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この文書はいかなる種類の目論見書でもありません
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今日、コンピュータの使用環境は常に変化しており、かつ複雑です。ハッカーたちは、大

小の無数の企業をターゲットにしてますます高度なスキームを開発しており、その結果、

サイバーセキュリティの専門家への需要が供給を上回っています。

このホワイトペーパーは、計画されているバグラブ(Buglab)プラットフォーム（「バグラブ・プラットフォー

ム」）とバグラブ(Buglab)トークン（「BGLトークン」）の使い方の説明を情報提供の目的でのみ記載したものであり、法的拘束力

のある契約書ではありません。BGL トークンの販売は、トークン購買契約により統治されます。トークン購入契約とこのホワイト

ペーパーの間に矛盾があった場合には、トークン購入契約が優先されます。

このホワイトペーパーは目論見書ではなく、投資判断や契約のための根拠を提供することを意図したものではありません。

要約

調査会社フロスト＆サリバン（Frost &. 

Sullivan）と国際情報システムズセキュリティ認

証コンソーシアム(ISC）2

（International Information Systems Security 

Certifications Consortium、Inc.)による、2017

年グローバル情報セキュリティ人材の実態調

査（GISWS）の共同報告書によれば、サイ

バーセキュリティ分野の人材不足数が2022年

までに150万人を上回ると予測されます。この

サイバーセキュリティの成長の一環には、モノ

のインターネット（IoT）その他のスマート・テクノ

ロジーの実装によって発生する需要も含まれ

るものと見込まれます。

業界は成長しています

11%
の年間成長率

2017年の1380億ドルから2022年
には232０億ドルへ。 



要約
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ガートナーは、2018年における世界中の情報セキュリティのための支出の必要額が930

億ドルになるだろうと予測しています。あらゆる種類の企業そしてほとんどすべての種類

のソフトウェアが危険にさらされる可能性があります。認証に改ざん防止機構がついてい

ない場合や、電子メールその他の個人データが漏洩した場合に、企業は大小を問わず

訴訟を起こされる可能性があります。 

バグラム（Buglab）は、この広範で、かつ増

加しつつあるこのビジネスニーズに対応す

るために、ユニークで競争力があり、インセ

ンティブ制度を備え、かつ簡単に使えるプ

ラットフォームを提供します。Buglabは、IT

業界、金融サービス、または小売を問わ

ず、どのような企業にでも、まだ気づいてい

ない可能性のあるサイバーセキュリティの

隙間を特定し、それを軽減するためのお手

伝いをしま

す。 

このソリューションにより、従来の手段を使ってサ

イバーセキュリティの脆弱性に取り組むためのリ

ソースと予算の両方が不足している非常に小さな

企業でも、サイバーセキュリティサービスを利用す

ることが可能になります。

バグラム（Buglab）プラットフォーム

は、ペネトレーションテスト・サービスをコン

テストと呼ばれる、認定資格の独立した情

報セキュリティコンサルタントたちのコミュニ

ティへのチャレンジに変えることによって、さ

まざまなビジネス・アプリケーション、Webサ

イト、モバイル・アプリケーション、モノのイン

ターネット（IoT）のデバイス、スマートコント

ラクトなどの脆弱性を検出し、修正します。
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サイバーセキュリティが投資利益率（ROI）に及ぼす影響を数値化することは難しいた

め、企業がサイバーセキュリティサービスの必要性を認識するまでには時間がかかりま

す。

ウェブサイト上のデジタルアセットを持つ多く

の企業や個人（コンテンツを含

む）は、往々にしてシステムへの侵害が発

生してやっとセキュリティを強化するために

行動を起こすというケースがほとんどんで

す。

企業はしばしば、コンピュータセキュリティの

レベルが不足していることを認識していま

す。しかし、適格なサイバーセキュリティの

専門家を見つけて配置することは時間とコ

ストがかかります。個人データを保護するた

めの規制要件は、サイバーセキュリティのソ

リューションに関連する複雑性にさらなる層

を加えています。

ETHチューリッヒ会議のワークショップによ

れば、2025年までに500億以上のオンライ

ン機器が存在するようになると見積もられて

います。

このようなエコシステム全体に保存されてい

る情報のかなりの部分に保護が必要とされ

るようになります。この分野のニーズを満た

すためにサイバーセキュリティ市場は、非線

形に成長するだろうと見込まれています。

一方で、サイバー攻撃の被害者が自らター

ゲットとされていることを公表することは、必

要に迫られている場合を除いてほとんどあ

りません。また、製品を市場に出すにあたっ

てデータの脆弱性が最優先事項とされるこ

ともめったにありません。従って、サイバー

攻撃の詳細については、頻度やROIへの影

響などを含め、網羅的な統計を得ることは、

不可能ではないにしてもとても困難です。し

かし、一つの側面は間違いなく確実です。つ

まり、この傾向は明らかに増加しており、一

部で広く知られる地政学的影響が発生して

います。

サイバーセキュリティ市場

2025500億
オンラインデバイス
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突出したケースは2016年の大統領選挙で

