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1. インシデント報告対応レポートについて 

 
一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター（以下「JPCERT/CC」）では、国内外で発生するコ

ンピュータセキュリティインシデント（以下「インシデント」）の報告を受け付けています(注 1)。本レポー

トでは、2019 年 4 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日までの間に受け付けたインシデント報告の統計および

事例について紹介します。 
 

（注 1）「コンピュータセキュリティインシデント」とは、本レポートでは、情報システムの運用におけ

るセキュリティ上の問題として捉えられる事象、コンピュータのセキュリティに関わる事件、で

きごとの全般をいいます。 

 
JPCERT/CC は、インターネット利用組織におけるインシデントの認知と対処、インシデントによる被害

拡大の抑止に貢献することを目的として活動しています。国際的な調整・支援が必要となるインシデント

については、日本における窓口組織として、国内や国外（海外の CSIRT 等）の関係機関との調整活動を

行っています。 
 
2. 四半期の統計情報 

 
本四半期のインシデント報告の数、報告されたインシデントの総数、および、報告に対応して JPCERT/CC
が行った調整の件数を［表 1］に示します（前四半期より制御システム関連のインシデント報告関連件数

の集計方法を変更しています）。 
 

［表 1：インシデント報告関連件数］ 

  4 月 5 月 6 月 合計 
前四半期 

合計 

報告件数 （注 2） 1,274  1,299  1,257  3,830   4,433  

インシデント件数（注 3） 1,411  1,493  1,309  4,213  4,972  

調整件数（注 4） 902  943  960  2,805  2,916  

 

（注 2）「報告件数」は、報告者から寄せられた Web フォーム、メール、FAX による報告の総数を示し 

ます。 

（注 3）「インシデント件数」は、各報告に含まれるインシデント件数の合計を示します。1 つのイン 

シデントに関して複数件の報告が寄せられた場合にも、1 件として扱います。 

（注 4）「調整件数」は、インシデントの拡大防止のため、サイトの管理者等に対し、現状の調査と問題解

決のための対応を依頼した件数を示します。 

 

本四半期に寄せられた報告件数は、3,830 件でした。このうち、JPCERT/CC が国内外の関連するサイト

との調整を行った件数は 2,805 件でした。前四半期と比較して、報告件数は 14%減少し、調整件数は 4%
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減少しました。また、前年同期と比較すると、報告数は 0.4%増加し、調整件数は 32%増加しました。 
 
［図 1］と［図 2］に報告件数および調整件数の月別推移を示します。 

 

   

［図 1：インシデント報告件数の推移］ 
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 ［図 2：インシデント調整件数の推移］ 

 
 
JPCERT/CC では、報告を受けたインシデントをカテゴリ別に分類し、各インシデントカテゴリに応じた

調整、対応を実施しています。各インシデントの定義については、「付録-1. インシデントの分類」を参照

してください。本四半期の報告に含まれる各カテゴリのインシデント件数を［表 2］に示します。 
 

 ［表 2：カテゴリ別インシデント件数］ 

インシデント 4 月 5 月 6 月 合計 
前四半期 

合計 

フィッシングサイト 614  703  630  1,947  1,753  
Web サイト改ざん 77  110  69  256  229  
マルウエアサイト 42  195  55  292  136  
スキャン 501  304  411  1,216  2,165  
DoS/DDoS 2  2  6  10  13  
制御システム関連 0  0  0  0  0  
標的型攻撃 1  0  0  1  6  
その他 174  179  138  491  670  

 
 
本四半期に発生したインシデントにおける各カテゴリの割合は、［図 3］のとおりです。フィッシングサ

イトに分類されるインシデントが 46.2%、スキャンに分類される、システムの弱点を探索するインシデ

ントが 28.9%を占めています。 



 

6 
 

 
［図 3：インシデントのカテゴリ別割合］ 

 
 
［図 4］から［図 7］に、フィッシングサイト、Web サイト改ざん、マルウエアサイト、スキャンのイ

ンシデントの月別推移を示します。 
 

 

［図 4：フィッシングサイト件数の推移］  
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［図 5：Web サイト改ざん件数の推移］ 
 
 

 
［図 6：マルウエアサイト件数の推移］ 
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［図 7：スキャン件数の推移］ 

 
 

［図 8］にインシデントのカテゴリごとの件数および調整・対応状況を示します。 
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インシデント件数 報告件数 調整件数
4,213 件 3,830 件 2,805 件

フィッシングサイト 通知を行った件数 国内への通知 対応日数（営業日） 通知不要

1,947 件 1,077 件 41% 0～3日 65% 870 件
- サイトの稼働を確認 4～7日 16% - サイトを確認できない

海外への通知 8～10日 4%
59% 11日以上 15%

Web サイト改ざん 通知を行った件数 国内への通知 対応日数（営業日） 通知不要

256 件 176 件 88% 0～3日 15% 80 件
- サイトの改ざんを確認 4～7日 27% - サイトを確認できない
- 脅威度が高い 海外への通知 8～10日 18% - 当事者へ連絡が届いている

12% 11日以上 40% - 情報提供である
- 脅威度が低い

マルウエアサイト 通知を行った件数 国内への通知 対応日数（営業日） 通知不要

292 件 180 件 65% 0～3日 28% 112 件
- サイトの稼働を確認 4～7日 27% - サイトを確認できない
- 脅威度が高い 海外への通知 8～10日 9% - 当事者へ連絡が届いている

35% 11日以上 36% - 情報提供である
- 脅威度が低い

スキャン 通知を行った件数 国内への通知 通知不要

1,216 件 269 件 69% 947 件
- 詳細なログがある - ログに十分な情報がない
- 連絡を希望されている 海外への通知 - 当事者へ連絡が届いている

31% - 情報提供である

DoS/DDoS 通知を行った件数 国内への通知 通知不要

10 件 7 件 86% 3 件
- 詳細なログがある - ログに十分な情報がない
- 連絡を希望されている 海外への通知 - 当事者へ連絡が届いている

14% - 情報提供である

制御システム関連 通知を行った件数 国内への通知 通知不要

0 件 0 件 - 0 件

海外への通知
-

標的型攻撃 通知を行った件数 国内への通知 通知不要

1 件 0 件 - 1 件
- 攻撃の被害を確認した - 十分な情報がない
- 攻撃に使われたインフラ海外への通知 - 現状では脅威がない
　を確認した -

その他 通知を行った件数 国内への通知 通知不要

491 件 161 件 71% 330 件
-脅威度が高い - 当事者へ連絡が届いている
-連絡を希望されている 海外への通知 - 情報提供である

29% - 脅威度が低い

 
［図 8：インシデントのカテゴリごとの件数と調整・対応状況］ 
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3. インシデントの傾向 

3.1. フィッシングサイトの傾向 
 
本四半期に報告が寄せられたフィッシングサイトの件数は 1,947 件で、前四半期の 1,753 件から 11%増

加しました。また、前年度同期（1,214 件）との比較では、60%の増加となりました。 
 
本四半期は、国内のブランドを装ったフィッシングサイトの件数が 378 件となり、前四半期の 258 件か

ら 47%増加しました。また、国外のブランドを装ったフィッシングサイトの件数は 1,255 件となり、前

四半期の 1,198 件から 5%増加しました。本四半期のフィッシングサイトが装ったブランドの国内・国外

別の内訳を［表 3］、国内・国外ブランドの業界別の内訳を［図 9］に示します。 
 

 ［表 3：フィッシングサイト件数の国内・国外ブランド別内訳］ 

フィッシングサイト 4 月 5 月 6 月 
本四半期合計 

(割合) 

国内ブランド 90  128  160  378(19%)  
国外ブランド 444  467  344  1,255(64%)  
ブランド不明（注 5） 80  108  126  314(16%)  
全ブランド合計 614  703  630  1,947(100%)  

 

（注 5）「ブランド不明」は、報告されたフィッシングサイトが確認時に停止していた等の理由により、 

ブランドを確認することができなかったサイトの件数を示します。 

 

 
［図 9：フィッシングサイトのブランド種別割合（国内・国外別）］ 
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JPCERT/CC が報告を受けたフィッシングサイトの内訳では、国外ブランドでは E コマースサイトを装

ったものが 79.1%、国内ブランドでは通信事業者のサイトを装ったものが 39.9%で最多でした。 
 
国外ブランドを騙るフィッシングサイトにおいては、E コマースサイトを装ったフィッシングサイトが

依然として多く、特定の国外ブランドのフィッシングサイトが全体の半数近く占めています。 
 
国内ブランドのフィッシングサイトに関しては前四半期に引き続き通信事業者を装ったフィッシングサ

イトの報告が多く寄せられています。また、金融機関を騙るフィッシングサイトも多数確認しています。 
 
金融機関を装ったフィッシングサイトについては半数近くが https に対応しておりブランド名や対象の

ブランドに関連するワード（card, account, member, update）をハイフンで繋げた以下のようなドメイン

がよく使用されていました。また、.jp ドメインが悪用されているものもありました。 
 
 
https://<ブランド名>-card-member.jp/ 

 
 
また、一部のブランドを対象にしたフィッシングサイトに毎日異なるドメインでサイトが立ち上がりな

がら半日足らずで停止することを繰り返すものもありました。 
 
その他にも特定のソーシャルゲームのサイトを装い、携帯電話番号やパスワードを入力させようとする

ものや特定のレンタルサーバーのコントロールパネルやWebメールのログイン画面を装ったフィッシン

グサイトの報告もありました。 
 
フィッシングサイトの調整先の割合は、国内が 41%、国外が 59%であり、前四半期（国内が 21%、国外

が 79%）と比べて国内への通知の割合が増加しました。 
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3.2. Web サイト改ざんの傾向 
 

本四半期に報告が寄せられた Web サイト改ざんの件数は、256 件でした。前四半期の 229 件から 12%増

加しています。 
 
本四半期は、難読化された JavaScript の前後を“codes_iframe”というコメントタグで囲んだものが埋

め込まれたサイトに関する報告が複数寄せられました。埋め込まれたスクリプトを［図 10］に示します。 
 

 
［図 10：コメントタグで囲われた JavaScript] 

 
 
