
ソリューション概要

Proofpoint Security Awareness 
Training Enterprise

サイバー攻撃の90%以上はユーザーを標的としています1。従業員
教育の実施は組織の保護に非常に有効な手段となります。脅威を検
知し、ユーザーに届く前にブロックするというテクノロジーだけでは
脅威を阻止することはできません。ビジネスメール詐欺やフィッシン
グのメールを受け取ったときに、ユーザーがそれを脅威と認識し、 
適切に対処できるようになることが重要です。このソリューションで
はユーザーにサイバー攻撃を防ぐ方法を教育します。 

Proofpoint Security Awareness Training Enterpriseで適切なトレーニングを適切
な人に実施することで、現在の危険な攻撃に対して適切に対応することが可能になります。
これにより、ユーザーが組織を守る強固な砦に変わり、組織をプロアクティブに保護でき
ます。 
このソリューションを利用することで、次のことが可能になります。
• それぞれのユーザーが持つリスクを特定 
• 従業員の行動変容
• 組織のリスクを低減

製品
• Proofpoint Security Awareness 

Training Enterprise
• Proofpoint Targeted 

Attack Protection
• Proofpoint Threat Response 

Auto‑Pull

主なメリット
• フィッシング攻撃の被害とマルウェア感

染のリスクを最大 90% 低減 
• ユーザーの行動を変えることで、フィッ

シングなどのサイバー攻撃によるリスク
を低減 

• ユーザーの実情に合ったトレーニングを
行うことで、最大の学習効果を実現

• ユーザー教育とインシデント レスポン
スの自動化でリスクと IT 部門の負荷を
軽減 

• 動的なレポーティングとベンチマークで
進捗を管理

1 Verizon「2019 Data Breach Investigations Report（2019年データ漏洩調査レポート）」2019年7月 
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セキュリティ意識向上トレーニング (エンタープライズ版)
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Very Attacked People レポートのサンプル 
最新の攻撃傾向を利用した攻撃シミュレーションを高リスクのユーザーに実施できます。 

最も注意すべき Very Attacked People   Top 20

Emma Jackson  採用担当者
Victoria Thompson  ジュニア ソフトウェアエンジニア

Evelyn Green  財務担当ディレクター
Matthew Lee  シニア セールスエンジニア

Liam Hall  施設管理者
Mathew Miller  注文入力担当者

Elijah Green  カントリーマネージャー
Ethan Miller  発送/受入係

Amelia Allen  UX/UI デザイナー
James Jones  シニア セールスエンジニア

Ethan Walker  ネットワークエンジニア
Lucas Anderson  担当アカウントマネージャー

Jackson Scott  テクニカル サポート担当者
Sophia Taylor  コンプライアンス アナリスト
Harper Wright  プリンシパル アーキテクト

James Williams  セールスエンジニア担当ディレクター
William Clark  シニア セールスエンジニア

Olivia Jackson  製品サポートエンジニア
Avery Lee  受付係

Joseph Martinez  プロジェクトマネージャー

VIP MalSpam Banking Downloader Credential Phishing Malware Stealer

Corporate Credential Phishing Keylogger RAT インポスター バックドア
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リスクの特定 
攻撃されているユーザーを特定し 
その防御能力を評価 
すべての従業員が同じように攻撃されているわけではありませ
ん。また、サイバー攻撃の標的になっている要因は1つではあり
ません。Proofpoint Targeted Attack Protection（以下、
Proofpoint TAP）を統合することで、管理者は最もリスクの高
い領域に集中し、最大の効果を得ることができますが、そのため
には、より具体的で、影響力のあるセキュリティ意識向上プログ
ラムを実施する必要があります。これは、実際のメール環境で発
生しているリスクに基づいたものでなければなりません。
この強力な統合により、 組織内の VAPTM（Very Attacked 
People）と最もクリック数の多いユーザー、これらのユーザーに
発生している脅威の情報を確認できます。この情報に基づいて
ユーザーをシミュレーションに登録し、ナレッジ アセスメントでリ
スクを評価できます。また、トレーニングを実施してユーザーの
行動変容を促すこともできます。
ThreatSim®フィッシング シミュレーションは、様々なフィッシン
グ攻撃に対する組織の弱点を明らかにします。13のカテゴリに
わたる千種類を超えるフィッシング テンプレートがあり、以下の
ような脅威タイプを用いてユーザーを評価できます。 
• 悪意のある添付ファイル
• 埋め込まれたリンク
• 個人データ提供の依頼 
最新の攻撃傾向に対応するため、プルーフポイントでは毎週
新しいテンプレートを追 加しています。Dynamic Threat 
Simulationフィッシング テンプレートは、プルーフポイント
の脅威インテリジェンスを基に作成されています。また、お客
様からのリクエストやその時々のトピックも反映されています。
プルーフポイントの脅威インテリジェンスは、Fortune 100、
Fortune 1000、Global 2000の企業で最も多く採用されてい
るソリューションから収集され、リアルタイムで共有されています。

