
 

 

 

 

 

 

 

下記

が出来ます。

 

 

 

 

 
 

■「
中国の

でシステムが融資可否を判断

います。

このサービスは、

銀⾏とはいっても店舗での預⾦業務は

り込まれてい

 

 

 

 

 

①

②

TOPICS

例えば、

て返済するといった具合です。

野菜市場のおばちゃんもそうです。朝お金を借りて仕入れ、夜になれば売上金で返済するわけです。こうい

う事情ですから頻繁に融資を受けては返す
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・0」ってご存知ですか？
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■AI 技術が更に進むと 

AIがサイバー攻撃する可能性があると予測されています。また、サイバー攻撃を防ぐAIも登場すると言わ

れています。攻守ともAIなんて、SF映画の様です。 

情報漏洩のリスクの多くは、攻撃型のメールです。 

メール添付ファイルを開かせ、マルウェアーやウィルスを感染させ、情報漏洩を発⽣させます。添付ファ

イルに仕込まれたマルウェアーやウィルスをそのPCに忍ばせます。開いた直後に活動開始をすると、セキ

ュリティーソフトに捕まるため、時間おいてから活動開始するタイプも確認されています。 

後はこっそり情報をネット経由で漏洩していきます。 

■2020 オリンピックに向けて、攻撃型メールが増えていきます。 

９⽉27日の新聞等で「オリンピックチケットの申込みで不正IDが1200件、チケット7000枚が無効になる」

と報道がありました。この様なニュースが出ると、今度はチケットが無効になりました！とメールが届き、

添付ファイルを開かせて感染させたり、本文内のURLをクリックさせて有害サイトに誘導したり、あの手、

この手でリスクがやって来ます。メールの差出人、内容等を良く確認して、不⽤意に本文のURLをクリック

したり、添付ファイルを安易に開かない事が安全の第⼀です。 

開いて良いか不明な時は、情報システム部門や周りの詳しい人に相談しましょう。 

ご安全に！ 

 

 

 

情報システム事業部 前澤です。 

先日、健康診断の結果が出たのですが、なんとメタボ該当の判定が下されてしまいました。ここ数年は

メタボ非該当で、しかも去年よりも体重は減っているにも関わらずの結果でした。カロリー摂取量と消

費量のバランスが悪く、その結果内臓脂肪が溜まってしまったのだと思います。 

この健康診断も将来はAIによって判断されて即日診断結果が出るようになるといいですね。 

さらに、腕に身に着けたAI携帯端末が常に体重、血圧、カロリー、運動量などを管理してくれるよう

になり、バリウムを飲んで健康診断しなくても済む時代が早く来てほしいと思います。 

 

 

 

 

 
このメールマガジンは、配信依頼がありましたお客様にのみ発⾏しております。配信中⽌の場合は、お手数ですがhp-master@nezu-g.co.jpまで

ご連絡ください。その際には、御社名、御社（配信先）メールアドレス、担当者様名を明記くださいます様よろしくお願い致します。 

編集後記 

発⾏：根津鋼材株式会社  住所：〒116-0014 東京都荒川区東日暮⾥1-32-5(TEL)03-3805-5555 

メール：hp-master@nezu-g.co.jp  ホームページ：http://www.nezu-g.co.jp/  

発⾏人：根津訓光／監修 樋⼝良成／編集⻑ 

編集：情報システム事業部 ※NEZUシステム通信に掲載された記事の転載はご遠慮願います。 


