
ソリューション概要

PSAT - Managed Service for Enterprise
大企業向け PSAT マネージドサービス
2,500 ユーザーを超えるお客様向け 
セキュリティ意識向上トレーニング 

プルーフポイントは、効果的で負担の少ないセキュリティ意
識向上トレーニングを実現します。実証済みで統制のとれ
た、各ユーザーに合わせたアプローチで、年間を通じてエ
ンドユーザーのセキュリティ意識向上トレーニングへの参加
を促します。専門性とベストプラクティスの知識を生かすこ
とにより、最高レベルのプログラムを実現できます。 

計画
プルーフポイントのマネージドサービス チームが、セキュ
リティ意識向上プログラムを管理します。プログラムの初
期から、お客様とマネージドサービスのチームメンバーが
毎週協議をおこないます。このメンバーがお客様組織を担
当し、主たる窓口となります。お客様との協力のもと、組
織の文化や目標に合わせたトレーニング プログラムを設計
し、実施します。 

ディスカバリ
お客様担当者とプルーフポイントのマネージドサービスの
担当者は、組織が現在抱えるサイバーセキュリティの脅威
や懸念を話し合い、過去におこなわれたセキュリティ意識
向上アクティビティの良い点や改善点の詳細を確認します。
このアクティビティには、トレーニングプログラム、侵入テ
スト、フィッシング シミュレーションなどが含まれます。また、

過去のトレーニングプログラムの結果、お客様からのフィー
ドバック、課題などについても話し合います。 
お客様が提示する現在および将来の目標に沿って、プルー
フポイントが、カスタマイズされたプログラムを策定するた
めのガイドラインを設定します。こうした初期の協議から、
プログラム目標が明確に定義されます。 

次に、人事部門、IT 部門などといった重要なステークホル
ダーの参加を促す初期の計画について話し合います。マネ
ージドサービスの担当者より、プログラム全体を通じて使用
する以下のようなガイド、ツール、テンプレートが提供されま
す。内容は以下のとおりです。
• ベスト プラクティス ガイド
• ベスト プラクティス カレンダー
• 包括的な報告ドキュメント
• フィッシング シミュレーション テンプレートのサンプル
• トレーニング割り当て通知のテンプレート
• IT およびヘルプデスク向けコミュニケーションのテンプレート
• セーフリスト文書

プルーフポイントがお客様に代わって、セキュリティ意識向上トレーニングのプログラムの設計、実行、
報告をおこないます。これにより、お客様は事業活動に専念することができます。大企業向け PSAT 
(Security Awareness Training) マネージドサービスは、ユーザーが 2,500 名を超えるお客様向けの
サービスです。本サービスでは、プログラムを担当する専任の人材が配置されるため、継続的かつ的を絞っ
たサイバーセキュリティ対策が可能になります。
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コミュニケーション
コミュニケーションはプログラムの成功に欠かせません。そ
のため、主要ステークホルダーに絶えず最新情報を伝えら
れるよう、包括的なコミュニケーション計画の立案を推奨し
ています。この計画ではプログラムの目標を立てます。ま
た、質問や懸念事項に対応する連絡先情報を含めるように
します。キャンペーンが予定された場合、プルーフポイント
は、IT 部門やヘルプデスク チームへの通知を支援します。
ヘルプデスクにはキャンペーンや関係者に関する詳細情報
を提供し、ユーザーからの質問や依頼に対応できるように
します。また、ユーザーにセキュリティ意識向上プログラム
について伝えるコミュニケーションのサンプルも用意してい
ます。こういった効果的なコミュニケーションにより、ユー
ザーの当事者意識を高め、学習の必要性を感じられるよう
促します。

技術的準備
プルーフポイントは、お客様のメールサーバーにセーフリス
トとして IP アドレスを登録するための文書を提供するほか、
スパムフィルタ試験を実施します。プルーフポイントのサー
バーへのトラフィックを認めるためにファイヤーウォールや
セキュリティ アプライアンスの例外を作成する場合もありま
す。 

ユーザー管理
プログラムのユーザーの基礎情報についても協議します。
End-User Sync ツールを使用するかを決定します。End-
User Sync ツールを使わない場合は、メール、姓、名、
事業ユニット、グループ、勤務地、およびその他のプロパ
ティなどのデータ項目が記載されたユーザーリストが必要に
なります。ユーザーや関連プロパティについて協議する場
合は、こうした情報をお客様組織の報告要件に関連づける
ようにします。また、新規採用者、退職者の情報の反映や、
マネージャーや部署などの基準の更新について、ユーザー
情報を最新の状態に保つための更新方法も検討します。