の出来事で、2016年7月に大量の電子メー

ルの漏洩が民主党に影響を及ぼしました。

ヒラリー・クリントン氏のキャンペーンは、大

規模なサイバー攻撃を受け、民主党の選挙

戦略が危機にさらされただけでなく、アメリ

カの政治の将来が形作られました。当時、

ロイター通信は、

「民主党大統領候補のヒラリークリントン氏

のキャンペーンが使用していたコンピュータ

ネットワークがハッキングされた。これは民

主党の政治組織に対する広範なサイバー

攻撃の一環である」と報じました。この攻撃

はその他２つのハッキング、即ち「民主党全

国委員会

（DNC）」と「米国下院議員候補者のための

資金調達委員会」のハッキングに続くもの

だ」とこの記事は述べました。

最近では、2017年5月に、当時フランス大統

領選挙の候補者だったエマニュエル・マクロン

氏の政治運動「アン・マルシュ（En Marche）」

に参加していた何人かの上級職員のメール

ボックスから電子メールと文書が盗まれまし

た。それらのコンテンツは、選挙キャンペーン

の最後の土壇場でソーシャルメディアのネット

ワーク上で公開されました。

医療データ、金融データ、電子メールデータの

無数の広範な侵害もあり、それらは中小企業

や個人ユーザーに影響を及ぼしています。ほ

とんどの読者はハッキングされた電子メール

を見たことがあり、ハッキングされた個人の

ウェブサイトを知っていま

す。ニューヨークタイムズなどの報道機関は、

2014年に大規模な違法行為によって5億件の

アカウントが影響を受けたというYahooの開示

について報じました。それ以前の2013年の事

件では約30億人のユーザーが被害を受け、

それがすべてYahooのアカウントだった、と

ガーディアン（The Guardian）およびニュー

ヨークタイムズをはじめとする多くの報道機関

が報じまし

た。ヤフーが報道陣に明かした数字は当初10

億でしたが、さらなる調査の結果、数カ月後に

は上方修正されました。明らかに、ハッカーを

打ち負かすための新しい方法が必要です。

サイバーセキュリティ市場

...大規模な違法行為により

2014年には5億のアカウント

が影響を受けました。
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バグラブ（Buglab）によって提供されるメソッドは、ブロックチェーン全体に専門知識とス

マートコントラクトを配備します。

ブロックチェーンは複数のデジタル記録のス

レッドであり、その全体にさまざまな種類の

データが格納されています。これらの配分さ

れた（または分散された）複数の記録をまと

めて１つのデータベースを構成します。これ

は大きな元帳の複数のページに似ていま

す。これらの仮想元帳は、多くのサーバー間

でホストされており、特定のトランザクション

の検証と認証を助けています。これは、無数

の参加者、すなわちマイナーがホストする多

くのマシン間で行う集中的な数値プロセスで

す。また、ブロックチェーンを使用してペンテ

ストを再構成するメリットも参照してください。

ブロックチェーンは中央集権型のシステムよ

りも脆弱性が少ない環境を意図的に作り出し

ているものですが、それでも、ブロックチェー

ン環境における金銭的利益の魅力は、攻撃

者を引き付ける要因となっています。

業界刊行物のコインデスク（CoinDesk）の報

告によると、2017年7月、コインダッシュ

（CoinDash）からほぼ８百万ドル相当が盗ま

れました。それはすべて、ICO 開始からわず

か数分後のことであった、ということです。分

散型取引のための交換プラットフォームを提

供していたコインダッシュは、ハッカーが単に

コインダッシュの公式サイトを引き継いで、企

業のイーサリアム（Ethereum）アドレスを自

分のイーサウォレットのアドレスに置き換えた

だけで、デジタルアセットが抜き取られてしま

うのを目撃したのです。 

イーサ（Ether）をコインダッシュに送っている

と信じていた参加者たちは、実際はハッカー

に直接送っていたのでした。

より最近のケースでは、パリティ・ウォレット

のライブラリ侵害による影響があります。約3
億ドルのイーサが、異なる脆弱性に対する

修正プログラム（フィックス）を実行した直後

に誤ってロックされていました。最初のケー

スでは、ハッカーが脆弱性を悪用し、約3200
万ドルを持ち逃げしました。しかし、ドラマは

そこで終わりませんでした。パリティの説明

は次の通りです、「当社が現時点で理解して

いることは、この脆弱性は2017年11月6日に

偶然にトリガーされました。・・・つまり、ある

ユーザーがウォレットのライブラリーを削除

し、ライブラリーのコードを消去してしまいま

した。その結果、すべてのマルチシグコントラ

クトが使用不能になり、資金が凍結されてし

まいました。なぜなら、そのロジック（全ての

状態変更機能）はライブラリーの中にあった

からです。」したがって、2017年11月初旬時

点で、これらのデジタルアセットは凍結された

ままでした。

この件に限らず資産が盗まれたという主張

は、実際他にもありました。急速に変化する

業界で、これは新たな問題です。ブロック

チェーンは新興技術であるた

め、ほとんどのケースが広く理解されている

とは言えません。

ブロックチェーンのセキュリティ
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中小の企業や組織にとって、サイバー犯罪と戦うための従来の選択肢は実行不可能で

す。大企業以外のすべての企業にとって、ここにその概要を述べる一般的な２つの戦略

のコストは、急速に手の届かないものになります。

テスト結果がどうであったかにかかわらず、クライアントは請求可能な総時間数に

対してサービス料を支払う必要があります。コンサルティング会社が実施するペネ

トレーションテストの大多数は、1人か、よくて2人のペンテスターが行います。つま

り、クライアントは2人のコンサルタントの方法論とスキルセットしか利用できませ

ん。

サイバー犯罪と戦う方法

サイバーセキュリティ・コンサルティング会社が実施するペネ
トレーションテスト：

情報セキュリティリサーチャーは、発見した１脆弱性ごとに支払いを受けます。企

業は、多くの場合、必ずしも収益や顧客にとって影響を及ぼすとは言えない問題

の修正のために支払いを請求されることになります。これについては、次のセク

ションで詳しく説明します。

バグバウンティの課題：

一般のサイバーセキュリティコンサルティング会社は、多くの場合、調査終了時にしかレ

ポートを送りません。しかも、その多くはテキスト形式（Word、Excel、PDFなど）なので、

それらから多くのことを知るのは困難です。 



サイバー犯罪と戦う方法
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サイバーセキュリティでクラウドソーシングと言えば、すぐに思いつくのはバグバウンティ

プログラムです。これは中小企業には適応していません。

その第一の理由はコストです。バグバウン

ティの方法に頼っている企業は、多くの場

合、報告される脆弱性ごとに支払いをする

必要があります。これらの企業の多くは、お

金を払って問題を特定して

も、社内のインフラストラクチャ、および／ま

たはソフトウェアの開発チームが不足してい

るため、結局は、修正を行うためのリソース

が不足しています。これは、明らかに脆弱

性を修正するには非効率的な方法です。

高価な請求書と不完全な結果を受け取った

後、継続性とビジネスのリピートの機会が失わ

れます。

第2に、得られた結果が常にクライアントに

関連するものとは限りません。これらのバウ

ンティプログラムを使用する場合、リサー

チャーは掘り下げた調査をすることは要求

されずに、多くの重大な欠陥を迅速に発見

することができます。彼らは、クライアントに

とって重要な価値を必ずしも提供することな

く、発見した問題の総数に基づいて簡単に

報酬を得ることができます。

バグバウンティ・プログラム



バグラブ（Buglab）プラットフォームは、情報セキュリティのニーズを有する組織・・・、つま

り、ほとんどすべての組織・・を、システムの脆弱性を発見したとき、重大性および潜在的

な影響によってランク付けされた報酬を受け取ることができるインセンティブ制度が備

わった環境の中にいる、認定資格を持つサイバーセキュリティ・ペネトレーションテスタ―
のコミュニティにつなぎます。これは時間との戦いとして行われます。重要なポイントは、