このスクリプトが埋め込まれた Web ページにアクセスすると、オランダの IP アドレスを経由し、最終

的にアダルトサイトなどに誘導されることを確認しました。改ざんされたサイトではいずれも

WordPress を使用しており、脆弱性を悪用した攻撃などが原因と考えられます。 
 
また 5 月頃、国内の E コマースサイトにクレジットカード情報を窃取する JavaScript が設置されている

という報告が寄せられました。当該サイトを確認したところ、他のサイトからスクリプトを読み込むため

のタグが埋め込まれていました。読み込まれるスクリプトは、E コマースプラットフォーム Magento を

使用している Web サイトのクレジットカード情報を入力するフォームを想定して作られており、フォー

ムに入力された情報を抽出して送信するものでした。スクリプトの一部を［図 11］に示します。 
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［図 11：E コマースサイトから読み込まれたスクリプトの一部］ 
 

 

3.3. 標的型攻撃の傾向 
 

標的型攻撃に分類されるインシデントの件数は、1 件でした。前四半期の 6 件から 83%減少しています。

本四半期に対応を依頼した組織はありませんでした。次に、確認されたインシデントを紹介します。 
 

(1) 不正なショートカットファイルをダウンロードさせようとする標的型攻撃 
2019 年 4 月から 5 月にかけて、不正なショートカットファイルをダウンロードさせようとする標的

型攻撃メールの報告が寄せられました。これらの標的型攻撃メールにはリンクが記載されており、ク

リックするとファイル共有サービスの Web ページへと誘導されます。ファイル共有サービス上には

ショートカットファイルがアップロードされており、ダウンロードして実行するとショートカットフ

ァイル内に含まれるマルウエアが感染します。 
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［図 12：ショートカットファイルからダウンローダーが感染するまでの流れ］ 
 
 

(2) マルウエア TSCookie を用いた標的型攻撃 
TSCookie を利用した攻撃を 2019 年 5 月にも観測しました。ただ、これまで確認していた TSCookie
とは異なり、設定情報を読み込むバグが修正されているものでした。通信等についてはこれまでに確

認しているものと同様に 80/TCP、443/TCP に HTTP で C&C サーバと通信する特徴がみられました。 
 

3.4. その他のインシデントの傾向 
 
本四半期に報告が寄せられたマルウエアサイトの件数は、292 件でした。前四半期の 136 件から 115%増

加しています。 
 
本四半期に報告が寄せられたスキャンの件数は、1,216 件でした。前四半期の 2,165 件から 44%減少し

ています。スキャンの対象となったポートの内訳を［表 4］に示します。頻繁にスキャンの対象となった

ポートは、SSH（22/TCP））、HTTP（80/TCP）、SMTP（25/TCP）でした。 
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［表 4：ポート別のスキャン件数］ 

ポート 4 月 5 月 6 月 合計 

22/tcp 204 127 200 531 
80/tcp 109 74 47 230 
25/tcp 71 54 94 219 

445/tcp 48 2 18 68 
443/tcp 5 14 32 51 
21/tcp 13 18 2 33 
23/tcp 8 14 7 29 

2222/tcp 21 4 4 29 
7001/tcp 0 5 11 16 
222/tcp 16 0 0 16 

62223/tcp 0 3 12 15 
7443/tcp 0 0 14 14 
22222/tcp 13 0 0 13 
8010/tcp 0 0 11 11 
6379/tcp 0 0 11 11 
5555/tcp 3 3 5 11 
8008/tcp 0 0 10 10 
8088/tcp 0 0 9 9 

52869/tcp 5 3 1 9 
143/tcp 0 1 8 9 
その他 22 9 121 152 
月別合計 538 331 617 1486 

 
その他に分類されるインシデントの件数は、491 件でした。前四半期の 670 件から 27%減少しています。  
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4. インシデント対応事例 
 

本四半期に行った対応の例を紹介します。 
 
(1) 国内の Web サイトを改ざんすることによるマルウエア「Emotet」の配布 

本四半期では国内の Web サイトが改ざんされ、マルウエア「Emotet」の配布に利用される事例の報

告が多く寄せられました。改ざんされた Web サイトは、マルウエア「Emotet」を配布するためのイ

ンフラにされ、スパムメールの添付ファイルを実行、または、スパムメール内に含まれるリンクをク

リックしてアクセスしてきたユーザにマルウエアをダウンロードしたと考えられます。 
 

 

［図 13：改ざんした国内 Web サイトを用いたマルウエア「Emotet」の配布］ 
 
 

JPCERT/CC では、改ざんされた Web サイトを調査し、管理者へ適切に対応するように依頼しまし

た。 
 

(2) Confluence Server および Confluence Data Center の脆弱性(CVE-2019-3395(1)、CVE-2019-3396(2))
を悪用した Web サーバへの不正アクセス 
Confluence Server および Confluence Data Center の脆弱性(CVE-2019-3395、CVE-2019-3396)を
悪用した Web サーバへの不正アクセスに関する報告が寄せられました。この攻撃を受けたサーバは

外部のサーバから攻撃コードをダウンロードし、実行させられます。実行させられる攻撃コードには、

SSH に対するブルートフォース攻撃や仮想通貨のマイニングを行うコードが確認されています。 
JPCERT/CC は、攻撃元となった IP アドレスの管理者並びに当該国の National CSIRT に適切に対応

を行うよう依頼しました。また、当該脆弱性に関する注意喚起(3)を発行しました。 
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https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2019/JVNDB-2019-002815.html
https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2019/JVNDB-2019-002816.html
https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190018.html
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JPCERT/CC からのお願い 
 
JPCERT/CC では、インシデントの発生状況や傾向を把握し、状況に応じて、攻撃元や情報送信先等に対

する停止・閉鎖を目的とした調整や、利用者向けの注意喚起等の発行により対策実施の必要性の周知を図

る活動を通じて、インシデント被害の拡大・再発防止を目指しています。 
 
今後とも JPCERT/CC への情報提供にご協力をお願いします。なお、インシデントの報告方法について

は、次の Web ページをご参照ください。 
 
インシデントの報告 
https://www.jpcert.or.jp/form/ 

 
インシデントの報告（Web フォーム） 
https://form.jpcert.or.jp/ 
 
制御システムインシデントの報告 
https://www.jpcert.or.jp/ics/ics-form.html 

 
制御システムインシデントの報告（Web フォーム） 
https://form.jpcert.or.jp/ics.html 

 
報告の暗号化を希望される場合は、JPCERT/CC の PGP 公開鍵をご使用ください。次の Web ページか

ら入手することができます。 
 
公開鍵 
https://www.jpcert.or.jp/keys/info-0x69ECE048.asc 

 
PGP Fingerprint： 
FC89 53BB DC65 BD97 4BDA D1BD 317D 97A4 69EC E048 

 

JPCERT/CC では、発行する情報を迅速にお届けするためのメーリングリストを開設しています。利用を

ご希望の方は、次の情報をご参照ください。 

 

メーリングリストについて 
https://www.jpcert.or.jp/announce.html 

 

  

https://www.jpcert.or.jp/form/
https://form.jpcert.or.jp/
https://www.jpcert.or.jp/ics/ics-form.html
https://form.jpcert.or.jp/ics.html
https://www.jpcert.or.jp/keys/info-0x69ECE048.asc
https://www.jpcert.or.jp/announce.html
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付録-1. インシデントの分類 
 
JPCERT/CC では寄せられた報告に含まれるインシデントを、次の定義に従って分類しています。 
 

○ フィッシングサイト 

「フィッシングサイト」とは、銀行やオークション等のサービス事業者の正規サイトを装い、利用者の

ID やパスワード、クレジットカード番号等の情報をだまし取る「フィッシング詐欺」に使用されるサイ

トを指します。 

 

JPCERT/CC では、以下を「フィッシングサイト」に分類しています。 

 金融機関やクレジットカード会社等のサイトに似せた Web サイト 

 フィッシングサイトに誘導するために設置された Web サイト 

 

 

○ Web サイト改ざん 

「Web サイト改ざん」とは、攻撃者もしくはマルウエアによって、Web サイトのコンテンツが書き換

えられた（管理者が意図したものではないスクリプトの埋め込みを含む）サイトを指します。 

 

JPCERT/CC では、以下を「Web サイト改ざん」に分類しています。 

 攻撃者やマルウエア等により悪意のあるスクリプトや iframe 等が埋め込まれたサイト 

 SQL インジェクション攻撃により情報が改ざんされたサイト 

 

 

○ マルウエアサイト 
「マルウエアサイト」とは、閲覧することで PC がマルウエアに感染してしまう攻撃用サイトや、攻撃

に使用するマルウエアを公開しているサイトを指します。 

 

JPCERT/CC では、以下を「マルウエアサイト」に分類しています。 

 閲覧者の PC をマルウエアに感染させようとするサイト 

 攻撃者によりマルウエアが公開されているサイト 
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○ スキャン 

「スキャン」とは、サーバや PC 等の攻撃対象となるシステムの存在確認やシステムに不正に侵入する

ための弱点（セキュリティホール等）探索を行うために、攻撃者によって行われるアクセス(システムへ

の影響がないもの)を指します。また、マルウエア等による感染活動も含まれます。 

 

JPCERT/CC では、以下を「スキャン」と分類しています。 

 弱点探索（プログラムのバージョンやサービスの稼働状況の確認等） 

 侵入行為の試み（未遂に終わったもの） 

 マルウエア（ウイルス、ボット、ワーム等）による感染の試み（未遂に終わったもの） 

 ssh,ftp,telnet 等に対するブルートフォース攻撃（未遂に終わったもの） 

 

 

○ DoS/DDoS 

「DoS/DDoS」とは、ネットワーク上に配置されたサーバや PC、ネットワークを構成する機器や回線等

のネットワークリソースに対して、サービスを提供できないようにする攻撃を指します。 

 

JPCERT/CC では、以下を「DoS/DDoS」と分類しています。 

 大量の通信等により、ネットワークリソースを枯渇させる攻撃 

 大量のアクセスによるサーバプログラムの応答の低下、もしくは停止 

 大量のメール（エラーメール、SPAM メール等）を受信させることによるサービス妨害 

 

 

○ 制御システム関連インシデント 

「制御システム関連インシデント」とは、制御システムや各種プラントが関連するインシデントを指し

ます。 

 

JPCERT/CC では、以下を「制御システム関連インシデント」と分類しています。 

 インターネット経由で攻撃が可能な制御システム 

 制御システムを対象としたマルウエアが通信を行うサーバ 

 制御システムに動作異常等を発生させる攻撃 
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○ 標的型攻撃 

