス

トーリーテラーです。

ダラル・チェルカオイ

マーケティングおよびコミュニケー
ション・マネージャー

28 チーム・バグラブ



29 バグラブ（BUGLAB）のチーム

パートナー  

予定どおりのローンチに向けて、今後も

貴重なパートナーと引き続き協力して

取り組んでいきます。  



30 チーム・バグラブ

プロジェクト・タイムライン   

2017年2月
フレンチテック・チケット合格および

チーム移転

2017年11月
CERTとCSIRTとのパートナーシップ開

始

2019年第3四半期

ブロックチェーンの移行

開始

2019年第4四半期

パブリックベータ版リリース

2016年3月
開発の開始

2017年6月
IBMグローバル・アントレプレナー・プロ

グラム合格

2019年第3四半期

Cylonによる加速        シ
ンガポール

2019年第4四半期

コンテスト＆ヴィジランティ・

プロトコルの開始

2018年第2四半期

プライベートベータリリース



詳細については、当社をフォローしてください

https://twitter.com/joinbuglab
https://www.linkedin.com/company/buglab/
https://blog.buglab.io/
https://t.me/Buglab
https://buglab.co/
https://www.facebook.com/buglab.co
https://www.reddit.com/r/buglabProject/