単に脆弱性のリストを作成することよりも、固有の脆弱性を見つけることが、上位にラン

ク付けられていることです。

企業が基本情報を提供してコンテストを

立ち上げると、コミュニティは参加のた

めの公式招待状を受け取ります。

バグラブ（Buglab）・ソリューション

パブリックコンテスト

バグラブ（Buglab）プラットフォームのコア機能

バグラブ（Buglab）プラットフォームで、顧客は大勢のペンテスターを使用するか、あるいは知ら

れた会社の有効性が認められたチームを選ぶか、を選択することができます。チームには少なく

とも5人のペンテスターが含まれていなければなりません。

組織のニーズに合わせて、さまざまにカスタマイズすることが可能です。以下では、想定されて

いるいくつかの機能に焦点を当てます。

クライアントは、課題を達成させるため

に、コミュニティから選択した数のペンテ

スターを選択したり、あるいは知名度の

あるサイバーセキュリティ会社の有効性

が認められたチームを選ぶこともできま

す。

プライベートコンテスト
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クライアントは、様々なフィルターを用い

ることで、プライベートチャレンジにおい

てンテスターを選択することもできます。

それには、国、スコア、スキルセットなど

が含まれます。

選択フィルタ

報告された脆弱性は、顧客のダッシュ

ボードに到着する前に、当社のソートシ

ステムを通過して重複していないか確

認されます。こうして、顧客は関連性の

ある提出物の通知だけを受けることが

保証されます。

トリアージシステム

企業はセキュリティコンテストについて

の報告を受けます。この機能は、コン

テストのパフォーマンスを要約し、クラ

イアントがセキュリティステータスとア

セットの進捗状況をグラフィカルに比

較することを可能にします。

レポート

 企業は3種類のコンテスト管理方法

（ベーシック、プロ、エンタープライズ）か

ら選択することができま

す。後者の場合、クライアントがレポート

のソート、分類および格付けを担当しま

す。

クライアントによる管理

バグラブ・ソリューション

顧客が課題を自分で管理することを選

択した場合、コミュニティのペンテスター

はバグラブに調停を要請することができ

ます。この調停は、ペンテスターがスコ

アまたは検証が不正確であると判断し

た場合に必要となる場合があります。バ

グラブのチームは、不一致の原因に関

する詳細を入手し、それを公平に評価

することができます。

調停
ダッシュボードは、プラットフォーム上で

の経験と結果に基づいて、コミュニティ

におけるペンテスターのランキングを提

供します。これにより、最高位のペンテ

スターの知名度が向上し、プライベート

チャレンジのための参加者を選択する

のがより容易になります。

リーダーボード
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バグラブ・ソリューション

チャット フィックスコンパニオン

脆弱性レポートはすべて、ペンテスター

と会話をして、彼らからそれを修正する

助けを得るチャンスです。 

エンタープライズレベルの場合、修正が

実行されたことをBuglabが検証します。

要件の定義

潜在的なユースケースのリストはかなり長いです。これらのシナリオには、データベースのコンテ

ンツをハッカーにルーティングする悪意のあるSQLインジェクションの発見が含まれている場合

があります。システムに認証バイパスの脆弱性がある場合がありま

す。機密性の高い企業データが暗号化されていない場合があります。ファイルアップロードが保

護されていない場合があります。ユーザーセッションが、悪質なエンティティによる引き継ぎの対

象になる場合があります。脆弱性は比較的単純である場合もあるでしょう。たとえば、企業のロ

グインセキュリティが不十分な場合などです。バグラブの戦略では、これら、およびその他の脆

弱性をコスト効果の高い方法で処理することで、サイバー犯罪とともに、それがクライアントの収

益に及ぼす影響に取り組みます。

プラットフォームは、サイバー犯罪の脅威に対する複数のソリューションを提供するように設計さ

れています。クライアントは、プロフェッショナル・プランまたはエンタープライズ・プランのいずれ

かを使用してプライベートチームを利用することができま

す。たとえば、データの機密性に応じて、ペネトレーションテストのコンテストを事前に選抜した

チームを除いて、すべてのチームにクローズすることができます。あるい

は、企業は、システムの脆弱性に対処するために他のパッケージから選択して、オープンコンテ

ストモデルを使用することもできます。

どちらのユースケースでも、当社のソリューションは、ITの脆弱性を特定することへの報酬を提

供し、その問題を解決するためのインフラストラクチャを形成するように設計されています。コン

テストの形をとっているため、クライアントはペネトレーションテストの結果に常にアクセスできま

す。それはリアルタイムであり、費用対効果が高いのです。

12



バグラブ（Buglab）ソリューション

スコアリングシステムにより、バグラブは各

リサーチャーが、最大数の重要な脆弱性の

最初の発見者になり、各脆弱性に付与され

るグレードに基づいて最高のスコアを獲得

するようにインセンティブを与えています。こ

の種のスコアリングシステムは、コミュニティ

が効果的、徹底的、効率的なやり方で行動

することを促します。また、リサーチャーが

推奨する脆弱性を緩和するための事項もク

ライアントに伝えます。ペンテスターまたは

バグラブのいずれかが、修正のために顧客

と直接作業することができます。

データの機密度に応じて、いくつかのプライ

バシーオプションが利用可能になっていま

す。まれに発生する調停イベントでも、特企

業は、情報のアクセス制限が必要な場合

は、顧客が管理するコンテストを選択するこ

とができます。別に招かれない限り、バグラ

ブはケースに関連する脆弱性に関する保護

された詳細を見ることはできません。

社内チームが必要な場合のあるサ

イバーセキュリティ企業の場合、

ワークフローは次のようなものにな

ります。

バグラブはコンテストを提供し、固定価格の請求をすることで、ユーザーの費用を制限します。ま

た、脆弱性が検出されなかった場合の返金保証機能も備えられています。

チャレンジ、すなわちコンテストの枠組みの中で、コミュニティ内のペンテスターたちは、（同じプ

ロジェクト内であっても）それぞれが独立して活動し、各自多様な技術的スキルを駆使してセキュ

リティの欠陥を発見し、公開します。したがって、彼らは短い時間で多数の脆弱性を発見すること

ができます。サイバー脅威を発見するための効率的なモデルです。

13

1. ペンテスターが自分の経験、職  
歴まその他の関連情報の証拠を

アップロードします。

2. アプリケーションで[チームを作成]