「標的型攻撃」とは、特定の組織、企業、業種などを標的として、マルウエア感染や情報の窃取などを

試みる攻撃を指します。 

 

JPCERT/CC では、以下を「標的型攻撃」と分類しています。 

 特定の組織に送付された、マルウエアが添付されたなりすましメール 

 閲覧する組織が限定的である Web サイトの改ざん 

 閲覧する組織が限定的である Web サイトになりすまし、マルウエアに感染させようとする 

サイト 

 特定の組織を標的としたマルウエアが通信を行うサーバ 

 

 

○ その他 

「その他」とは、上記以外のインシデントを指します。 

 

JPCERT/CC が「その他」に分類しているものの例を次に掲げます。 

 脆弱性等を突いたシステムへの不正侵入 

 ssh、ftp、telnet 等に対するブルートフォース攻撃の成功による不正侵入 

 キーロガー機能を持つマルウエアによる情報の窃取 

 マルウエア（ウイルス、ボット、ワーム等）の感染 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本文書を引用、転載する際には JPCERT/CC 広報 (pr@jpcert.or.jp) まで確認のご連絡をお

願いします。最新情報については JPCERT/CC の Web サイトを参照してください。 
 

JPCERT コーディネーションセンター(JPCERT/CC) 
https://www.jpcert.or.jp/ 

 

本活動は、経済産業省より委託を受け、「平成３１年度サイバー攻撃等国際連携対応調整事 
業」として実施したものです。 

mailto:pr@jpcert.or.jp
https://www.jpcert.or.jp/
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1. インシデント報告対応レポートについて



一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター（以下「JPCERT/CC」）では、国内外で発生するコンピュータセキュリティインシデント（以下「インシデント」）の報告を受け付けています(注1)。本レポートでは、2019年4月1日から2019年6月30日までの間に受け付けたインシデント報告の統計および事例について紹介します。



（注1）「コンピュータセキュリティインシデント」とは、本レポートでは、情報システムの運用におけるセキュリティ上の問題として捉えられる事象、コンピュータのセキュリティに関わる事件、できごとの全般をいいます。



JPCERT/CCは、インターネット利用組織におけるインシデントの認知と対処、インシデントによる被害拡大の抑止に貢献することを目的として活動しています。国際的な調整・支援が必要となるインシデントについては、日本における窓口組織として、国内や国外（海外のCSIRT等）の関係機関との調整活動を行っています。



2. 四半期の統計情報



本四半期のインシデント報告の数、報告されたインシデントの総数、および、報告に対応してJPCERT/CCが行った調整の件数を［表 1］に示します（前四半期より制御システム関連のインシデント報告関連件数の集計方法を変更しています）。



［表 1：インシデント報告関連件数］

		　

		4月

		5月

		6月

		合計

		前四半期
合計



		報告件数 （注2）

		1,274 

		1,299 

		1,257 

		3,830  

		4,433 



		インシデント件数（注3）

		1,411 

		1,493 

		1,309 

		4,213 

		4,972 



		調整件数（注4）

		902 

		943 

		960 

		2,805 

		2,916 







（注2）「報告件数」は、報告者から寄せられたWebフォーム、メール、FAXによる報告の総数を示し

ます。

（注3）「インシデント件数」は、各報告に含まれるインシデント件数の合計を示します。1つのイン

シデントに関して複数件の報告が寄せられた場合にも、1件として扱います。

（注4）「調整件数」は、インシデントの拡大防止のため、サイトの管理者等に対し、現状の調査と問題解決のための対応を依頼した件数を示します。



本四半期に寄せられた報告件数は、3,830件でした。このうち、JPCERT/CCが国内外の関連するサイトとの調整を行った件数は2,805件でした。前四半期と比較して、報告件数は14%減少し、調整件数は4%減少しました。また、前年同期と比較すると、報告数は0.4%増加し、調整件数は32%増加しました。



［図 1］と［図 2］に報告件数および調整件数の月別推移を示します。



  

［図 1：インシデント報告件数の推移］




 

 ［図 2：インシデント調整件数の推移］





JPCERT/CCでは、報告を受けたインシデントをカテゴリ別に分類し、各インシデントカテゴリに応じた調整、対応を実施しています。各インシデントの定義については、「付録-1. インシデントの分類」を参照してください。本四半期の報告に含まれる各カテゴリのインシデント件数を［表 2］に示します。



 ［表 2：カテゴリ別インシデント件数］

		インシデント

		4月

		5月

		6月

		合計

		前四半期
合計



		フィッシングサイト

		614 

		703 

		630 

		1,947 

		1,753 



		Webサイト改ざん

		77 

		110 

		69 

		256 

		229 



		マルウエアサイト

		42 

		195 

		55 

		292 

		136 



		スキャン

		501 

		304 

		411 

		1,216 

		2,165 



		DoS/DDoS

		2 

		2 

		6 

		10 

		13 



		制御システム関連

		0 

		0 

		0 

		0 

		0 



		標的型攻撃

		1 

		0 

		0 

		1 

		6 



		その他

		174 

		179 

		138 

		491 

		670 









本四半期に発生したインシデントにおける各カテゴリの割合は、［図 3］のとおりです。フィッシングサイトに分類されるインシデントが46.2%、スキャンに分類される、システムの弱点を探索するインシデントが28.9%を占めています。



［図 3：インシデントのカテゴリ別割合］





［図 4］から［図 7］に、フィッシングサイト、Webサイト改ざん、マルウエアサイト、スキャンのインシデントの月別推移を示します。





［図 4：フィッシングサイト件数の推移］ 



［図 5：Webサイト改ざん件数の推移］







［図 6：マルウエアサイト件数の推移］



  



［図 7：スキャン件数の推移］





［図 8］にインシデントのカテゴリごとの件数および調整・対応状況を示します。








［図 8：インシデントのカテゴリごとの件数と調整・対応状況］

3. 
インシデントの傾向

1. 

2. 

3. 

3.1. フィッシングサイトの傾向



本四半期に報告が寄せられたフィッシングサイトの件数は1,947件で、前四半期の1,753件から11%増加しました。また、前年度同期（1,214件）との比較では、60%の増加となりました。



本四半期は、国内のブランドを装ったフィッシングサイトの件数が378件となり、前四半期の258件から47%増加しました。また、国外のブランドを装ったフィッシングサイトの件数は1,255件となり、前四半期の1,198件から5%増加しました。本四半期のフィッシングサイトが装ったブランドの国内・国外別の内訳を［表 3］、国内・国外ブランドの業界別の内訳を［図 9］に示します。



 ［表 3：フィッシングサイト件数の国内・国外ブランド別内訳］

		フィッシングサイト

		4月

		5月

		6月

		本四半期合計
(割合)



		国内ブランド

		90 

		128 

		160 

		378(19%) 



		国外ブランド

		444 

		467 

		344 

		1,255(64%) 



		ブランド不明（注5）

		80 

		108 

		126 

		314(16%) 



		全ブランド合計

		614 

		703 

		630 

		1,947(100%) 







（注5）「ブランド不明」は、報告されたフィッシングサイトが確認時に停止していた等の理由により、

ブランドを確認することができなかったサイトの件数を示します。





［図 9：フィッシングサイトのブランド種別割合（国内・国外別）］





JPCERT/CCが報告を受けたフィッシングサイトの内訳では、国外ブランドではEコマースサイトを装ったものが79.1%、国内ブランドでは通信事業者のサイトを装ったものが39.9%で最多でした。



国外ブランドを騙るフィッシングサイトにおいては、Eコマースサイトを装ったフィッシングサイトが依然として多く、特定の国外ブランドのフィッシングサイトが全体の半数近く占めています。



国内ブランドのフィッシングサイトに関しては前四半期に引き続き通信事業者を装ったフィッシングサイトの報告が多く寄せられています。また、金融機関を騙るフィッシングサイトも多数確認しています。



金融機関を装ったフィッシングサイトについては半数近くがhttpsに対応しておりブランド名や対象のブランドに関連するワード（card, account, member, update）をハイフンで繋げた以下のようなドメインがよく使用されていました。また、.jpドメインが悪用されているものもありました。





https://<ブランド名>-card-member.jp/





また、一部のブランドを対象にしたフィッシングサイトに毎日異なるドメインでサイトが立ち上がりながら半日足らずで停止することを繰り返すものもありました。



その他にも特定のソーシャルゲームのサイトを装い、携帯電話番号やパスワードを入力させようとするものや特定のレンタルサーバーのコントロールパネルやWebメールのログイン画面を装ったフィッシングサイトの報告もありました。



フィッシングサイトの調整先の割合は、国内が41%、国外が59%であり、前四半期（国内が21%、国外が79%）と比べて国内への通知の割合が増加しました。




3.2. Webサイト改ざんの傾向



本四半期に報告が寄せられたWebサイト改ざんの件数は、256件でした。前四半期の229件から12%増加しています。



本四半期は、難読化されたJavaScriptの前後を“codes_iframe”というコメントタグで囲んだものが埋め込まれたサイトに関する報告が複数寄せられました。埋め込まれたスクリプトを［図 10］に示します。





［図 10：コメントタグで囲われたJavaScript]





このスクリプトが埋め込まれたWebページにアクセスすると、オランダのIPアドレスを経由し、最終的にアダルトサイトなどに誘導されることを確認しました。改ざんされたサイトではいずれもWordPressを使用しており、脆弱性を悪用した攻撃などが原因と考えられます。



また5月頃、国内のEコマースサイトにクレジットカード情報を窃取するJavaScriptが設置されているという報告が寄せられました。当該サイトを確認したところ、他のサイトからスクリプトを読み込むためのタグが埋め込まれていました。読み込まれるスクリプトは、EコマースプラットフォームMagentoを使用しているWebサイトのクレジットカード情報を入力するフォームを想定して作られており、フォームに入力された情報を抽出して送信するものでした。スクリプトの一部を［図 11］に示します。





［図 11：Eコマースサイトから読み込まれたスクリプトの一部］





3.3. 標的型攻撃の傾向



標的型攻撃に分類されるインシデントの件数は、1件でした。前四半期の6件から83%減少しています。本四半期に対応を依頼した組織はありませんでした。次に、確認されたインシデントを紹介します。



