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セキュリティ意識向上トレーニングとフィッシングシミュレーション訓練・分析を組み合わせた世界最大の統合プラットフォームのプロバイダーである KnowBe4
は、セキュリティの「人的要素」にフォーカスして、従業員のセキュリティ意識を向上させることで、巧妙化するサイバー攻撃の問題に立ち向かっています。
全世界の数十万社を超える企業や組織が、KnowBe4 を採用しています。KnowBe4 では、セキュリティ意識向上トレーニングに並行して実施される模擬フィッ
シング攻撃を通して社員ひとり一人がどれくらい攻撃被害を受けやすいかを Pish-Prone ™ Percentage （PPP：フィッシング詐欺ヒット率）として可視化して、
企業のリスクを測定可能な指標に変換しています。本レポートは、自社の PPP レベルを同業他社と比較したいというニーズに応えて、KnowBe4 が業界を横断
して毎年実施している調査をまとめたものです。 

 業界別、企業／組織規模、セキュリティ意識向上トレーニングの頻度によって統計を取ることで、

本レポートは企業や組織のフィッシング攻撃に対する人的な脆弱性をパターン別に探究し、セキュリティ脅威に対する指針や各種の立案を支援するため
に作成されています。

2020 年度、業界別フィッシングベンチマーキング調査
今、すべての企業や組織では、他社の状況はどうなのか、自社のレベルで十分なのか、大きな懸念材料になっています。2020 年度、業界別フィッシングベ
ンチマーキング調査は、この疑問への解答またはその対策を示唆するために、19 業種を横断した 950 万回を超える模擬フィッシング攻撃テストにおいて、1
万 7 千社の中から 400 万人のユーザーのデータ統計を分析したものです。

すべての調査対象は、業界と規模によって分類されました。それぞれの調査対象の Phishing Prone Percentage（PPP: フィッシング詐偽ヒット率）を算出する
ために、KnowBe4 プラットフォームを使用して模擬フィッシング攻撃テストキャンペーンを実施して、この間に誤ってフィッシングメールのリンクをクリックした
り、偽装添付ファイルを開封したりした従業員の数を測定しました。

今年度の調査方法

昨年に比べて、調査対象およびサンプル数が大幅に増加した結果、極めて
広範囲なグローバルなデータ統計を取ることができました。本調査データは、
実際の企業や組織の現状をより正確に反映するものになりました。毎年、調
査および分析方法については評価し直して、再検討しています。今年度の再
評価として、データの抽出および分析のプロセスを改善する時であると結論
付けしました。改善のポイントは、本プロセスの拡張性を長期的に担保し、
将来にわたり本調査の有効性を確保することです。この再評価の結果を受け
て、2020 年度の調査方法は調整されました。

それぞれの調査対象の Phishing Prone Percentage
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これまで、KnowBe4 では、ベンチマークを 3 つのフェーズ（トレーニング開始前、開始後 90 日、開始後 1 年）に分けて、分析・評価してきました。このプ
ロセスを通して、KnowBe4 では、KnowBe4 プラットフォームを使用する方法がユーザーによって異なることに注目して、ベンチマーキングの方法を調整して
きています。引き続き、これまでと同様に、フェーズ 1 では、トレーニング開始前のフィッシング攻撃テスト結果にフォーカスしていきますが、フェーズ 2 およ
びフェーズ 3 につきましては、それぞれ、トレーニング開始後 90 日以内および 1 年後からそれ以降のテスト結果を測定するように改善しました。

簡単にするために、この 3 つベンチマークフェーズを次のように呼ぶことにします。

• フェーズ1: ベースラインベンチマーキング（トレーニング開始前の事前テスト）

• フェーズ2： トレーニング開始後90日までのベンチマーキング

• フェーズ3： トレーニング開始1年後からそれ以降のベンチマーキング 

トレーニングの効果分析

セキュリティ意識向上トレーニングの効果を判定するために、KnowBe4 ではフェーズ 1 からフェーズ 3 の各フェーズにおいて次の質問への回答を集計して、
トレーニングの成果を測定しました。

フェーズ 1： トレーニングせずに模擬フィッシングメールを送信した場合の初期の PPP（フィッシング詐偽ヒット率）結果はどうでしたか？ このベース
ラインベンチマーキングによって、トレーニング前に従業員がどれくらいフィッシング攻撃被害を受けやすかったかを確認することができます。 測
定対象の個々のユーザーに対して、トレーニング前に模擬フィッシングメールを送信してこれに誤って反応したかを測定します。