をクリックします。先に進むために

は、少なくとも5人のメンバーが必

要です。

3. ユーザーを招待します。その人た

ちも同様にID、証明書、および実

績証明書をアップロードする必要

があります。

4. バグラブ・チームが提出物を審査

します。

5. プロジェクトが承認されると、企業

は承認されたチーム全員を招待

することができます。

コンテストが、バグラブプラット

フォームを介して有効化されま

す。



バグラブ（Buglab)ソリューション
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ダッシュボードはまた、リアルタイムの対話が直感的に実行できるようになっているので、クライ

アントがリサーチャーやバグラブチームの助けを借りて脆弱性に対処するのに役立ちます。

コンテストのダッシュボードには、リサーチャーの進捗状況、発見された脆弱性の種類、トップの寄

稿者へのクイックアクセスも備わっています。

クライアント企業のスタッフは、コンテストの進展状況をリアルタイムでフォローし、報告さ

れる脆弱性とその軽減のための推奨事項を確認します。  フォローアップのためにペンテ

スターと連絡する手段が提供されています。また、あなたの会社の裁量でプラットフォー

ムを他のレポーティングツールと統合することもできます。

リアルタイムレポート



クライアントはプラットフォーム上でサイン

アップし、製品やサービスを始めとする自分

自身に関する情報を提供しま

す。次に、シンプルでユーザーフレンドリー

なインターフェースを使用して、ルールを選

択してコンペティション・コントラクトに申し込

みます。 

クライアントはコンペティションの機密性1、

希望する管理の種類、およびコンテストのコ

ストをカスタマイズすることができます。これ

は、選択するプランとオプションのボーナス

によって異なります。必要に応じて、バグラ

ブチームは顧客と連絡をとり、プログラムの

パラメータ設定の支援をします。

コンテスト

1
クライアントによるコンテストの管理を選択した場合、脆弱性を発見したクライアントとペンテスターだけが詳細にアクセスできます。データの倫理的

な使用を保証するために、ペンテスターはサインアップの際に要求された利用規約に拘束されます。



コンテスト
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スコアリングシステムは、各ペンテスターが最大数の脆弱性の最初の発見者になり、最高のスコ

アを得ることを奨励します（つまり、インセンティブを与えます）。各脆弱性にスコアが割り当てら

れます。これまで発見されなかった問題にはフルスコアが付与されます。重複したエントリのスコ

アリングには（重大な脆弱性の早期報告を奨励するため）タイムスタンプ、およびそれを発見した

ペンテスターの数が考慮されます。脆弱性タイムスタンプも参照してください

クライアントは選択した機密性タイプ2に基づ

いて、コミュニティ内のリストからペンテス

ターを選択することができます。 

また、バグラブ（Buglab）プラットフォーム

は、バグラブのリコメンデーションエンジンを

使用して適切なマッチングを割り当てます。

ペンテスターの国やスキル分野を始めとする

いくつかの基準に従って選択することができま

す。開始日は常にクライアントによって決定さ

れます。

ペネトレーションテストは、バグラブが提供す

る方法を使用して、次の図に示すように、固有

のパスに従って行われます。

2 クライアントが明示的に許可しない限り、すべてのペンテスターは、脆弱性および脆弱性の問題に関する詳細をクライアント以外のいかな

る人や企業とも共有しないという前提の下で活動します。機密情報の共有については、顧客のポリシーに従います。さらに、プライベート

データへのアクセスに関する管轄規則は様々です。

ペンテスター
コンテスト

会社

累積的な
発見

レポートを提出
する

リアルタイム
クライアント

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 
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紛争が発生した場合は、バグラブの社内チームが未解決の問題を解決する手助けをするための

調停役を担う場合があります。そのような例は、例えばスコアに争いがあったり、脆弱性の妥当性

が疑わしい場合に発生します。

コンテストが開始されると、バグラブに登録さ

れているペンテスターのコミュニティに通知さ

れます。その後、当社の国際的なサイバーセ

キュリティのペンテスターた

ちが、バグラブのプラットフォーム上で直接、ソ

リューションの脆弱性を分析、テストし、レポー

トを返しします。 

コンテストが終了すると、バグラブの役割

は、脆弱性のタイムスタンプで説明されてい

る共通脆弱性評価システム CVSS 3
（CVSS3）の標準を使用した脆弱性スコアリ

ングおよびトリアージだけです。ペンテス

ターはコンテストでのランクに応じて報酬を

与えられます。

下の画面はリーダーボードの例を表示しています。

コンテストのスコアリング
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最高のリサーチャーに総合スコアとタイミ

ングの両方に基づいて報酬を与えることが

できるために、ランキングシステムを設定

する必要がありました。コンテストでのペン

テスターの総合スコアは、彼らが脆弱性を

発見することによって取得したすべてのス

コアの合計です。脆弱性のスコアは、

CVSS3のおかげで、客観的かつ測定可能

な基準に基づいています。 

数人のペンテスターが互いに独自に業務

を行うため、別々の人が同じ脆弱性を発見

して、瞬時の違いでそれをバグラブのプ

ラットフォーム上で報告することがありま

す。そのため、レポートが重複する場合が

あります。 

重複が発生した場合、バグラブは、まったく安全に、いかなる機密情報も漏らすことなく、各ペ

ンテスターに割り当てられたスコアを検証する手段を提供することができます。

ペネトレーションテスト・コンテストの成績は、脆弱性が報告された正確な時間に一致す

る脆弱性タイムスタンプ（VTS）によって決定されます。

脆弱性タイムスタンプ

そのような場合、リサーチャーは、脆弱性を

発見することができた速度に基づいて

CVSS3スコアを獲得します。最初の発見者

はフルマークを獲得し、その次の発見者の

スコアは、時間の順位、そして同じ脆弱性を

発見したペンテスターの人数に応じて順次

減点されていきます。

● タイムスタンプを不正に組み込むこと

はできません。

● タイムスタンプを発行後に変更する

ことはできません。

● すべての人がすべてのものを読むこ

とができます。
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エンタープライズレベルの場合、修正が実行さ