セキュリティ意識向上プログラム
のコンポーネント
セキュリティ意識向上プログラムには以下のようなコンポーネン
トが含まれます  (ライセンス購入された製品に依存します)。
• ナレッジ アセスメント
• 攻撃シミュレーション
• トレーニング
• 意識向上マテリアル
• 補助ツール
PSAT (Security Awareness Training) の製品について

は、こちらから詳しくご覧ください。 proofpoint.com/
jp/products/security-awareness-training

導入
プルーフポイントの攻撃シミュレーションを実施して、お客
様組織における各攻撃経路に対する脆弱性について、現
実に則したベースラインを作成します。ユーザーの攻撃の
影響の受けやすさを把握するため、マネージドサービスの
担当者を通じて、フィッシング シミュレーション 攻撃キャン
ペーンを、ナレッジ アセスメント と並行して実施します。

フィッシング シミュレーション アセスメント
マネージドサービスの担当者が、フィッシング シミュレーショ
ン アセスメント ツールを実際に操作して管理します。お客
様と協力して、キャンペーンで使うフィッシング テンプレー
トやティーチャブル モーメントを選びます。ライセンス期間
中は、計画された要件に合わせてキャンペーンを企画、予
定、実施します。また、キャンペーンの前には、キャンペー
ンの範囲と、フィッシングの対象となるユーザーについて
も話し合います。初期のベースラインデータを集めるため、
ライセンス期間の初めに「ブラインド」ベースのフィッシン
グ攻撃シミュレーションを実施します。その後、ライセンス
期間の全体を通じて、ティーチャブル モーメントを埋め込
んだフィッシング攻撃シミュレーションを実施します。フィッ
シング攻撃シミュレーションで騙されてしまったユーザーは、
ティーチャブル モーメントから効果的なフィードバックを即時
に得ることができます。

フィッシング シミュレーション USB アセスメント
フィッシング シミュレーション USB キャンペーンでは、マ
ネージドサービス担当者が、デバイスへローディングされ
るおとりとなるファイルの名称を設定し、ティーチャブル 
モーメントを選択 / カスタマイズして、必要なファイルを含
む zip ファイルを Secure Share を通じてお客様担当者に
送ります。お客様担当者は USB デバイスを調達し、zip ファ
イル内のファイルを USB にロードします。提供されるスプ
レッドシートを用いてデプロイをおこないます。USB デバ
イスがデプロイされた後は、マネージドサービスの担当者
が合意されたスケジュールにしたがって、アクティビティ レ
ポートを提供します。

ナレッジ アセスメント
ナレッジ アセスメントは従業員の知識レベルを評価し、ト
レーニングの効果を測定します。まずライセンス期間の始
めに、幅広いトピックに関してナレッジ アセスメントをする
ことを推奨します。その後は実施結果に基づいて、追加的
なアセスメントを実施することができます。こうして、過去
に特定されたリスク分野について重点的に対処することが
可能になります。

https://www.proofpoint.com/jp/products/security-awareness-training
https://www.proofpoint.com/jp/products/security-awareness-training
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トレーニング モジュール
フィッシング攻撃のシミュレーションで騙されてしまったユー
ザーには、トレーニング モジュールが割り当てられます。こ
れは、ライセンスを取得した製品にしたがっておこなわれま
す。騙されたか否かにかかわらず、すべてのユーザーを対
象としたモジュールの用意もあります。これにより全員にト
レーニングの機会を提供します。
トレーニングの期限が近づくと、ユーザーにリマインダーを
送ります。次のアセスメントやトレーニング モジュールの割
り当てを計画するため、ユーザーの理解状況も把握します。
セキュリティおよびコンプライアンスに関するトレーニング 
モジュールは、自動登録機能を使って割り当てられます。
モジュールは、特定されたリスク分野に基づき、複数のも
のが割り当てられます。
注：トレーニングの一部またはすべてにお客様組織独自の
学習管理システム (LMS) を使う場合は、LMS のユーザー
管理、LMS の割り当ておよび LMS のレポーティングは、
マネージドサービスの担当者ではなく、お客様自身がおこ
ないます。トレーニング ジャケットおよび自動登録機能は 
LMS ベースのモジュールには利用できません。