1. 不正なショートカットファイルをダウンロードさせようとする標的型攻撃

2019年4月から5月にかけて、不正なショートカットファイルをダウンロードさせようとする標的型攻撃メールの報告が寄せられました。これらの標的型攻撃メールにはリンクが記載されており、クリックするとファイル共有サービスのWebページへと誘導されます。ファイル共有サービス上にはショートカットファイルがアップロードされており、ダウンロードして実行するとショートカットファイル内に含まれるマルウエアが感染します。



［図 12：ショートカットファイルからダウンローダーが感染するまでの流れ］





1. マルウエアTSCookieを用いた標的型攻撃

TSCookieを利用した攻撃を2019年5月にも観測しました。ただ、これまで確認していたTSCookieとは異なり、設定情報を読み込むバグが修正されているものでした。通信等についてはこれまでに確認しているものと同様に80/TCP、443/TCPにHTTPでC&Cサーバと通信する特徴がみられました。



3.4. その他のインシデントの傾向



本四半期に報告が寄せられたマルウエアサイトの件数は、292件でした。前四半期の136件から115%増加しています。



本四半期に報告が寄せられたスキャンの件数は、1,216件でした。前四半期の2,165件から44%減少しています。スキャンの対象となったポートの内訳を［表 4］に示します。頻繁にスキャンの対象となったポートは、SSH（22/TCP））、HTTP（80/TCP）、SMTP（25/TCP）でした。






［表 4：ポート別のスキャン件数］

		ポート

		4月

		5月

		6月

		合計



		22/tcp

		204

		127

		200

		531



		80/tcp

		109

		74

		47

		230



		25/tcp

		71

		54

		94

		219



		445/tcp

		48

		2

		18

		68



		443/tcp

		5

		14

		32

		51



		21/tcp

		13

		18

		2

		33



		23/tcp

		8

		14

		7

		29



		2222/tcp

		21

		4

		4

		29



		7001/tcp

		0

		5

		11

		16



		222/tcp

		16

		0

		0

		16



		62223/tcp

		0

		3

		12

		15



		7443/tcp

		0

		0

		14

		14



		22222/tcp

		13

		0

		0

		13



		8010/tcp

		0

		0

		11

		11



		6379/tcp

		0

		0

		11

		11



		5555/tcp

		3

		3

		5

		11



		8008/tcp

		0

		0

		10

		10



		8088/tcp

		0

		0

		9

		9



		52869/tcp

		5

		3

		1

		9



		143/tcp

		0

		1

		8

		9



		その他

		22

		9

		121

		152



		月別合計

		538

		331

		617

		1486







その他に分類されるインシデントの件数は、491件でした。前四半期の670件から27%減少しています。


4. インシデント対応事例



本四半期に行った対応の例を紹介します。



1. 国内のWebサイトを改ざんすることによるマルウエア「Emotet」の配布

本四半期では国内のWebサイトが改ざんされ、マルウエア「Emotet」の配布に利用される事例の報告が多く寄せられました。改ざんされたWebサイトは、マルウエア「Emotet」を配布するためのインフラにされ、スパムメールの添付ファイルを実行、または、スパムメール内に含まれるリンクをクリックしてアクセスしてきたユーザにマルウエアをダウンロードしたと考えられます。





［図 13：改ざんした国内Webサイトを用いたマルウエア「Emotet」の配布］





JPCERT/CCでは、改ざんされたWebサイトを調査し、管理者へ適切に対応するように依頼しました。



1. Confluence Server および Confluence Data Centerの脆弱性(CVE-2019-3395(1)、CVE-2019-3396(2))を悪用したWebサーバへの不正アクセス

Confluence Server および Confluence Data Centerの脆弱性(CVE-2019-3395、CVE-2019-3396)を悪用したWebサーバへの不正アクセスに関する報告が寄せられました。この攻撃を受けたサーバは外部のサーバから攻撃コードをダウンロードし、実行させられます。実行させられる攻撃コードには、SSHに対するブルートフォース攻撃や仮想通貨のマイニングを行うコードが確認されています。

JPCERT/CCは、攻撃元となったIPアドレスの管理者並びに当該国のNational CSIRTに適切に対応を行うよう依頼しました。また、当該脆弱性に関する注意喚起(3)を発行しました。






5. 参考文献



(1) JVN iPedia｜Atlassian Confluence Server および Data Center におけるサーバサイドのリクエストフォージェリの脆弱性

https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2019/JVNDB-2019-002815.html



(2) JVN iPedia｜Atlassian Confluence Server におけるパストラバーサルの脆弱性
https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2019/JVNDB-2019-002816.html



(3) JPCERT/CC｜Confluence Server および Confluence Data Center における複数の脆弱性に関する注意喚起

   https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190018.html








JPCERT/CCからのお願い



JPCERT/CCでは、インシデントの発生状況や傾向を把握し、状況に応じて、攻撃元や情報送信先等に対する停止・閉鎖を目的とした調整や、利用者向けの注意喚起等の発行により対策実施の必要性の周知を図る活動を通じて、インシデント被害の拡大・再発防止を目指しています。



今後ともJPCERT/CCへの情報提供にご協力をお願いします。なお、インシデントの報告方法については、次のWebページをご参照ください。



インシデントの報告

https://www.jpcert.or.jp/form/



インシデントの報告（Webフォーム）

https://form.jpcert.or.jp/



制御システムインシデントの報告

https://www.jpcert.or.jp/ics/ics-form.html



制御システムインシデントの報告（Webフォーム）

https://form.jpcert.or.jp/ics.html



報告の暗号化を希望される場合は、JPCERT/CCのPGP公開鍵をご使用ください。次のWebページから入手することができます。



公開鍵

https://www.jpcert.or.jp/keys/info-0x69ECE048.asc



PGP Fingerprint：

FC89 53BB DC65 BD97 4BDA D1BD 317D 97A4 69EC E048



JPCERT/CCでは、発行する情報を迅速にお届けするためのメーリングリストを開設しています。利用をご希望の方は、次の情報をご参照ください。



メーリングリストについて

https://www.jpcert.or.jp/announce.html






付録-1. インシデントの分類



JPCERT/CCでは寄せられた報告に含まれるインシデントを、次の定義に従って分類しています。



		· フィッシングサイト



		「フィッシングサイト」とは、銀行やオークション等のサービス事業者の正規サイトを装い、利用者のIDやパスワード、クレジットカード番号等の情報をだまし取る「フィッシング詐欺」に使用されるサイトを指します。



JPCERT/CCでは、以下を「フィッシングサイト」に分類しています。

· 金融機関やクレジットカード会社等のサイトに似せたWebサイト

· フィッシングサイトに誘導するために設置されたWebサイト









		· Web サイト改ざん



		「Webサイト改ざん」とは、攻撃者もしくはマルウエアによって、Webサイトのコンテンツが書き換えられた（管理者が意図したものではないスクリプトの埋め込みを含む）サイトを指します。



JPCERT/CCでは、以下を「Webサイト改ざん」に分類しています。

· 攻撃者やマルウエア等により悪意のあるスクリプトやiframe等が埋め込まれたサイト

· SQLインジェクション攻撃により情報が改ざんされたサイト









		· マルウエアサイト



		「マルウエアサイト」とは、閲覧することでPCがマルウエアに感染してしまう攻撃用サイトや、攻撃に使用するマルウエアを公開しているサイトを指します。



JPCERT/CCでは、以下を「マルウエアサイト」に分類しています。

· 閲覧者のPCをマルウエアに感染させようとするサイト

· 攻撃者によりマルウエアが公開されているサイト





















		· スキャン



		「スキャン」とは、サーバやPC等の攻撃対象となるシステムの存在確認やシステムに不正に侵入するための弱点（セキュリティホール等）探索を行うために、攻撃者によって行われるアクセス(システムへの影響がないもの)を指します。また、マルウエア等による感染活動も含まれます。



JPCERT/CCでは、以下を「スキャン」と分類しています。

· 弱点探索（プログラムのバージョンやサービスの稼働状況の確認等）

· 侵入行為の試み（未遂に終わったもの）

· マルウエア（ウイルス、ボット、ワーム等）による感染の試み（未遂に終わったもの）

· ssh,ftp,telnet等に対するブルートフォース攻撃（未遂に終わったもの）









		· DoS/DDoS



		「DoS/DDoS」とは、ネットワーク上に配置されたサーバやPC、ネットワークを構成する機器や回線等のネットワークリソースに対して、サービスを提供できないようにする攻撃を指します。



JPCERT/CCでは、以下を「DoS/DDoS」と分類しています。

· 大量の通信等により、ネットワークリソースを枯渇させる攻撃

· 大量のアクセスによるサーバプログラムの応答の低下、もしくは停止

· 大量のメール（エラーメール、SPAMメール等）を受信させることによるサービス妨害









		· 制御システム関連インシデント



		「制御システム関連インシデント」とは、制御システムや各種プラントが関連するインシデントを指します。



JPCERT/CCでは、以下を「制御システム関連インシデント」と分類しています。

· インターネット経由で攻撃が可能な制御システム

· 制御システムを対象としたマルウエアが通信を行うサーバ

· 制御システムに動作異常等を発生させる攻撃












		· 標的型攻撃



		「標的型攻撃」とは、特定の組織、企業、業種などを標的として、マルウエア感染や情報の窃取などを試みる攻撃を指します。



JPCERT/CCでは、以下を「標的型攻撃」と分類しています。

· 特定の組織に送付された、マルウエアが添付されたなりすましメール

· 閲覧する組織が限定的であるWebサイトの改ざん

· 閲覧する組織が限定的であるWebサイトになりすまし、マルウエアに感染させようとする
サイト

· 特定の組織を標的としたマルウエアが通信を行うサーバ









		· その他



		「その他」とは、上記以外のインシデントを指します。



JPCERT/CCが「その他」に分類しているものの例を次に掲げます。

· 脆弱性等を突いたシステムへの不正侵入

· ssh、ftp、telnet等に対するブルートフォース攻撃の成功による不正侵入

· キーロガー機能を持つマルウエアによる情報の窃取

· マルウエア（ウイルス、ボット、ワーム等）の感染







　











本活動は、経済産業省より委託を受け、「平成３１年度サイバー攻撃等国際連携対応調整事

業」として実施したものです。









本文書を引用、転載する際にはJPCERT/CC 広報 (pr@jpcert.or.jp) まで確認のご連絡をお願いします。最新情報についてはJPCERT/CCのWebサイトを参照してください。



JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)

https://www.jpcert.or.jp/
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インシデント件数報告件数調整件数


4,213件3,830件2,805件


フィッシングサイト通知を行った件数国内への通知対応日数（営業日）通知不要


1,947件1,077件41%0～3日65%870件


- サイトの稼働を確認4～7日16%- サイトを確認できない


海外への通知8～10日4%


59%11日以上15%


Web サイト改ざん通知を行った件数国内への通知対応日数（営業日）通知不要


256件176件88%0～3日15%80件


- サイトの改ざんを確認4～7日27%- サイトを確認できない


- 脅威度が高い海外への通知8～10日18%- 当事者へ連絡が届いている


12%11日以上40%- 情報提供である


- 脅威度が低い


マルウエアサイト通知を行った件数国内への通知対応日数（営業日）通知不要


292件180件65%0～3日28%112件


- サイトの稼働を確認4～7日27%- サイトを確認できない


- 脅威度が高い海外への通知8～10日9%- 当事者へ連絡が届いている


35%11日以上36%- 情報提供である


- 脅威度が低い


スキャン通知を行った件数国内への通知通知不要


1,216件269件69%947件


- 詳細なログがある- ログに十分な情報がない


- 連絡を希望されている海外への通知- 当事者へ連絡が届いている


31%- 情報提供である


DoS/DDoS通知を行った件数国内への通知通知不要


10件7件86%3件


- 詳細なログがある- ログに十分な情報がない


- 連絡を希望されている海外への通知- 当事者へ連絡が届いている


14%- 情報提供である


制御システム関連通知を行った件数国内への通知通知不要


0件0件-0件


海外への通知


-


標的型攻撃通知を行った件数国内への通知通知不要


1件0件-1件


- 攻撃の被害を確認した- 十分な情報がない


- 攻撃に使われたインフラ海外への通知- 現状では脅威がない


　を確認した-


その他通知を行った件数国内への通知通知不要


491件161件71%330件


-脅威度が高い- 当事者へ連絡が届いている


-連絡を希望されている海外への通知- 情報提供である


29%- 脅威度が低い




Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx

報告


			公開数の
出し方コウカイカズダカタ			年ネン			月ツキ			インシデント報告件数ホウコクケンスウ			IRIS 統計トウケイ			旧報告件数キュウホウコクケンスウ			サブシステム																		月/年度ツキネンド			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比ゼンキヒ			前年度比ゼンネンドヒ


			？			2004			4			225																											4-6月ガツ			920			695			629			651			584			1197			3113			1567			4072			9386			4517			5187			4686			5225			3815			3830			-14%			0.4%


									5			367																											7-9月ガツ			1749			667			670			706			1348			2983			2441			1718			5430			10095			4638			4128			3137			4600			3908			0			-100%			-100%


									6			328																											10-12月ガツ			1903			827			399			650			562			2048			2375			2501			5064			4812			6231			3440			4036			4530			4242			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									7			542																											1-3月ガツ			1240			763			505			545			564			2488			1936			2699			5453			4898			6869			4587			4095			3786			4433			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									8			497																											総数ソウスウ			5812			2952			2203			2552			3058			8716			9865			8485			20019			29191			22255			17342			15954			18141			16398			3830


									9			710																											前年比ゼンネンヒ			-			-49%			-25%			16%			20%			185%			13%			-14%			136%			46%			-24%			-22%			-8%			14%			-10%			-77%


									10			470																											年間ネンカン			4572			3429			2461			2512			3039			6792			10417			7722			17265			29746			20284			19624			16446			18450			15751			8263


									11			927


									12			506																											インシデント報告件数の推移ホウコクケンスウスイイ


						2005			1			454																											年度			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019


									2			395																											報告件数			2,203			2,552			3,058			8,716			9,865			8,485			20,019			29,191			22,255			17,342			15,954			18,141			16,398			3,830


									3			391																														-			16%			20%			185%			13%			-14%			136%			46%			-24%			-22%			-8%			14%			-10%			-77%


									4			289																											インシデント報告件数ホウコクケンスウ


									5			204																											月ツキ			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			合計ゴウケイ


									6			202																											報告件数			1,274			1,299			1,257			0			0			0			0			0			0			0			0			0			3,830


			サブ
システム						7			191			191			197			191


									8			259			264			256			259


									9			217			216			217			217


									10			252			254			251			252


									11			286			284			286			286


									12			289			291			291			289


						2006			1			364			362			364			364


									2			199			199			199			199


									3			200			200			200			200


									4			229			231			229			229


									5			217			216			218			217


									6			183			183			183			183


									7			265			266			265			265


									8			212			213			213			212


									9			193			192			194			193


									10			149			148			148			149


									11			111			112			111			111


									12			139			139			139			139


						2007			1			160			162			160			160


									2			185			188			185			185


									3			160			162			160			160


									4			193			195			193			193


									5			233			237			234			233


									6			225			228			226			225


									7			289			301			287			289


									8			217			223			217			217


									9			200			202			200			200


									10			243			246			243			243


									11			196			195			195			196


									12			211			210			210			211


						2008			1			194			199			194			194


									2			148			153			148			148


									3			203			205			203			203


			旧報告
件数キュウホウコクケンスウ						4			192			196			192			192


									5			203			203			203			203


									6			189			192			189			189


									7			347			351			347			347


									8			775			777			775			775


									9			226			228			226			226


									10			192			194			192			192


									11			189			191			189			189


									12			181			180			181			181


						2009			1			207			210			207			207


									2			183			185			183			183


									3			174			173			174			174


									4			225			225			225			225


									5			337			340			337			337


									6			635			636			635			635


									7			912			914			912			912


									8			948			947			948			948


									9			1,123			1123			1123			1123


									10			772			771			772			772


									11			686			682			686			686


									12			590			593			590			590


						2010			1			675			676			675			675


									2			805			806			805			805


									3			1,008			1008			1008			1008


			IRIS						4			1,421			975			973			1421


									5			837			732			731			837


									6			855			742			741			855


									7			739			678			676			739


									8			872			740			740			872						horus			iris


									9			830			810			65			83						83			747


									10			1,003			1003


									11			758			758


									12			614			614


						2011			1			587			587


									2			553			553


									3			796			796


									4			532			532


									5			564			564


									6			471			471


									7			574			574


									8			687			687


									9			457			457


									10			472			472


									11			846			846


									12			1,183			1183


						2012			1			837			837


									2			812			812


									3			1,050			1050


									4			1,275			1275


									5			1,666			1666


									6			1,131			1131


									7			2,348			2348


									8			1,874			1874


									9			1,208			1208


									10			1,518			1518


									11			1,541			1541


									12			2,005			2005


						2013			1			1,919			1919


									2			1,847			1847


									3			1,687			1687


									4			1,606			1606


									5			3,163			3163


									6			4,617			4617


									7			4,180			4180


									8			2,779			2779


									9			3,136			3136


									10			1,479			1479


									11			1,621			1621


									12			1,712			1712


						2014			1			1,606			1606


									2			1,409			1409


									3			1,883			1883


									4			1,561			1561


									5			1,447			1447


									6			1,509			1509


									7			1,494			1494


									8			1,347			1347


									9			1,797			1797


									10			1,607			1607


									11			1,957			1957


									12			2,667			2667


						2015			1			2,981			2981


									2			1,939			1939


									3			1,949			1949


									4			2,098			2098


									5			1,609			1609


									6			1,480			1480


									7			1,543			1543


									8			1,215			1215


									9			1,370			1370


									10			1,061			1061


									11			1,201			1201


									12			1,178			1178


						2016			1			1,176			1176


									2			1,405			1405


									3			2,006			2006


									4			1,891			1891


									5			1,488			1488


									6			1,307			1307


									7			908			908


									8			1,192			1192


									9			1,037			1037


									10			1,150			1150


									11			1,273			1273


									12			1,613			1613


						2017			1			1,360			1360


									2			1,253			1253


									3			1,482			1482


									4			1,333			1333


									5			1,380			1380


									6			2,512			2512


									7			1,698			1698


									8			1,473			1473


									9			1,429			1429


						2017			10			1,460			1460


									11			1,596			1596


									12			1,474			1474


						2018			1			1,339			1339


									2			1,170			1170


									3			1,277			1277


									4			1,177			1177


									5			1,466			1466


									6			1,172			1172


						2018			7			1,305			1305


									8			1,235			1235


									9			1,368			1368


									10			1,530			1530


									11			1,468			1468


									12			1,244			1244


						2019			1			1,536			1536


									2			1,349			1349


									3			1,548			1548


									4			1,274			1274


									5			1,299			1299


									6			1,257			1257


									7


									8


									9


									10


									11


									12





年間報告件数の推移


インシデント報告件数	


2015	2016	2017	2018	2019	17342	15954	18141	16398	3830	年度


インシデント報告件数


4-6月	


2015	2016	2017	2018	2019	5187	4686	5225	3815	3830	7-9月	


2015	2016	2017	2018	2019	4128	3137	4600	3908	0	10-12月	


2015	2016	2017	2018	2019	3440	4036	4530	4242	0	1-3月	


2015	2016	2017	2018	2019	4587	4095	3786	4433	0	年


報告件数


インシデント報告件数推移


インシデント報告件数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	194	148	203	192	203	189	347	775	226	192	189	181	207	183	174	225	337	635	912	948	1123	772	686	590	675	805	1008	1421	837	855	739	872	830	1003	758	614	587	553	796	532	564	471	574	687	457	472	846	1183	837	812	1050	1275	1666	1131	2348	1874	1208	1518	1541	2005	1919	1847	1687	1606	3163	4617	4180	2779	3136	1479	1621	1712	1606	1409	1883	1561	1447	1509	1494	1347	1797	1607	1957	2667	2981	1939	1949	2098	1609	1480	1543	1215	1370	1061	1201	1178	1176	1405	2006	1891	1488	1307	908	1192	1037	1150	1273	1613	1360	1253	1482	1333	1380	2512	1698	1473	1429	1460	1596	1474	1339	1170	1277	1177	1466	1172	1305	1235	1368	1530	1468	1244	インシデント報告件数の推移


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	1305	1235	1368	1530	1468	1244	1536	1349	1548	1274	1299	1257	月