れたことをバグラブが検証します。バグラブは、

再度、この脆弱性の検証（脆弱性へのつけ込

み）を試みます。修正されていることが確認さ

れると、バグラブのアナリスト・チームが、プラッ

トフォームにおいて適宜ステータスを更新しま

す。バグラブは、企業に再度この脆弱性に対処

する機会を与えるために、「修正」を辞退するこ

とができます。企業は、脆弱性の問題に対処す

る試みを5回まで行うことができます。

チャレンジの全期間を通じて、企業はペンテ

スターとのチャットと、レポートにアクセスす

ることができます。また脆弱性を改善するた

めの推奨事項をリアルタイムで実行するこ

とができます。これ

は、脆弱性とそれに関連する修正への時間

的制約がある場合に特に有効です。企業は

修正を実行するためにコンテストが終了す

るまで待つ必要がありません。

フィックス・コンパニオン
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コンテストが終了した時点で、顧客のシステムに脆弱性がないことが判明した場合、バグラブは

スマートコントラクトを使用してコンテストの90％の費用を自動的に払い戻します。残りの10％
は、ヴィジランティ・プロトコル準備金（VPR）として保持されます。これは下記のヴィジランティ・プ

ロトコルというタイトルの項目で説明されているとおりです。

返金保証

固定価格で、バグラブが、当社のチームによって事前に承認された専門家によるペネトレーショ

ンテストを計画します。3つのサービスレベルにおける重要な機能が次の表に示されています。

サービスレベル

機能／プラン ベーシック プロフェッショナル エンタープライズ

チーム管理

問題トラッカーの統合

レポート・アナリティクス

ペンテスターとのチャット

パブリック・コンテスト

パブリック＆プライベート・コンテスト

ペンテスターの選択

専門分野によるペンテスターの検索

専用アカウントマネージャー

バグの再現

トリアージされ、検証された脆弱性

重複の検出

フィックス・コンパニオン

セキュリティチームの選択 



様々な規模の企業のためのコンテストを展

開するほか、バグラブはバグラブ・ヴィジラ

ンティ・プロトコルと呼ばれる世界的に統合

されたハッキング防止プログラムを導入して

います。これはホワイトハットのリサー

チャーが、当社のプラットフォームの顧客で

はない企業のシステムの脆弱性を報告する

ことができるようにしたシステムです。                   

当社は、ホワイトハットが欠陥を発見した場

合、任意のチップや謝礼という形で報酬を

払うように企業に対して呼びかけています。

これは、企業がそのソリューションに対する

勧告を、少ないコスト

で、目を光らていせる監視人から受け取る

ための方法です。

ヴィジランティ・プロトコル
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企業はホワイトハットに任意の報酬を与える、および／またはコンテストを発注することを選択す

ることができます。企業がコンテストを発注した場合、ホワイトハットはサービスコストの2％を受

け取ります。バグラブは、たとえこのホワイトハットがピンテスター・ステータスを有していなくて

も、そのホワイトハットが参加するように招待することを企業に勧めします。

このプロトコルにより、コミュニティ内のホワイトハットだけでなく匿名のホワイトハットのユーザー

が、脆弱性を安全かつ倫理的な方法3で、バグラブの顧客ではない企業4に報告することが可能

になります4。

詳細は、次のセクションで説明します。

3   倫理的ハッカーの役割はペネトレーション・テスターの役割と似ていますが、取り扱う問題はより広範にわたります。 倫理的ハッ

カーはテスト業務以外にも、しばしばシステムの防御を強化する対策を考えるなど、他の責務を担います。

4   バグラブはホワイトハット・リサーチャーが発見した脆弱性を悪用しようとせず、脆弱性については該当するCSIRTに報告しますこ

とを留意ください。

ヴィジランティ・プロト
コル

バグラブ・コンテストの
立ち上げに招かれる

BGLトークンでの報酬
に招かれるスマートコントラクトに

よる自動的な報酬 

会社

CERT & CSIRT
ホワイトハット



ヴィジランティ・プロトコル
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当社のヴィジランティ・プロトコルのスマート

コントラクトは、機密情報を秘密に、安全な

方法で通信することを可能にします。これ

は、該当する認定された国家当局、すなわ

ちコンピュータセキュリティインシデント対応

チーム（CSIRT）を介して行われます。

CSIRTは世界中の多数の国で運営されて

います。 

CSIRTおよびコンピュータ緊急対応チーム

（CERT）は、当該の会社に脆弱性を通知す

ることに加えて、自分自身のトリアージとス

コアリングも行わなければなりません。その

見返りに、企業がある脆弱性を解決済みと

してマークすると、対応チームはバグラブと

のパートナーシップが結ばれているので、

ヴィジランティ・プロトコル準備金から出され

るトークンを報酬として受けとります。

コンピュータ緊急対応チーム

ペンテスター・ステータスの指定

ホワイトハットがペンテスター・ステータスに達

し、様々なチャレンジに参加できるようになる

ためには、バグラブのプラットフォームにサイ

ンアップする際に、2つの必須要件を満たす必

要があります。すなわち、IDと少なくとも1つの

認定書を提供することです。居住国は任意で

す。これらの要件が検証されて初めて、アカウ

ントが承認されます。 

ペンテスター・ステータスを達成するためのも

う一つの方法は、ヴィジランティ・プロトコルの

もとで活動して、当社の予防的セキュリティプ

ログラムに参加する能力と意欲を証明するこ

とです。CVSS3の格付けシステムに従って合

計20ポイントを獲得すると、ペンテスター・ス

テータスを取得することができ、課題に参加

することができるようになります。
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ヴィジランティ・プロトコル準備金