このテンプレートには、ユーザー側で実際に発生している攻撃の
情報が反映されています。
シミュレーション攻撃を阻止できなったユーザーは、そのタイミン
グで「ジャストインタイム」のレッスンを受講します。ここでは次
のことを学習します。
• 演習の目的
• 実際に発生している攻撃の危険性
• 今後のトラップを回避する方法
フィッシング シミュレーションで騙されたユーザーにトレーニング
を自動的に割り当てることもできます。 
また、ウイルスに感染した外付けのメモリデバイスの危険性に
ついてどれくらいユーザーが理解しているかも確認が必要です。
ThreatSim USBシミュレーションでは、ウイルスに感染した
USBデバイスの危険性を教育します。USBシミュレーションはい
つでも何度でもアクセス可能です。この機能には「ジャストイン
タイム」の教材が含まれています。この教材はシミュレーション
で騙されたユーザーを対象としています。
ただし、これらのシミュレーションでカバーされるのは、脅威ベク
トルの特定のリスクに過ぎません。強力なナレッジ アセスメント 
ツールであるCyberStrength® を使用すると、次のことを行うこ
とができます。
• モバイルデバイスの使用、ソーシャル エンジニアリングによる

詐欺、パスワード、Web閲覧など、重要なセキュリティ問題を
確認し、メールとUSBドライブの脆弱性を診断する。 

• 40以上の言語に対応している数百の問題ライブラリから事前
定義されたアセスメントを選択し、ユーザーに合ったトレーニン
グを自動的に割り振る。

• 組織のポリシーや手順についての理解度を測るために、カスタ
マイズした質問を作成する。

• ベースラインの設定後、推奨事項に従って、診断したトピック
領域のユーザーリスクを低減する。 

シミュレーションで不合格のユーザーを 
トレーニングに自動登録
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行動の変化 
実際の脅威、ユーザーの行動、 
知識レベルに応じたトレーニングを実施 
プルーフポイントの教育プログラムは、最終的にユーザーの行動
を変化させることを目的としています。そのため、個々の状況に
合わせて影響力のある教育体験を提供するように設計されてい
ます。このプログラムは高リスクの領域を中心としています。ま
ず、Proofpoint TAPで特定されたVAPTM（Very Attacked 
People）またはクリック数の最も多いユーザーの教育を行います。
さらに、シミュレーションに合格しなかったユーザーや、ナレッジ 
アセスメントで特定のしきい値を超えていないユーザーに実施しま
す。
プルーフポイントのコンテンツを利用することで、リスクの高い
ユーザーを強固な防衛線に変えることができます。プルーフポイ
ントのコンテンツは、次のような方法でユーザーの行動変容を促
します。
利用率を向上させるための方法論
• 成人に対して実際に行動変容をもたらした実績のあるベストプ

ラクティスを利用
• コンテンツ ライブラリでコンテンツの利用と検索が可能
• 数百種類のトレーニング モジュールとプログラム マテリアル
• ユーザーのタイプに応じて必要なスキルを習得（特権、ロール

ベースなど）できるように CISOが基本カリキュラムを監修

多言語に対応
• 基本カリキュラムを40以上の言語に翻訳し、地域に合わせて

ローカライズ（ドメイン、名称など）
• 包括的で多様なテキストと画像
新しい脅威にも対応
• 業界をリードする脅威インテリジェンスで新しい脅威に対応
• メール、クラウド、ソーシャルから毎日数十億の実際の脅威サ

