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サイバーセキュリティ、情報保護、 
コンプライアンスにおいて、 

「人」が新しい境界になっています。
人は組織にとって、最大の資産です。しかしまた、セキュリティリスク、
情報漏えい、コンプライアンス上の問題を招く要因ともなります。 
ユーザーを安全に保ち、データをセキュアに維持し、 
プルーフポイントでコンプライアンスに準拠しましょう。

プルーフポイントは、人と、人が生み出すデータ 
を保護するために、Fortune 500 と Global 2000  
の企業により最も信頼されている 
サイバーセキュリティパートナーです。

高度な脅威と戦う。情報漏えいを阻止する。コンプライアンスを見直す。

Protect people  
Defend data 

人を守る

情報を守る



People-Centric 
サイバーセキュリティ 
ソリューション
ソリューション同士が連携し、 
ソリューション同士が支え合う、
そんな People-Centric サイ
バーセキュリティ ソリューション
で事業を守り、コンプライアンス
に準拠したものにして、成長させ
ましょう。

脅威プロテクション インフォメーション 
クラウド セキュリティ

インテリジェント 
コンプライアンス

ランサムウェア、ビジネスメール詐欺 
(BEC)、フィッシング、その他の脅威
にとってメールとクラウドは今日の主な
攻撃経路です。攻撃をブロックし、 
クラウド アカウントを守り、ユーザーを
教育する People-Centric アプローチ
で敵を迎え撃ちましょう。プルーフポ
イントの多層的かつ包括的なアプロー
チにより、次のことが可能になります。

データは一人で勝手に流出するもので
はありません。コンテンツ、ユーザー
の行動、外部の脅威を相関することで、
悪意のあるユーザー、不注意なユー
ザー、不正アクセスを受けたユーザー
によるデータ流出を阻止しましょう。
データ漏えいを検知し、調査を合理化
する AI を活用したインサイトでデータ
を保護しましょう。プルーフポイントの
最新のソリューションを利用すると、 
次のことを実現できます。

データ保持の必要性は、組織が使用す
るコミュニケーション プラットフォーム
やデータ量の増加に伴い急増します。
IT 部門や法務部門で最新のコンプラ
イアンスおよびアーカイブのソリュー
ションを使用して、リスクを管理しましょ
う。プルーフポイントのクラウドベー
スのPeople-Centric アプローチによ
り、次のことが可能になります。

• 機械学習を活用した脅威プロテクショ
ンにより、ゲートウェイを用いてメール
を保護

• 攻撃されているユーザーと最も脆弱性
の高いユーザーを知る

• インシデント レスポンスの自動化
• ユーザーの行動を変え、 

潜在的脅威を報告できるようサポート
• ドメインなりすましを阻止
• アカウント乗っ取りを阻止
• Web ベースの脅威を防止し、 

ユーザーにセキュアなネット閲覧を提供

• メールによる機密情報の漏えいを防止
• クラウド アプリを守り、クラウド脅威

からユーザーを保護
• コンテンツ、ユーザーの行動、 

外部の脅威をつなぎ合わせる
• 内部脅威の管理とエンドポイントから

の情報漏洩の阻止
• 従業員が Web を利用している間、 

機密データを保護
• AI を活用したデータ分類によりワーク

ロードを軽減

• データを容易にキャプチャおよび監視
• データ範囲の拡大と、データ量の急増

に対応
• 機械学習支援型の自動化により 

e-Discovery をシンプルにし、 
レビューを合理化

• SEC (米国証券取引委員会)、FINRA 
(米国 金融業規制機構)、IIROC 
(カナダ投資業規制機構) への 
準拠を簡素化

• 従業員のソーシャルメディア チャネル
でのコンプライアンスを保証
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プロフェッショナル マネージドサービス

アドバンスド メールセキュリティ ゲ
ートウェイ 
(Proofpoint Email Protection)

エンドポイント DLP
(Proofpoint Endpoint-DLP)

機密情報の管理、トラッキング 
(Proofpoint Discover)

内部脅威対策 (Proofpoint ITM)

Web 分離 
(Proofpoint Browser Isolation)

CASB (Proofpoint CASB)

インテリジェント データ分類
(Proofpoint ICP)

E メール DLP (Proofpoint Email DLP)

エンタープライズ DLP  (Proofpoint DLP)

分散・リモート Web 環境の
アクセスポリシー制御 
(Proofpoint Web Security)

従業員による Web メールのアクセスを分離 
(Proofpoint Email Isolation)

メール詐欺およびサプライヤーリスク防護 (Proofpoint EFD)

M-SOAR / メール業務のオートメーシ
ョン (Proofpoint TRAP)

E メールアカウント侵害防護 
(Proofpoint CAD)

従業員による通報

フィッシング攻撃シミュレーション

セキュリティ意識向上トレーニング 
(Proofpoint SAT)

ソーシャルメディアの
監視と修復 
(Proofpoint Patrol)

高度なケース管理と分析 
(Proofpoint Automate)

コンプライアンス
遵守確認作業支援 
(Proofpoint Supervision)

コンテンツキャプチャ 
(Proofpoint Capture)

アーカイブおよび 
E-Discovery 
(Proofpoint Archive, 
Proofpoint Discover)

メールとクラウドに対する標的型脅威
プロテクション (Proofpoint TAP)

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 100 の 75% の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。
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