強化
PhishAlarm はフィッシング攻撃が疑われる事案を報告し
たユーザーに対して、その行動が良いことであることを伝
え、今後も同じように行動してもらうよう奨励するプラス
の効果をもたらします。不審なフィッシング メールをクリッ
クすると、PhishAlarm メール アドイン機能により、セキュ
リティおよびインシデント対応チームにアラートが送られま
す。これにより実際のフィッシング攻撃から影響を受ける
期間と範囲を狭め、同時にセキュリティ意識向上トレーニン
グ プログラムの中で学習した行動を強化することができま
す。フィッシング攻撃の報告は、エンドユーザーの行動を
追跡するうえでも、セキュリティ意識の向上や参加意識を
追跡するうえでも、その傾向を把握する重要な指標です。
さらに、セキュリティ意識向上マテリアルは、トレーニング 
モジュール内で学習した原則を強化するように設計されて
おり、ベストプラクティスに重点をおいて、知識の定着を
図ることができます。セキュリティ意識向上マテリアルは、
ナレッジ アセスメントで特定された脆弱な分野に焦点をあ
て活用します。

分析
ナレッジ アセスメント、フィッシング シミュレーション攻撃
キャンペーン、および PhishAlarm メール レポーティング
の結果を総合すると、ユーザーの知識レベルや騙されやす
さについて、全体像を把握することができます。こうした
データを使って、とくにリスクの高い分野を特定したり、ユー
ザーの知識を強化する取り組みを策定したりすることができ
ます。マネージドサービスの担当者は、アセスメントやトレー
ニングの実施後、常に結果を確認します。これを過去の結
果と比較すれば、改善の傾向がわかり、現在または将来懸
念される分野も明らかになります。レポートに含まれるプロ
パティ (初期の計画段階で定義されたもの) は、部署、地域、
役割またはマネージャーに対するリスクの相関関係から分
析します。こうした分析結果については、継続的な立案や
戦略段階で協議して、次のステップを決める土台として活
用できます。入手可能な場合は、マネージドサービス担当
者より、業界やテンプレートのベンチマーク分析も提供しま
す。 

もっとも攻撃されやすい人物：
VAP へのフォーカス
Proofpoint TAP (Targeted Attack Protection) のお客
様には、以下のサービスが提供されます。
• TAP ダッシュボードから、VAPTM (Very Attacked People) 

に関する四半期レポートを分析する
• 組織内の標的となる可能性の高いユーザーを特定する
• 標的型攻撃のデータに基づき VAPTM  をグループ分けする
• 特定された脅威に基づき四半期ごとの VAPTM トレーニングお

よび意識向上アクティビティを企画する
• VAPTM  およびセキュリティ意識向上プログラムにおける VAP 

の成績を時間の経過とともに分析する

レポート
プログラムが進むなかでアクティビティごとにレポートが作
成され、お客様担当者は、プラットフォームから、いつで
もプロジェクトの概要を把握することができます。定期的に
レポートの作成を実行するよう設定するすることができ、レ
ポートは E メールで安全に送付されます。
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セキュリティ意識向上プログラムのカレンダー
このカレンダーは、プルーフポイントの継続的トレーニング方法を実施する計画案の概要を述べたものです。ライセンスを
取得した製品、期間およびお客様組織の具体的なニーズや目標に応じて修正してください。

第 1 四半期 1 か月目 2 か月目 3 か月目
サイバーセキュリティ ベースライン ナレッジ  

アセスメント 1
初回コミュニケーション

フィッシング ブラインド フィッシング 1 自動登録トレーニング 
モジュールつきの 
フィッシングキャンペーン 1

トレーニング 自動登録トレーニング クリックしなかった 
ユーザー向けトレーニング

セキュリティ意識向上マテリアル 選択されたトピック

第 2 四半期 4 か月目 5 か月目 6 か月目
サイバーセキュリティ
フィッシング キャンペーン 2 キャンペーン 3 キャンペーン 4
トレーニング 補足トレーニング * クリックしなかった 

ユーザー向けトレーニング
セキュリティ意識向上マテリアル 新しいトピック

第 3 四半期 7 か月目 8 か月目 9 か月目
フィッシング キャンペーン 5 キャンペーン 6
トレーニング クリックしなかった 

ユーザー向けトレーニング
補足トレーニング *

セキュリティ意識向上マテリアル 新しいトピック

第 4 四半期 10 か月目 11 か月目 12 か月目
サイバーセキュリティ リピート ナレッジ アセスメ

ント 1
フィッシング キャンペーン 7 キャンペーン 8

第 1 四半期 1 か月目 2 か月目 3 か月目
トレーニング クリックしなかった 

ユーザー向けトレーニング
補足トレーニング *

セキュリティ意識向上マテリアル 新しいトピック
スミッシング スミッシング キャンペーン 1

* 補足トレーニングのトピックは、ナレッジ アセスメントの結果から決定します。フィッシング シミュレーション USB ドライブ によるキャンペーンは、ラ
イセンス期間中のいつでも実施することができます。

詳細はこちら
詳細は proofpoint.com/jp でご確認ください。
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