ンプルを収集
• Threat Alerts、Attack Spotlight モジュール、シミュレーショ

ン テンプレートなど、脅威を中心としたコンテンツ
様々なユーザーに対応できるように、多様なコンテンツを用意
することが重要です。 プルーフポイントのライブラリには200
以上のトレーニング モジュールがあり、その数は急速に拡大し
ています。豊富なプログラム マテリアルを PDF、インフォグラ
フィック、ビデオなどの形式で提供しています。また、2020年
5月にはThe Defence Worksを買収し、TeachPrivacyとの
パートナーシップにより、コンテンツを拡充しています。さまざ
まな組織文化に対応できるように、多様なスタイルを提供して
います。プルーフポイントのベストプラクティス、キャンペーン、 
カリキュラムにより、マルチチャネルの教育体験を実現できます。
[利用な可能なコンテンツについては、Proofpoint Security 
Awareness Training コンテンツ一覧をご覧ください。]

https://www.proofpoint.com/jp/resources/solution-briefs/proofpoint-security-awareness-training-content
https://www.proofpoint.com/jp/resources/solution-briefs/proofpoint-security-awareness-training-content
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コンテンツの配信
セルフサービスのCustomization Centerで、ユーザーごとに
関連性の高いコンテンツを割り振ることができます。これにより
次のようなことを実現できます。 
• ユーザーに合わせて表現、イメージ、質問をカスタマイズして、

トレーニングを調整する。
• モジュール、レッスン、ページを複製して、必要な変更をすば

やく、リアルタイムで行う。
• トレーニング モジュール（質問付き）から意識向上モジュール

にワンスイッチで切り替える。
• 学習効果を維持するため、Learning Science Evaluatorが

コンテンツを管理。画面上のコンテンツの長さや量、質問の数
が適切でないと、フィードバックが提供されます。

SCORMベースのファイルを利用する独自の学習管理システム
（LMS）を導入している場合は、学習モジュールをカスタマイズ
して、自社の LMS 用にエクスポートできます。複数のモジュー
ルを1つにまとめたり、モジュールの優先順位を設定できます。

リスクの低減 
知識のあるユーザーが 
フィッシングの可能性がある脅威を 
報告することで攻撃対象領域を縮小
PhishAlarm®メールクライアント アドインを使用すると、不審な
メッセージをワンクリックで報告できます。不審なメールを報告す
ると、感謝を表すポップアップ メッセージがすぐに表示されます。
このアドインを使用すると、ユーザーからヘッダーや添付ファイル
を入手する必要がなくなるため、ユーザーに不審なメールを転送
してもらう必要がなくなります。標準的な組織の報告率は10 ～
20%ですが、ユーザー教育に成功した組織の報告率は70%以上
になります。また、攻撃シミュレーションの報告率が80%を超え
ることもあります。

最も優れた結果を達成した組織の実際のデータ（プルーフポイントの 2020 年 State of the Phish レポートより）

失敗/クリック率

報告率

5% 以下

70% 以上 望ましい組織の状態
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しかし、攻撃シミュレーションには実際の脅威のようなリスクはあ
りません。プルーフポイントは、サンドボックスを含む世界規模の
脅威インテリジェンスを使用しています。ユーザーからメッセージ
が報告されると、脅威の概要レポートを管理者に自動的に送信し、
メッセージが不正なものかどうかを通知します。このレポートに
は、メッセージの中でどの部分に問題があるのか詳しい情報が提
供されるため、インシデント レスポンス チームの負荷を減らすこ
とができます。また、メールベースのリスク軽減に対するセキュリ
ティ意識向上プログラムの効果も確認できます。プルーフポイン
トの脅威インテリジェンスは、Fortune 100、Fortune 1000、
Global 2000の企業で最も多く採用されているソリューションを
ベースにし、メール、クラウド、ネットワーク、ソーシャルメディ
ア上の脅威データを集約し、相関分析を行います。