（VPR）にはいくつかの機能があります。1つ
は、脆弱性に関する報告書を作成してヴィジ

ランティ・プロトコルに寄与するホワイトハット

のリサーチャーに報酬を与えることです（承

認されれば）。もうひとつは、仲介的な役割を

果たすCSIRTとCERTにバグラブが報酬を

払えるようにすることです。 

最後に、イーサリアム（Ethereum）ブロック

チェーン上で実行されるさまざまなトランザ

クション固有の手数料、具体的には、脆弱

性レポートのタイムスタンプに関するもの、

を当社が支払えるようにすることです。VPR
の当初の資金は、 クラウドセールからの

トークン割り当ての20％によって調達されま

す。詳細については、バグラブのトークン配

布イベントを参照してください。

バグラブ・ヴィジランティ・プロトコル準備金

バグラブの  VPRは、以下の3つの異なる資金源からトークンの

10％をシステム的に控除することによって、継続的に資金調達さ

れます。 

コンテストが始まると、コンテストを立ち上げるための費用の10％が自動的にスマートコ

ントラクトを介してVPRに転送されます。これは自動的にクライアントの支払い額から控

除されます。クライアントがこのプロセスを制御したり影響を及ぼすことはできません。

コンテスト費用の10％

検証されたペンテスターが顧客の実施するコンテストで勝利すると、そのペンテスターは

スマートコントラクトによって自動的に報酬を受けます。

カスタム・ペンテスターの報酬の10％
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これはすべてのコンテストのための標準です。しかし、コンテスト終了時に、コンテストの

所有者は、勝利しなかったかもしれませんが、トップに近いランクにいる、および／あるい

は重大な脆弱性を特定したペンテスターにも追加の支払いをするという選択があります。

これは、他の提出物のほうがより完璧で有用なテスト・ベクトルを提供していたという場合

かもしれません。コンテストの所有者は、任意の量のトークンを互角の競争相手に贈呈

することを選択することができます。これらのトークンの10％が自動的にVPRに転送され

ます。

ホワイトハット・リサーチャーが脆弱性を発見した際に、製品の所有者がバグラブの顧客

でない場合には、その所有者は、そのリサーチャーに支払いをする、および／または、バ

グラブとともに脆弱性コンテストを立ち上げるように勧められます。ホワイトハット・リサー

チャーへの謝礼の支払いには、自動的にVPRに転送される10％分が含まれます。 

カスタム・ホワイトハットの報酬の10％

VPRの資産総額は、以下の式で定義されます。

VPRTDE がトークン配布イベント（ TDE）のVPRへの割り当てである場合、 Ccontest はコンテストのための

顧客のコストであり、 Rcustom はコンテスト中にクライアントが支払った任意のカスタム報酬であり、

Rwhitehat は関係する企業がホワイトハット・リサーチャーに支払う任意の報酬であり、 N はこれまでに実

施されたコンテストの総数であり、 iは個々のコンテスト・ナンバーです。

注意： 上記の3つの資金源からそれぞれ

控除される10％は自動的であり、払い戻

しできません。これは流動性を維持するた

めに常にVPRに転送されます。

上記の方程式には、 VPRからの支払いにかか

るトランザクション手数料およびガス（ Gas）費用

が考慮されていません。それは、バグラブ  トラン

ザクション準備金（ BTR）から支払われるためで

す。これについては、次のセクションで説明しま

す。

  



ヴィジランティ・プロトコル
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バグラブが通常の業務の過程においてブ

ロックチェーン上で行う金融トランザクション

では、これらのトランザクションをブロックに

含めてもらうためにマイナーにトランザクショ

ン手数料を支払う必要があります。 

これはイーサリアム(Ethereum)ブロック

チェーンの標準です。これらの料金を支払う

ために、バグラブはBTRとして記述される特

定の準備金を創設します。 

バグラブ(Buglab)トランザクション準備金

各コンテスト用の顧客のコストの1％。

コンテスト中に提供されたすべての報酬の1％、

そしてVPRからのすべての報酬の1％。

トークン配布イベント（TDE）からの最初の割り当て、すなわち1％、の後は、準備金の資

金はスマートコントラクトによって以下を保留することによって調達されます：

バグラブ・トランザクション準備金は、BGL
トークンを保持するマルチシグネチ

ャのウォレット・コントラクトになります。必要

に応じて、バグラブはこれらのトークンの一部

を、必要な取引手数料を支払うために使用さ

れるイーサ（Ether）に交換します。このイー

サへの交換を行う際にトークンを転送するた

めには、このウォレットでは5つの署名のうち

の少なくとも3つの署名が要求されます。

今後のイーサリアム・ブロックチェーンのリ

リースでは、取引料金の支払いのために

ERC20標準に基づくトークンを直接使用す

ることができるようになるでしょう。これが可

能になると、もはやBGLをEtherに交換する

必要はありません。



ヴィジランティ・プロトコル
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任意の所与の時点において、BTR値は、以下の式によって決定されます。

BTRTDEがTDEでのBTRへの割り当てである場合、Ccontestはコンテストでの顧客のコストであ

り、Rcontestはコンテストからの報酬であり、RVPRはVPRからの報酬であり、Fpaidはコンテスト

でのトランザクションに対して支払われた総手数料であり、Nはこれまでに実施されたコンテストの

総数であり、iは個々のコンテストのコンテスト・ナンバーです。

注意：  上記の3つの資金源からのそれ

ぞれ1％の控除は自動的であり、払い戻

しできません。これはブロックチェーン上

でトランザクション手数料を支払うための

準備資金を供給するために、BTRに常に

転送されます。

上記の公式は、１回のコンテストごとにトランザ

クション手数料が支払われることを示唆してい

ますが、実際には手数料は蓄積され、それか

ら、元々手数料がそこから徴収された元のバ

グラブのアカウントに一括払い金が（毎月また

は四半期ごとに）返済される可能性が大きいで

す。

  



バグラブ・トークン（BGL）は、ブロッ

クチェーン環境におけるペネトレー

ションテストをインセンティブ制度に

するために導入されています。  

バグラブの経験という観点からみ

て、トークンの交換は次のシナリオ

で行われます。

バグラブ・トークン

● コンテスト勝利者のランキングの上位3位まで、

またはクライアントによるカスタマイズに従っ

て、報酬を支払うため。

● トランザクション手数料を含め、コンテストの費

用を賄うため。

● ホワイトハットのための 「チップ"機能を有効に

してトークン化するため。

● VPRとBTRの両方の資金を調達するため。

● CERTとCSIRTに脆弱性トライアージの報酬を

払い、新しいパートナーシップを構築するのに

役立てるため。



バグラブ(Buglab)トークン
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BGLトークンはブロックチェーントークンのた