フェーズ 2： トレーニングを開始し、トレーニング後に模擬フィッシング攻撃テストを受けた後の PPP（フィッシング詐偽ヒット率）結果と 90 日以内の
経緯はどうでしたか？ 最初のトレーニング後からトレーニング開始後 90 日以内の成果をこの質問で判定しています。

フェーズ 3： その後の継続的なトレーニングと模擬フィッシング攻撃テスト後の PPP（フィッシング詐偽ヒット率）結果と経緯はどうでしたか？ この質
問によって、12 月後とそれ以降の継続的なトレーニングを通してのセキュリティ意識向上スキルを測定し、模擬フィッシング攻撃テストの結果を確
認することができます。ここから、少なくともトレーニング開始 1 年後のトレーニングの成果と直近の模擬フィッシング攻撃テストの結果を時系列
に評価することができます。

1

2

3
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調査方法および統計データ

1,000人以上

250-999人

1-249人
銀行

B-to-Bサービス　

建設　

コンサルティング　

B-to-Cサービス

教育機関

電気・水道・ガス

金融サービス

官公庁

医療・介護&製薬

ホテル・観光

保険　

法務

製造

NPO

その他

流通・卸し　

テクノロジー　

運輸

 

19 業種

企業規模／組織規模（従業員数）1万7千
社

調査対象企業／
組織

400
万

調査対象ユーザー

950
万

フィッシング
攻撃テスト
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企業の危険度ランキング : 
（業界別の脆弱性ランキング）

400 万人の調査サンプルを分析した結果は、フィッシング攻撃テストを
含むセキュリティ意識向上トレーニングの必要性を感じていない、また
は投資しないことを選択した調査対象では、厳しい現実が明らかになっ
ています。Phishing Prone Percentage（PPP: フィッシング詐偽ヒット率）
の統計データ全般を見てみると、残念な結果であるが、従業員数を問
わず、すべての企業規模ですべての業種において、サイバー犯罪者の
フィッシングおよびソーシャルエンジニアリング手口を的確に認識でき
ていないと分析することができます。ベースラインベンチマーキングの
テスト結果によれば、フィッシング攻撃のトレーニングや演習を受けて
いない調査対象が、いかにフィッシング詐欺を受けやすく、セキュリティ
侵害リスクを標的になるかが明確に示されています。

すべての企業規模とすべての業種の平均の PPP （フィッシング詐偽ヒッ
ト率）は、なんと 37.9% に達しています。3 人に 1 人以上がフィッシン
グ詐欺被害を受けるという驚くべき結果になっています。業界によって
この傾向は異なるものの、的確なトレーニングを受けていない従業員
はフィッシング攻撃に対する最終の防衛ラインとしては失格であること
は歴然とした事実です。

業種別の PPP （フィッシング詐偽ヒット率）の顕著な傾向として、ほぼ
すべての業種において増加しています。特に、

• 中小規模のカテゴリーでは、昨年度の結果で高いPPPとなっていた3つの業
種（製造、流通／卸し、保険）は、今年度は上位にリストされませんでした。
今年度は、医療機関&製薬が44.7%とで最上位となり、教育機関が41.1%、
製造業が40.9%と続いています。

• 中堅規模においては、昨年度は建築業の従業員が最もフィッシング被害を
受けやすく、49.7%で最上位にランクされました。

• また 、中 堅 規 模で は 、2 つ の 新しい 業 種 がランクインしました 。 
医療・介護＆製薬が49.2%、B-to-Bサービスが43.5%と、それぞれ第2位と第
3位にランクインしました。

• 従業員1000名以上の大規模カテゴリーでは、テクノロジー企業がホテル・
観光業に代わって、なんと55.9%という脅威の数値で最上位にランクイン
しました。反面、従業員1000名以上の大規模カテゴリーでの好ましい傾向
として、ホテル・観光業は、39.2%へと大幅に低下しました。

• また、大規模カテゴリーでは、官公庁が最も低いPPPで26%、昨年の最下位
の運輸業の27.2%で、大きな改善を示しました。最下位のPPP数値を見る限
り、模擬フィッシング攻撃を現実の悪意ある攻撃と認識することができない
ユーザーが極めて多いことと分析することができます。

中小規模中小規模 中堅規模中堅規模 大規模大規模
1-249

医療・介護&製薬

教育機関

製造

建設

医療・介護&製薬

B-to-Bサービス

テクノロジー

医療・介護&製薬

製造

250-999 1,000+

44.7% 49.7% 55.9%

41.1% 49.2% 49.3%

40.9% 43.5% 46.8%

誰が危険にさらされているか？
企業規模別の上位3業種
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