Proofpoint Closed‑Loop Email Analysis and Response
（CLEAR）ソリューションは、報告されたメールをProofpoint 
Threat Response Auto‑Pull（TRAP）に自動的に送ります。
これらのメッセージは Proofpoint TRAPで自動的に隔離または
クローズされます。必要であれば、詳細な分析を行うためにイン
シデント レスポンス チームに送信することもできます。管理者は、
メッセージの分類結果に基づいて、カスタマイズされたレスポン
ス メッセージをユーザーに表示するように設定できます。カスタ
マイズしたメッセージを返すことで、ユーザーに行動変化を促し、
セキュリティ意識の高い文化を構築できます。 

報告されたメッセージの種類でユーザーの行動変化を把握。

インシデント レスポンス 
チームに実践的な情報を提供。

報告された潜在的な脅威の傾向
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悪質

不審

低リスク

脅威である可能性が低い

スパム

バルク

セーフリスト

•   このメールは 2020-06-17 19:10:28 (UTC) に報告されました

•   TNEF 添付が検知されました

脅威の概要レポート

脅威の概要レポート

脅威の概要レポート

脅威の概要レポート

脅威の概要レポート

脅威の概要レポート

悪質

不審

脅威である可能性が低い

低リスク

バルク

スパム

プルーフポイントの脅威インテリジェンスによる分析で、
このメッセージは脅威の可能性があると判定されました

プルーフポイントの脅威インテリジェンスによる分析 (動的を含む)

プルーフポイントの脅威インテリジェンスによる分析で、
このメッセージにはバルクメールの兆候がみられます

CLEAR ワークフロー
PhishAlarm

フィッシング
の可能性

があるメール

PhishAlarm
Analyzer

悪意のある/
フィッシング 
メッセージ

Proofpoint TRAP で
モニタリングされるAbuseメールボックス

ユーザー
アナリスト

ユーザーへのフィードバック

メールの削除/
隔離

1.  ユーザーがフィッシングの可能性があるメールに気づきPhishAlarm で報告する。 
2.  プルーフポイントの脅威インテリジェンス、PhishAlarm Analyzer を利用して、
     報告されたメッセージにスコアを付ける。 
3.  メールのスコアが「悪質」の場合、TRAP が組織全体で同じ不正メールのインスタンスを自動的に検索し、
     すべて検出する。メールのスコアが「バルク」または「低リスク」の場合、TRAP はインシデントを自動的にクローズする。 
4.  メールが隔離された場合も、メールに別のスコアが付いている場合も、メールを報告したユーザーにフィードバックが送信される。

プルーフポイント
脅威インテリジェンス

プルーフポイント
脅威インテリジェンス



測定と適応
ユーザーの行動変容を確認する
プルーフポイントの包括的なレポートで、ユーザーの行動がどのよ
うに変化しているのかを確認できます。また、他のメンバーと比
較できるベンチマークも提供されます。ユーザーの状態は次のよ
り確認できます。 
• アセスメント
• 攻撃シミュレーション 
• トレーニング割り当て
• メールレポーティングと分析（廃棄も含む） 
このレポートでは、データのフィルタリング、アセスメントの比較、
方法の変更、カスタムビューの設定を簡単に実行できます。

また、次のようなことを確認できます。
• 攻撃シミュレーションに対して、組織の中で最も脆弱だった人物

は誰か。
• セキュリティ/コンプライアンスの重要なトピックについて、ユー

ザーの知識レベルにギャップはないか。
• ユーザーのトレーニング成績はどうか。
• ユーザーは報告しているメッセージの量はどのくらいか。また、

どのような種類（不正、バルク、スパムなど）を報告しているか。
レポートはダウンロードしたり、エクスポートすることもできます。
また、他のユーザーへの自動配信も設定できます。分析情報を簡
単に追跡し、プログラムの主要な関係者に結果を自動的に配信で
きます。 
さらに、Results APIを使用すると、トレーニング、フィッシング、
ナレッジ アセスメント、ユーザー、メールに関するレポートや分析
結果などをビジネス インテリジェンス ツールや学習管理システム
に統合することもできます。

プルーフポイント | Proofpointについて

Proofpoint, Inc.（NASDAQ:PFPT）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。 

詳細
詳細はproofpoint.com/jpでご確認ください。
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