めのERC20標準に基づいていま

す。次の図に示されるように、トークンはコ

ンテストの発注を始め、エコシステム内で行

われるすべての取引のために必要となりま

す。

コンテスト

コンテストを有効にする

クライアントは、ペンテストのニーズに

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

安全な補償 

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

する方法で報酬を受けます

トークンは、トークンを保持するコントラクト

内で設定された規則に従って、

インターネットを介して2人の当事者間で転

送することが可能です。TDEの期間中、トー

クンは、プラットフォームに価値を見出し、プ

ラットフォームが一般使用のために公開さ

れる準備ができたら、トークンを使用してプ

ラットフォームにアクセスしようと考えている

ユーザーに割引価格で先行販売されます。

ヴィジランティ・プロトコル

サスティンオペレーション

各コンテストから控除されたトーク

ンは、CSIRTおよびCERTの世界

中の業務をサポートするために還

元されます

ホワイトハットに報酬を与える

企業はスマートコントラクトにより、

BGLを介してホワイトハットに報酬

を与えるよう推奨されます
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バグラブがBGLの作成者および発行者になります。プラットフォームでは、出資金を受け

取り、BGを作成し発行するためのスマートコントラクトシステムを導入します。 

トークン配布イベント（TDE）

バグラブ・トークン

ほとんどの熟練したペンテスターやホワイトハットたちは、支払いを受け取るために自分の財務

情報を開示したくないので、トークンを作成することで当社はその人たちを引き付けることができ

ます。我々はまた、これがゲストとしてヴィジランティ（自警団）のプロセスに参加するホワイト

ハットに報酬を支払うための最善の解決策であると考えています。



私たちは、企業がデジタルソリューションを保護するのをお手伝いをする、という使命に

よって団結しています。 

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にわたります。

経営陣

レダ・シェルクァオイ
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共同創業者 / 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、今ではバグラブが独自の

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



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
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データサイエンティスト

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のおかげで、当社のプラッ

トフォームは最良のインターフェースを備えていることが

保証されます。

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

経営陣

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
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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（話をするのがうまい人）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

経営陣



ブロックチェーンを使用してペンテスト
を再構成するメリット

このセクションでは、このエコシステムの注目すべき機能について述べます。
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トランザクションが有効になるためには、トランザクションの有効性を検証するすべてのマ

イナーの承認が必要です。そうしてやっと、トランザクションはブロックチェーン上のネット

ワークノードに組み込まれることが可能になります。新しいブロックを追加するには、ネッ

トワークのプレーヤー間のコンセンサスが必要です。このプロセスにより、第三者による

管理が不要になります。

仲介業者の排除

それぞれ新しいブロックのコードは、ブロックチェーン内のその前にあるブロックのコード

に基づいて作成されます。つまり、そうすることで単一のブロックを変更するためには

チェーン内のすべてのブロックを変更することが必要となりますが、そのようなことは不可

能です。ブロックチェーン内では、ブロックは全体的にネットワーク上のノード間で複製さ

れており、個々の単一のサーバーには存在しません。この分散型アーキテクチャは、

データ盗難に対する構造的な防御として機能します。これらのブロック上のデータは、事

後の変更を防ぐために、多数の革新的な暗号手順によって保護されています。

セキュリティ

ブロックチェーン内では、サーバーとサポートアーキテクチャがネットワーク全体に分散さ

れています。ブロックチェーンは、理想的には第三者のサービスから独立しています。マ

イナーは、トランザクションを検証するために必要なアルゴリズムを計算するために、自

分のマシンの計算能力の一部を割り当てます。この作業には報酬が与えられます。バグ

ラブのコンテストでは、ブロックを検証し

た最初のマイナーがトークンを獲得します。このような金銭上の利益を得る機会は、強力

な競争を促します。サイバーセキュリティの脅威を発見することのために、この方法は顧

客に価値を提供します。

自律性
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スマートコントラクトは、 IFTTT（if this then that）のロジックです。それは目標が達成され