年


インシデント報告件数


インシデント報告件数の推移


インシデント報告件数（2017年度）	


4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1333	1380	2512	1698	1473	1429	1460	1596	1474	1339	1170	1277	インシデント報告件数（2018年度）	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1177	1466	1172	1305	1235	1368	1530	1468	1244	1536	1349	1548	月


インシデント報告件数


Change in the Number of Reports(by fiscal year)


インシデント報告件数	


2015	2016	2017	2018	2019	17342	15954	18141	16398	3830	Fiscal Year


Number of Reported Incidents


Change in the Number of  Reports


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	1305	1235	1368	1530	1468	1244	1536	1349	1548	1274	1299	1257	MO





YR


Number of Reported Incidents


Change in the Number of  Reports


Number of Repoted Incidents  (2017 Fiscal Year)	


4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1333	1380	2512	1698	1473	1429	1460	1596	1474	1339	1170	1277	Number of Repoted Incidents  (2018 Fiscal Year)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1177	1466	1172	1305	1235	1368	1530	1468	1244	1536	1349	15	48	Month


Number of Reported Incidents





調整


						年ネン			月ツキ			調整件数チョウセイケンスウ																											月ツキ			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比ゼンキヒ			前年度比ゼンネンドヒ


						2004			4			29																											4-6月ガツ			104			302			342			256			465			402			847			654			756			2179			2134			2593			2559			2553			2124			2805			-4%			32%


									5			26																											7-9月ガツ			85			368			252			729			444			837			701			642			1123			2414			2125			2058			2122			2234			2216			0			-100%			-100%


									6			49																											10-12月ガツ			194			529			209			622			264			576			731			752			1497			2135			2337			2053			2883			1901			2579			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									7			31																											1-3月ガツ			211			373			256			492			388			1005			596			754			2230			1989			3088			2955			3077			2203			2916			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									8			13																											総数ソウスウ			594			1572			1059			2099			1561			2820			2875			2802			5606			8717			9684			9659			10641			8891			9835			2805


									9			41																											前年比ゼンネンヒ			-			165%			-33%			98%			-26%			81%			2%			-3%			100%			55%			11%			-0%			10%			-16%			11%			-71%


									10			74																											年間ネンカン			383			1410			1176			1863			1665			2203			3284			2644			4130			8958			8585			9792			10519			9765			9122			5721


									11			79


									12			41																											インシデント調整件数の推移チョウセイケンスウスイイ


						2005			1			68																											年度			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019


									2			58																											調整件数チョウセイ			1,059			2,099			1,561			2,820			2,875			2,802			5,606			8,717			9,684			9,659			10,641			8,891			9,835			2,805


									3			85																														-			98%			-26%			81%			2%			-3%			100%			55%			11%			-0%			10%			-16%			11%			-71%


									4			94


									5			100																											調整件数チョウセイケンスウ


									6			108																											月ツキ			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			総数															zannen			解決貢献率


									7			79																											調整件数チョウセイケンスウ			902			943			960			0			0			0			0			0			0			0			0			0			2,805															1214			56.7201426025


									8			148


									9			141


									10			145


									11			177


									12			207


						2006			1			140


									2			126


									3			107


									4			126


									5			136


									6			80


									7			82


									8			91


									9			79


									10			79


									11			74


									12			56


						2007			1			104


									2			65


									3			87


									4			83


									5			72


									6			101


									7			214


									8			270


									9			245


									10			235


									11			204


									12			183


						2008			1			143


									2			145


									3			204


									4			149


									5			147


									6			169


									7			149


									8			166


									9			129


									10			102


									11			83


									12			79


						2009			1			101


									2			139


									3			148


									4			79


									5			129


									6			194


									7			263


									8			197


									9			377


									10			218


									11			186


									12			172


						2010			1			373


									2			265


									3			367


									4			250


									5			191


									6			406


									7			283


									8			214						horus			iris


									9			204						20			184


									10			235


									11			273


									12			223


						2011			1			195


									2			191


									3			210


									4			182


									5			270


									6			202


									7			157


									8			296


									9			189


									10			228


									11			224


									12			300


						2012			1			205


									2			237


									3			312


									4			255


									5			230


									6			271


									7			283


									8			411


									9			429


									10			454


									11			523


									12			520


						2013			1			582


									2			834


									3			814


									4			729


									5			704


									6			746


									7			861


									8			805


									9			748


									10			794


									11			727


									12			614


						2014			1			739


									2			614


									3			636


									4			726


									5			565


									6			843


									7			745


									8			550


									9			830


									10			877


									11			768


									12			692


						2015			1			1,093


									2			899


									3			1,096


									4			1,069


									5			813


									6			711


									7			979


									8			554


									9			525


									10			626


									11			684


									12			743


						2016			1			678


									2			1,013


									3			1,264


									4			984


									5			820


									6			755


									7			761


									8			625


									9			736


									10			1,038


									11			1,048


									12			797


						2017			1			800


									2			1,307


									3			970


									4			883


									5			823


									6			847


									7			725


									8			759


									9			750


						2017			10			621


									11			576


									12			704


						2018			1			807


									2			684


									3			712


									4			592


									5			795


									6			737


						2018			7			687


									8			846


									9			683


									10			884


									11			780


									12			915


						2019			1			813


									2			1,044


									3			1,059


									4			902


									5			943


									6			960


									7


									8


									9


									10


									11


									12





4-6月	


2013	2014	2015	2016	2017	2179	2134	2593	2559	2553	7-9月	


2013	2014	2015	2016	2017	2414	2125	2058	2122	2234	10-12月	


2013	2014	2015	2016	2017	2135	2337	2053	2883	1901	1-3月	


2013	2014	2015	2016	2017	1989	3088	2955	3077	2203	年


通知件数


インシデント調整件数


調整件数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	143	145	204	149	147	169	149	166	129	102	83	79	101	139	148	79	129	194	263	197	377	218	186	172	373	265	367	250	191	406	283	214	204	235	273	223	195	191	210	182	270	202	157	296	189	228	224	300	205	237	312	255	230	271	283	411	429	454	523	520	582	834	814	729	704	746	861	805	748	794	727	614	739	614	636	726	565	843	745	550	830	877	768	692	1093	899	1096	1069	813	711	979	554	525	626	684	743	678	1013	1264	984	820	755	761	625	736	1038	1048	797	800	1307	970	883	823	847	725	759	750	621	576	704	807	684	712	592	795	737	687	846	683	884	780	915	813	1044	1059	902	943	960	インシデント調整件数の推移


インシデント調整件数(2017年度)	


4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	883	823	847	725	759	750	621	576	704	807	684	712	インシデント調整件数(2018年度)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	592	795	737	687	846	683	884	780	915	813	1044	1059	月


インシデント調整件数


インシデント調整件数の推移


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	687	846	683	884	780	915	813	1044	1059	902	943	960	月





年


インシデント調整件数


Change in the Number of Incident Cases(by fiscal year)


調整件数	2015	2016	2017	2018	2019	9659	10641	8891	9835	2805	Fiscal Year


Number of Cases Coordinated


Change in the Number of Incident Cases


Coordinated by JPCERT/CC


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	687	846	683	884	780	915	813	1044	1059	902	943	960	MO





YR


Number of Cases Coordinated


Change in the Number of Incident Cases


Coordinated by JPCERT/CC


Number of Cases Coordinated  (2017 Fiscal Year)	


4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	883	823	847	725	759	750	621	576	704	807	684	712	Number of Cases Coordinated  (2018 Fiscal Year)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	592	795	737	687	846	683	884	780	915	813	1044	1059	Month


Number of Cases Coordinated


年間調整件数の推移


調整件数	2015	2016	2017	2018	2019	9659	10641	8891	9835	2805	年度


インシデント調整件数





フィッシング


																																							全体ゼンタイ


						年トシ			月ツキ			フィッシングサイト件数ケンスウ			国内ブランドコクナイ			海外ブランドカイガイ			不明フメイ																		月ツキ			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比			前年度比ゼンネンドヒ


						2004			4			3																											4-6月ガツ			8			78			163			137			138			200			388			325			367			287			509			491			642			736			1214			1947			11%			60%


									5			3																											7-9月ガツ			4			77			159			208			150			303			487			226			273			469			417			522			467			1011			1302			0			0%			-100%


									6			2																											10-12月ガツ			18			102			120			163			179			336			538			314			360			601			406			474			521			852			1560			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									7			3																											1-3月ガツ			45			84			208			188			182			373			405			324			474			557			466			645			707			924			1753			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									8			1																											総数ソウスウ			75			341			650			696			649			1212			1818			1189			1474			1914			1798			2132			2337			3523			5829			1947


									9			0																											前年比ゼンネンヒ						355%			91%			7%			-7%			87%			50%			-35%			24%			30%			-6%			19%			10%			51%			65%			-67%


									10			4																											年間ネンカン			30			302			526			716			655			1021			1786			1270			1324			1831			1889			1953			2275			3306			5000			3700


									11			7


									12			7																											国内ブランドコクナイ


						2005			1			11																											月ツキ			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比ゼンキヒ			前年度比ゼンネンドヒ


									2			18																											4-6月ガツ			0			0			0			3			7			58			157			118			68			72			167			132			126			209			228			378			47%			66%


									3			16																											7-9月ガツ			0			0			0			16			8			104			278			31			57			165			139			113			106			173			309			0			-100%			-100%


									4			23																											10-12月ガツ			0			0			0			0			10			141			284			65			74			253			75			124			134			117			282			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									5			27																											1-3月ガツ			0			0			7			6			25			77			84			58			112			229			54			189			183			208			258			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									6			28																											総数ソウスウ			0			0			7			25			50			380			803			272			311			719			435			558			549			707			1077			378


									7			24																											前年比ゼンネンヒ												257%			100%			660%			111%			-66%			14%			131%			-39%			28%			-2%			29%			52%			-65%


									8			29																											年間ネンカン			0			0			0			26			31			328			796			298			257			602			610			423			555			682			1027			636


									9			24


									10			34																											海外ブランドカイガイ


									11			31																											月ツキ			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比ゼンキヒ			前年度比ゼンネンドヒ


									12			37																											4-6月ガツ			0			0			0			101			122			125			186			173			225			140			226			239			312			586			722			1255			5%			74%


						2006			1			27																											7-9月ガツ			0			0			0			135			138			192			123			165			161			219			189			268			243			686			784			0			-100%			-100%


