
製品概要

PSAT (Proofpoint Security Awareness Training) は、ユーザーを強化することで組織を防護するた
めのトレーニング パッケージです。プルーフポイントでは、ユーザーをセキュリティ運用の中に組み込むこ
とによって、セキュリティやプライバシーの脅威に対して適切な対応を採ることができるように行動の変化
を促します。トレーニングを通じて、組織が管理するドメイン全体でコンプライアンスを確保し、フィッシ
ング攻撃から防御し、人の行為が引き起こすインシデントを減少させることを支援します。

スタンダード エンタープライズ
対象となる組織 意識向上プログラムを導入して IT 部門の

負荷を削減したいと考えている組織。以下
の実現をサポートします: 
• 多種多様なトレーニング マテリアルを活

用して、管理ドメイン全体でユーザー行
動の変化を促す。

• フィッシング攻撃にとどまらないプライバ
シーやセキュリティ対策を実現

• プルーフポイントの高度な脅威検知テクノ
ロジーを用いてユーザーから報告のあっ
たメッセージが悪意のあるものかを自動
分析

高度な脅威対策を求める多国籍企業。 
スタンダード パッケージの機能に加えて、
以下の機能を提供します:
• より多くの機能やコンテンツを組織の 

プログラムに追加し、統合管理
• Proofpoint TAP (Targeted Attack 

Protection) から得られる情報をもとに、
現実のリスクに基づいたトレーニングプロ
グラムを対象を絞って実施

• Proofpoint CLEAR (Closed-Loop 
Email Analysis and Response) の
ワークフローを用いてユーザーから報告
のある悪意のあるメールを自動的に削除
し、Nexus People Risk Explorer  
を用いてユーザーリスクを詳細に把握

Nexus People Risk Explorer のサポート ü

Proofpoint TAPから得られる情報を 
もとにしたトレーニングのサポート

ü

Proofpoint CLEARによる 
自動メール対処をサポート

ü

ナレッジアセスメント ü ü

フィッシングシミュレーション ü ü

USBシミュレーション ü ü

トレーニング モジュール 104 のコアカリキュラム モジュール  
(重要なトピックやドメインを取り扱ったもの

を含む)

全カリキュラム  
(300+ のモジュール)

パッケージ概要
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スタンダード エンタープライズ
Customization Center での 
トレーニングコンテンツのカスタマイズ

ü ü

ユーザー向けコンテンツの多言語サポート 英語、その他クライアントの選択する3言語 40言語以上
LMS (SCORM) インストール ü ü
セキュリティ意識向上および 
プログラムマテリアル

ü ü

PhishAlarm® メール報告ボタン ü ü
プルーフポイントの高度脅威検知 
テクノロジーを用いた脅威分類

ü ü

Microsoft Active Directory (AD)  
または Azure 向けの End-User Sync

ü ü

リアルタイムレポート ü ü
CISO ダッシュボード ü ü
マネージドサービスのサポート ü

脅威対策プラットフォームの統合
P1 ソリューション提供モデルに含まれるエンタープライズ パッケージでは、脅威対策プラットフォームを統合してご利用いただけます。
• Proofpoint TAP (Targeted Attack Protection) から得られる情報をもとに、組織の E メール環境内で現実のリスクに基づ

いたトレーニングプログラムを実施します。アセスメントまたはトレーニングを設定する際に、具体的な脅威タイプ (認証情報フィッ
シング、ランサムウェアなど) に合わせて VAPTM (Very Attacked People) および Top Clicker を指定します。

• Proofpoint CLEAR (Closed-Loop Email Analysis and Response) ソリューションでは、ユーザーから報告のあったメッセー
ジの対処を自動化し、カスタマイズされたフィードバックをユーザーに提供します。 

• Nexus People Risk Explorer は、CISO やセキュリティ担当のリーダーが People-Centric のセキュリティ戦略を企画し、 
実施するためのサイバーセキュリティリスクのダッシュボードです。プルーフポイントの製品のほか、組織内のサードパーティ製品か
ら得られるデータを分析して、セキュリティリスクに応じてユーザーを分類し、各グループごとに適した管理方法を提案します。