たことを確認し、デジタル転送を有効にします。取引に関与した当事者は依然としてアク

セス権を保持していますが、契約条件は事後に変更することはできません。コンテストの

競争的な性質により、それは交換を加速する

重要な部分になります。この環境において、ペンテスターは迅速に脆弱性を発見し、伝達

します。

スマートコントラクト

ペンテスティングを作り変えるためにブロックチェーンを使用することの利点

法的責任放棄声明 

BGLトークンに関しては、将来の業績や価値の約束はあり

ません。固有価値の約束はなく、継続支払の約束はなく、

BGLトークンが特定の価値を保持するという保証はありま

せん。 

将来の参加者は、バグラブの性質とBGLトークンの潜在

的なリスクを完全に理解し、受け入れない限

り、TDEに参加すべきではありません。BGLトークンは有

価証券として構成および販売されていません。BGLトーク

ンは機能的な商品として販売されてお

り、このホワイトペーパーに記載されている条件によらない

限り、バグラブが受け取ったすべての収益はバグラブに

よって自由に消費される可能性があります。このホワイト

ペーパーは、目論見書または開示書類ではなく、売却オ

ファーでもなく、いかなる管轄においても投資または金融

商品を購入するオファーの勧誘を目的としたものでもあり

ません。したがって、そのようなものとして扱ったり、それを

当てにしてはなりません。

このホワイトペーパーの発行日現在において、BGLトークン

の知られている可能な用途は、バグラブプラットフォームの

エコシステム以外にはありません。このホワイトペーパー

は、バグラブ、およびバグラブの役員、取締役、マネー

ジャー、従業員、代理店、顧問またはコンサルタント、または

その他の任意の者がこの文書の受領者に対して、TDEの

販売に参加するメリットについての助言または勧告をしてい

るものではありません。TDEへの参加には大きなリスクが伴

い、そのような投資の全部または大部分を失う可能性のあ

る特別なリスクが伴う可能性があります。

あなたがBGLトークンの購入に割り当てた金額をすべて失

う準備ができていない限り、TDEに参加しないでください。

BGLトークンは、利益を上げるか、または即座に再販するこ

とを期待して、投機目的または投資目的で取得するべきで

はありません。 
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法的責任放棄声明  

バグラブは、この業界のデータは正確であり、その見積も

りや仮定は妥当であると考えています。ただし、このデータ

の正確性または完全性についての保証はありません。第

三者の出典は、一般的にその文書に記載されていること

が信頼できると思われる情報源から得られたものであると

述べています。ただし、記載された情報の正確性または完

全性についての保証はありません。データは信頼できるも

のであると考えられますが、バグラブはこのホワイトペー

パーで言及している第三者の出典からのデータを単独で

検証しておらず、また、そのような情報源が根拠とする基

本的な仮定の確認をしていません。 

バグラブは、BGLトークンの機能性に関する法的および規

制上の分析を現在行っている最中であることにご留意くだ

さい。この分析が完了した後で、バグラブは、該当する法

的または規制要件の遵守を確実にするためにBGLトーク

ンの意図する機能を修正することを決定する場合がありま

す。バグラブがBGLトークンの意図した機能を修正するこ

とを決定した場合、バグラブはこのホワイトペーパーの関

連する内容を更新し、最新版をそのWebサイトにアップ

ロードします。

すべてのBGLトークンは、規制措置によって影響を受ける

可能性があり、それには、かかるトークンの所有、使用ま

たは所持の制限の可能性が含まれま

す。規制当局またはその他の状況により、BGLトークンの

仕組みを全部または一部変更する必要が発生する場合が

あります。バグラブは、規制要件やその他の政府や企業

の義務を遵守するために仕組みを変更する場合がありま

す。しかしながら、バグラブはその企画した仕組みが適切

であり、現在考察され

ている規制に準拠していることを保証するために商業的に

合理的なすべての措置を取っていると考えます。 

このホワイトペーパーは情報提供のみを目的としていま

す。本書に含まれる一部または全部を配布する場合は、

書面による許可が必要です。 

将来の見通しに関するすべての情報は本質的に投機的で

あり、多くの外部の力に応じて変化する可能性がありま

す。それには、技術革新、規制要因、および/または暗号通

貨の市場価値を含むが、それに限定されない、為替変動

が含まれます。 

このホワイトペーパーは情報提供のみを目的としており、

変更される可能性があります。バグラブは、この文書で行

われた声明または結論の正確さを保証することはできませ

ん。

バグラブは、表明および保証（記述しているか、あるいは

法律またはその他の方法によって暗示されているかにか

かわらず）を行わず、またすべての表明および保証を明示

的に責任放棄します。それには、以下に記載したものが含

まれますがこれに限定されません。

• 商品性、特定の目的への適性、適合性、賃金、

権原または非侵害についての、この文書の内容

は正確であり、いかなる誤りもない、そしてそのよ

うなコンテンツが第三者の権利を侵害しないこと

を保証する、という表明または保証。バグラブ

は、本書についてその使用、参照、または信頼に

起因するいかなる種類の損害に対しても、たとえ

そのような損害の可能性について知らされてい

たとしても、責任を負いません。 

このホワイトペーパーには、第三者データおよび業界刊行

物への言及が含まれています。
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法的責任放棄声明  

このホワイトペーパーに記載されている将来の見通しに関

する記述は、合理的な仮定であるとバグラブが考えるもの

に基づいていますが、これらのリス

ク、不確実性、仮定およびその他の要因によって、バグラ

ブの実際の成果、業績、業績、達成、および経験は、将来

の見通しに関する記述において明示的または暗示的に予

測され、または認識されているものとは大幅に異なる可能

性があります。このようなリスクがあることを考慮し、TDE

の将来の参加者

は、これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を

置くべきではありません。リスクと不確実性には、トークン

販売条件で特定されたものが含まれますが、これに限定さ

れません。これらは、バグラブの業務に関してバグラブに

出資することに関連するすべての要素の確定的なリストで

はありません。 

 

バグラブは、このホワイトペーパーの日付以降のイベント

や状況を反映するために将来の見通しに関する記述を更

新する義務を負いません。

バグラブの事業は、事業を運営している、または運営しよ

うとする国々でさまざまな法律および規制の対象となりま

す。バグラブの特定の活動がそのような法律や規制に違

反していると見なされるリスクがあります。そのような潜在

的な違反に対する罰金は不明です。さらに、適用される法

律や規制の変更、または現行法の解釈の変更により、特

定の状況においてコンプライアンス・コストや設備投資が

増加する可能性があります。それは、バグラブの収益性に

影響を与え、あるいは、このホワイトペーパーで提案してい

るビジネス・モデルとBGLトークン・モデルを実行するバグ

ラブの能力を妨げる可能性があります。

このホワイトペーパーには、将来の見通しに関する記述や

情報（まとめて「将来の見通しに関する記述」と総称する）が

記載されています。これは、バグラブ(Buglab)の現在の期

待と今後の展開についてその見解を述べたものであり、こ

れらの将来の見通しに関する記述は、「場合がある」、「予定

である」、「期待する」、「予測する」「目指す」、「見積もる」、

「意図する」、「計画する」「努める」「信じる」、「可能性があ

る」、「続ける」、「そうなる見込みがある」などの用語や表現

法、またはその否定形、または将来の見通しに関する記述

を特定することを意図した他の同様の表現によって特定さ

れる場合がありま

す。バグラブは、これらの将来の見通しに関する記述を、そ

の財務状況、経営成績、事業戦略、財務ニー

ズ、TDEの結果、またはBGLトークンの価値または価格の

安定性に影響を及ぼす可能性があると考えられる将来の出

来事や財務動向に関する現在の期待と予測に基づいて述

べています。 

ここに記載されている事項に関する記述のほかに、このホ

ワイトペーパーには、バグラブの提案する運用モデルに関

連する将来に関する記述が含まれています。このモデルは

その目的のみを表現したものであり、将来の運用成果の予

見、予測、予想ではありません。

将来の見通しに関する記述は、バグラブがその経験および

認識に照らして行った、過去の動向、現在の状況および今

後の予想される発展、および適切と思われるその他の要因

に関する特定の仮定および分析に基づいて作成したもので

あり、リスクおよび不確実性が含まれている可能性がありま

す。

将来の見通しに関する注意