									2			31																											10-12月ガツ			0			0			0			104			155			185			202			198			227			204			236			250			279			599			985			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									3			26																											1-3月ガツ			0			0			95			116			143			219			247			221			285			187			281			270			424			564			1198			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									4			54																											総数ソウスウ			0			0			95			456			558			721			758			757			898			750			932			1027			1258			2435			3689			1255


									5			60																											前年比ゼンネンヒ												380%			22%			29%			5%			-0%			19%			-16%			24%			10%			22%			94%			51%			-66%


									6			49																											年間ネンカン			0			0			0			435			531			645			730			783			834			848			838			1038			1104			2295			3055			2453


									7			57


									8			47																														4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3


									9			55																											年度			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			年度別合計ネンドベツゴウケイ


									10			53																											2006			54			60			49			57			47			55			53			36			31			48			102			58			650


									11			36																											2007			37			51			49			97			54			57			50			45			68			50			63			75			696


									12			31																											2008			37			46			55			35			50			65			69			63			47			51			78			53			649


						2007			1			48			0			40			8																		2009			55			49			96			94			120			89			135			113			88			108			105			160			1,212


									2			102			1			26			75																		2010			134			91			163			125			175			187			252			198			88			122			147			136			1,818


									3			58			6			29			23																		2011			100			139			86			71			90			65			93			91			130			115			80			129			1,189
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フィッシングサイト件数


フィッシングサイト件数推移


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	442	447	413	453	568	539	506	591	656	614	703	630	月
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Change in the Number of Phishing Sites
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									11			53


									12			93


						2019			1			43


									2			126


									3			60


									4			77


									5			110


									6			69


									7


									8


									9


									10


									11


									12





Web サイト改ざん件数推移


4-6月	2015	2016	2017	2018	2019	649	1065	461	320	256	7-9月	2015	2016	2017	2018	2019	592	554	254	225	0	10-12月	2015	2016	2017	2018	2019	826	688	276	242	0	1-3月	2015	2016	2017	2018	2019	1268	967	268	229	0	Webサイトの改ざん件数推移


総数	


2015	2016	2017	2018	2019	3335	3274	1259	1016	256	


改ざん数





改ざん件数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	1	0	3	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	0	9	3	9	6	7	1	3	3	4	5	22	2	2	12	57	5	20	1	7	204	79	89	385	221	203	205	108	248	85	162	106	117	35	47	17	12	20	6	10	18	14	28	31	46	65	53	22	80	40	26	44	69	370	215	211	216	315	206	325	496	363	314	505	1028	1106	687	981	627	363	614	663	258	580	364	407	352	388	187	393	321	220	240	247	256	289	209	175	265	244	133	215	273	292	261	283	519	466	623	186	256	236	158	160	180	314	194	143	590	234	138	155	168	75	86	93	111	69	96	122	77	69	103	105	112	64	66	95	96	53	93	43	126	60	77	110	69	月





年


Web  サイト改ざん件数


Webサイト改ざん件数推移


Webサイト改ざん件数(2017年度)	


4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	138	155	168	75	86	93	111	69	96	122	77	69	Webサイト改ざん件数(2018年度)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	103	105	112	64	66	95	96	53	93	43	126	60	月


Web サイト改ざん件数


Webサイト改ざん件数推移


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	64	66	95	96	53	93	43	126	60	77	110	69	月





年


Web サイト改ざん件数


改ざん件数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	12	57	5	20	1	7	204	79	89	385	221	203	205	108	248	85	162	106	117	35	47	17	12	20	6	10	18	14	28	31	46	65	53	22	80	40	26	44	69	370	215	211	216	315	206	325	496	363	314	505	1028	1106	687	981	627	363	614	663	258	580	364	407	352	388	187	393	321	220	240	247	256	289	209	175	265	244	133	215	273	292	261	283	519	466	623	186	256	236	158	160	180	314	194	143	590	234	138	155	168	75	86	93	111	69	96	122	77	69	103	105	112	64	66	95	96	53	93	43	126	60	77	110	69	月





年


Web サイト改ざん件数


Change in the Number of Website Defacements


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	64	66	95	96	53	93	43	126	60	77	110	69	MO





YR


Number of Website Defacements


Change in the Number of  Website Defacements


Number of Website Defacements  (2017 Fiscal Year)	


4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	138	155	168	75	86	93	111	69	96	122	77	69	Number of Website Defacements  (2018 Fiscal Year)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	103	105	112	64	66	95	96	53	93	43	126	60	Month


Number of Website Defacements





マルウエア


						年ネン			月ツキ			マルウエア件数ケンスウ			mycert			mycert除くノゾ																					月ツキ			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比			前年度比ゼンネンドヒ


						2004			4			9						9																					4-6月ガツ			25			18			4			3			9			598			1478			121			209			379			194			197			181			59			89			292			115%			228%


									5			10						10																					7-9月ガツ			12			5			20			3			10			2154			965			185			202			156			271			119			337			98			99			0			-100%			-100%


									6			6						6																					10-12月ガツ			17			8			5			7			10			1149			572			131			213			229			312			84			376			88			75			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									7			4						4																					1-3月ガツ			23			11			5			5			2			1410			352			162			181			211			260			100			91			63			136			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									8			6						6																					総数ソウスウ			77			42			34			18			31			5311			3367			599			805			975			1037			500			985			308			399			292


									9			2						2																					前年比ゼンネンヒ						-45%			-19%			-47%			72%			17032%			-37%			-82%			34%			21%			6%			-52%			97%			-69%			30%			-27%


									10			4						4																					年間ネンカン			54			54			40			18			34			3903			4425			789			786			945			988			660			994			336			326			428


									11			7						7


									12			6						6


						2005			1			8						8


									2			11						11


									3			4						4


									4			3						3


									5			6						6


									6			9						9


									7			1						1


									8			2						2


									9			2						2


									10			4						4


									11			2						2


									12			2						2


						2006			1			6						6


									2			3						3


									3			2						2


									4			1						1


									5			1						1


									6			2						2


									7			1						1


									8			15						15


									9			4						4


									10			3						3


									11			1						1


									12			1						1


						2007			1			3						3


									2			1						1


									3			1						1


									4			1						1


									5			1						1


									6			1						1


									7			0						0


									8			1						1


									9			2						2


									10			4						4


									11			1						1


									12			2						2


						2008			1			3						3


									2			1						1


									3			1						1


									4			5						5


									5			3						3


									6			1						1


									7			0						0


									8			4						4


									9			6						6


									10			6						6


									11			1						1


									12			3						3


						2009			1			2						2


									2			0						0


									3			0						0


									4			18						18


									5			118			91			27


									6			462			441			21


									7			697			644			53


									8			751			716			35


									9			706			686			20


									10			326			285			41


									11			427			413			14


									12			396			388			8


						2010			1			258			217			41


									2			419			299			120


									3			733			478			255


									4			615			445			170


									5			418			333			85


									6			445			293			152


									7			385			334			51


									8			332			253			79			horus			iris


									9			248			203			45			36			212


									10			205			167			38


									11			160			134			26


									12			207			185			22


						2011			1			131			115			16


									2			155			129			26


									3			66			50			16


									4			42			27			15


									5			54			32			22


									6			25			7			18


									7			38


									8			86


									9			61


									10			37


									11			53


									12			41


						2012			1			50


									2			50


									3			62


									4			70


									5			82


									6			57


									7			76


									8			42


									9			84


									10			86


									11			69


									12			58


						2013			1			64


									2			53


									3			64


									4			47


									5			135


									6			197


									7			43


									8			60


									9			53


						2013			10			70


									11			110


									12			49


						2014			1			110


									2			46


									3			55


									4			63


									5			72


									6			59


									7			76


									8			123


									9			72


									10			110


									11			96


									12			106


						2015			1			74


									2			84


									3			102


									4			56


									5			59


									6			82


									7			51


									8			30


									9			38


									10			25


									11			32


									12			27


						2016			1			29


									2			14


									3			57


									4			71


									5			43


									6			67


									7			157


									8			49


									9			131


									10			110


									11			116


									12			150


						2017			1			35


									2			24


									3			32


									4			24


									5			15


									6			20


									7			25


									8			42


									9			31


						2017			10			26


									11			28


									12			34


						2018			1			24


									2			17


									3			22


									4			29


									5			28


									6			32


						2018			7			28


									8			45


									9			26


									10			29


									11			12


									12			34


						2019			1			25


									2			33


									3			78


									4			42


									5			195


									6			55


									7


									8


									9


									10


									11


									12





総数	2015	2016	2017	2018	2019	500	985	308	399	292	4-6月	


2015	2016	2017	2018	2019	197	181	59	89	292	7-9月	


2015	2016	2017	2018	2019	119	337	98	99	0	10-12月	


2015	2016	2017	2018	2019	84	376	88	75	0	1-3月	


2015	2016	2017	2018	2019	100	91	63	136	0	年


報告件数


マルウエアサイト件数推移


マルウエアサイト件数(2017年度)	


4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	24	15	20	25	42	31	26	28	34	24	17	22	マル	ウエアサイト件数(2018年度)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	29	28	32	28	45	26	29	12	34	25	33	78	月


マルウエアサイト件数


マルウエアサイト件数推移


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	28	45	26	29	12	34	25	33	78	42	195	55	月





年


マルウエアサイト件数


mycert 除く	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2011	51	79	45	38	26	22	16	26	16	15	22	18	mycert	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2011	334	253	203	167	134	185	115	129	50	27	32	7	Change in Number of Malware Sites


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	28	45	26	29	12	34	25	33	78	42	195	55	MO





YR


Change in Number of Malware Sites


Change in Number of Malware Sites


Number of Malware Sites  (2017 Fiscal Year)	


4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	24	15	20	25	42	31	26	28	34	24	17	22	Number of Malware Sites  (2018 Fiscal Year)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	29	28	32	28	45	26	29	12	34	25	33	78	Month


Number of Malware Sites





スキャン


						年ネン			月ツキ			スキャン件数ケンスウ																											月ツキ			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比			前年度比ゼンネンドヒ


						2004			4			206																											4-6月ガツ			859			575			340			238			350			278			349			958			2281			4629			1611			2442			1520			3447			1255			1216			-44%			-3%


									5			341																											7-9月ガツ			1658			578			219			575			161			469			492			1079			3391			2659			1948			1985			1098			2554			1162			0			-100%			-100%