Managed Proofpoint Security Awareness Training  
（セキュリティ意識向上トレーニング PSAT マネージドサービス）

エンタープライズ パッケージのお客様は、包括的なマネージドプログラムをご利用いただけます。
• プルーフポイントの経験豊富な専門家チームが総合的なセキュリティ意識向上プログラムにかかる管理業務を行い、組織の負担を

軽減します。規模の大小にかかわらず数百にものぼる組織をサポートした実績のあるチームです。
• セットプログラムから選択するか、または独自のニーズに合ったプログラムを設定することができます。
• パーソナライズサポートや包括的なレポートのほか、組織のプログラムがベストプラクティスを活用してユーザー行動の変化を促す

ものとなるように支援します。



詳細
詳細は proofpoint.com/jpでご確認ください。

Proofpoint | プルーフポイントについて
Proofpoint, Inc.は、サイバーセキュリティのグローバル リーディング カンパニーです。組織の最大の資産でもあり、同時に最大のリスクともなりえる「人」を守ることに焦点をあてています。プルー
フポイントは、クラウドベースの統合ソリューションによって、世界中の企業が標的型攻撃などのサイバー攻撃からデータを守り、そしてそれぞれのユーザーがサイバー攻撃に対してさらに強力な対処能
力を持てるよう支援しています。また、Fortune 1000 の過半数を超える企業などさまざまな規模の企業が、プルーフポイントのソリューションを利用しており、メールやクラウド、ソーシャルメディア、
Web 関連のセキュリティのリスクおよびコンプライアンスのリスクを低減するよう支援しています。詳細は www.proofpoint.com/jp にてご確認ください。 

©Proofpoint, Inc. Proofpoint は、米国およびその他の国におけるProofpoint, Inc. の商標です。記載されているその他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

追加機能と利点
レポートおよび分析 多言語サポート エンドユーザー アクセシビリティ

• 重要ステークホルダーにレポートを 
提供する自動レポーティング機能 

• カスタムプロパティの追加とカスタム
レポートの動的なフィルタリング、 
保存 

• XLS および CSV へのエクスポート 
• 業種別にプルーフポイントの他の顧客

と対比したベンチマーク 

• コアカリキュラムは、40の言語に翻訳。
その他のコンテンツは英語と10の言語で
提供 

• 世界各地のタイムゾーンをサポート 
• 地域に合わせたデータの保管とプライバ

シーの機能 
• 地域に関連したドメイン、名称などを使用 

• プルーフポイントのセキュリティ教育プラッ
トフォームへのシングル サインオン 

• トレーニングモジュールへのモバイル アク
セス

• リハビリテーション法第508条と Web 
Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0 レベル AAをサポートする
インタラクティブ トレーニング モジュール 

管理およびセキュリティ サポートおよびサービス 技術認定
• ライセンス契約されたユーザーは 

アセスメント、トレーニング、レポート
を無制限に使用可能 

• 管理者には二要素認証を適用 
• パスワードの使いまわしの制限、 

ログインに失敗した場合のロック機能 
• 管理者のパスワードポリシーの 

カスタマイズ 

• E メール、電話およびライブチャットを通
じた受賞歴あるサポート 

• ナレッジベース、アイディア、ディスカッショ
ンなどを含むオンライン コミュニティ 

• プログラムおよび実施戦略のためのカス
タマーサクセス サポート

• 広範なベストプラクティス文書へのアクセス 

• TRUSTeによる年次独立第三者データプ
ライバシー アセスメント 

• EU-US プライバシーシールドおよび 
Swiss-US プライバシーシールド フレーム
ワークの自己認証 

• クラウドセキュリティアライアンス STAR 
の自己評価 

• シングル サインオンの Okta 統合パート
ナー 

• FedRAMP モデレートの認定において 
In Process のステータスを取得 
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日本からの要望で新規開発された 
CISOダッシュボードでトレーニング効果を可視化できる

https://www.proofpoint.com/jp
https://www.proofpoint.com/jp