									6			312																											10-12月ガツ			1864			707			192			583			148			228			1128			1624			2794			1560			3592			1526			2177			1979			1677			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									7			532																											1-3月ガツ			1160			501			215			300			171			322			919			1823			2379			1719			2980			1654			2391			1845			2165			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									8			486																											総数ソウスウ			5541			2361			966			1696			830			1297			2888			5484			10845			10567			10131			7607			7186			9825			6259			1216


									9			640																											前年比ゼンネンヒ						-57%			-59%			76%			-51%			56%			123%			90%			98%			-3%			-4%			-25%			-6%			37%			-36%			-81%


									10			461																											年間ネンカン			4381			3020			1252			1611			959			1146			2291			4580			10289			11227			8870			8933			6449			10371			5939			3381


									11			910


									12			493																											ポート			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			総数


						2005			1			431																											22/tcp			244			256			63			136			190			132			218			94			222			255			0			0			1,810


									2			366																											80/tcp			22			77			52			96			105			65			196			117			103			96			0			0			929


									3			363																											25/tcp			88			142			2			34			54			60			86			76			60			47			0			0			649


									4			252


									5			159																											port			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3			total


									6			164																											22/tcp			244			256			63			136			190			132			218			94			222			255									1810


									7			165																											80/tcp			22			77			52			96			105			65			196			117			103			96									929


									8			227																											25/tcp			88			142			2			34			54			60			86			76			60			47									649


									9			186																											445/tcp			8			5			2			5			18			27			64			72			56			128									385


									10			218																											23/tcp			51			16			14			23			32			13			37			15			28			16									245


									11			260


									12			229


						2006			1			199


									2			145


									3			157


									4			134


									5			117


									6			89


									7			68


									8			86


									9			65


									10			57


									11			57


									12			78


						2007			1			81


									2			57


									3			77


									4			77


									5			86


									6			75


									7			140


									8			234


									9			201


									10			222


									11			207


									12			154


						2008			1			112


									2			49


									3			139


									4			130


									5			98


									6			122


									7			51


									8			54


									9			56


									10			30


									11			49


									12			69


						2009			1			49


									2			58


									3			64


									4			91


									5			72


									6			115


									7			104


									8			76


									9			289


									10			90


									11			93


									12			45


						2010			1			50


									2			107


									3			165


									4			126


									5			93


									6			130


									7			99


									8			115			horus			iris


									9			278			15			263


									10			491


									11			379


									12			258


						2011			1			217


									2			169


									3			533


									4			325


									5			320


									6			313


									7			429


									8			398


									9			252


									10			267


									11			538


									12			819


						2012			1			593


									2			504


									3			726


									4			769


									5			819


									6			693


									7			1563


									8			1270


									9			558


									10			833


									11			858


									12			1103


						2013			1			845


									2			634


									3			900


									4			904


									5			1237


									6			2488


									7			1556


									8			720


									9			383


									10			471


									11			661


									12			428


						2014			1			417


									2			567


									3			735


									4			558


									5			534


									6			519


									7			636


									8			563


									9			749


									10			738


									11			1130


									12			1724


						2015			1			1252


									2			885


									3			843


									4			976


									5			823


									6			643


									7			751


									8			534


									9			700


									10			509


									11			580


									12			437


						2016			1			374


									2			457


									3			823


									4			445


									5			576


									6			499


									7			371


									8			412


									9			315


									10			709


									11			679


									12			789


						2017			1			869


									2			682


									3			840


									4			751


									5			812


									6			1884


									7			1097


									8			827


									9			630


						2017			10			668


									11			687


									12			624


						2018			1			684


									2			618


									3			543


									4			481


									5			596


									6			178


						2018			7			346


									8			463


									9			353


									10			667


									11			433


									12			577


						2019			1			838


									2			587


									3			740


									4			501


									5			304


									6			411


									7


									8


									9


									10


									11


									12





総数	2015	2016	2017	2018	2019	7607	7186	9825	6259	12	16	4-6月	


2015	2016	2017	2018	2019	2442	1520	3447	1255	1216	7-9月	


2015	2016	2017	2018	2019	1985	1098	2554	1162	0	10-12月	


2015	2016	2017	2018	2019	1526	2177	1979	1677	0	1-3月	


2015	2016	2017	2018	2019	1654	2391	1845	2165	0	年


報告件数


スキャン対象ポート別インシデント件数


22/tcp	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	244	256	63	136	190	132	218	94	222	255	0	0	80/tcp	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	22	77	52	96	105	65	196	117	103	96	0	0	25/tcp	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	88	142	2	34	54	60	86	76	60	47	0	0	月


インシデント件数


スキャン件数推移


スキャン件数(2017年度)	


4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	751	812	1884	1097	827	630	668	687	624	684	618	543	スキャン件数(2018年度)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	481	596	178	346	463	353	667	433	577	838	587	740	月


スキャン件数


スキャン件数推移


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	346	463	353	667	433	577	838	587	740	501	304	411	月





年


スキャン件数


スキャン件数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	81	57	77	77	86	75	140	234	201	222	207	154	112	49	139	130	98	122	51	54	56	30	49	69	49	58	64	91	72	115	104	76	289	90	93	45	50	107	165	126	93	130	99	115	278	491	379	258	217	169	533	325	320	313	429	398	252	267	538	819	593	504	726	769	819	693	1563	1270	558	833	858	1103	845	634	900	904	1237	2488	1556	720	383	471	661	428	417	567	735	558	534	519	636	563	749	738	1130	1724	1252	885	843	976	823	643	751	534	700	509	580	437	374	457	823	445	576	499	371	412	315	709	679	789	869	682	840	751	812	1884	1097	827	630	668	687	624	684	618	543	481	596	178	346	463	353	667	433	577	838	587	740	501	304	411	Change in Number of Scan


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2018	2019	346	463	353	667	433	577	838	587	740	501	304	411	MO





YR


Number of Scans


Change in Number of Scans


Number of Scan  (2017Fiscal Year)	


4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	751	812	1884	1097	827	630	668	687	624	684	618	543	Number of Scan  (2018 Fiscal Year)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	481	596	178	346	463	353	667	433	577	838	587	740	Month


Numbet of Scans





DoS


						年ネン			月ツキ			DoS 件数ケンスウ																											月ツキ			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比			前年度比ゼンネンドヒ


						2004			4																														4-6月ガツ			0			0			0			0			0			0			2			1			11			71			88			71			11			3			0			10			-23%			ERROR:#DIV/0!


									5																														7-9月ガツ			0			0			0			0			0			0			5			0			12			12			18			21			54			7			10			0			-100%			-100%


									6																														10-12月ガツ			0			0			0			0			0			0			4			1			6			8			14			11			61			8			7			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									7																														1-3月ガツ			0			0			0			0			0			0			3			7			36			23			32			86			75			1			13			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									8																														総数ソウスウ			0			0			0			0			0			0			14			9			65			114			152			189			201			19			30			10


									9																														前年比ゼンネンヒ						ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			-36%			622%			75%			33%			24%			6%			-91%			58%			-67%


									10																														年次ネンジ			0			0			0			0			0			0			11			5			36			127			143			135			212			93			18			23


									11


									12
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						2007			1
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									4
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									6


									7


									8


									9


									10


									11


									12


						2008			1


									2


									3


									4


									5


									6


									7


									8


									9


									10


									11


									12


						2009			1


									2


									3


									4


									5


									6


									7


									8


									9


									10


									11


									12


						2010			1


									2


									3


									4			0


									5			0


									6			2


									7			0


									8			3


									9			2


									10			4


									11			0


									12			0


						2011			1			0


									2			3


									3			0


									4			1


									5			0


									6			0


									7			0


									8			0


									9			0


									10			1


									11			0


									12			0


						2012			1			0


									2			1


									3			6


									4			4


									5			5


									6			2


									7			3


									8			2


									9			7


									10			1


									11			3


									12			2


						2013			1			1


									2			1


									3			34


									4			61


									5			10


									6			0


									7			12


									8			0


									9			0


									10			5


									11			2


									12			1


						2014			1			3


									2			0


									3			20


									4			50


									5			33


									6			5


									7			7


									8			0


									9			11


									10			1


									11			0


									12			13


						2015			1			23


									2			1


									3			8


									4			61


									5			3


									6			7


									7			13


									8			1


									9			7


									10			5


									11			3


									12			3


						2016			1			14


									2			39


									3			33


									4			5


									5			1


									6			5


									7			5


									8			9


									9			40


									10			59


									11			2


									12			0


						2017			1			16


									2			58


									3			1


									4			1


									5			1


									6			1


									7			1


									8			0


									9			6


									10			6


									11			2


									12			0


						2018			1			0


									2			1


									3			0


									4			0


									5			0


									6			0


									7			9


									8			0


									9			1


									10			2


									11			1


									12			4


						2019			1			9


									2			4


									3			0


									4			2


									5			2


									6			6


									7


									8


									9


									10


									11


									12





総数	2015	2016	2017	2018	2019	189	201	19	30	10	4-6月	


2015	2016	2017	2018	2019	71	11	3	0	10	7-9月	


2015	2016	2017	2018	2019	21	54	7	10	0	10-12月	


2015	2016	2017	2018	2019	11	61	8	7	0	1-3月	


2015	2016	2017	2018	2019	86	75	1	13	0	年


報告件数


DoS/DDoS 件数推移


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2017	5	9	40	59	2	0	16	58	1	1	1	1	月





年





DoS 件数





その他


						年ネン			月ツキ			その他件数タケンスウ			other			keylogger			forged																		月ツキ			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比			前年度比ゼンネンドヒ


						2004			4			3			1						2																		4-6月ガツ			22			38			146			290			219			231			407			123			825			1872			735			274			342			623			708			491			-27%			-31%


									5			13			10						3																		7-9月ガツ			9			7			314			239			1161			187			459			113			592			2214			760			450			276			867			604			0			-100%			-100%


									6			6			3						3																		10-12月ガツ			4			36			95			170			293			144			197			105			1183			785			498			224			260			1490			923			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									7			4			3						1																		1-3月ガツ			17			192			92			181			303			279			155			77			1435			518			950			373			610			743			670			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									8			3			1						2																		総数ソウスウ			52			273			647			880			1976			841			1218			418			4035			5389			2943			1321			1488			3723			2905			491


									9			2			0						2																		前年比ゼンネンヒ						425%			137%			36%			125%			-57%			45%			-66%			865%			34%			-45%			-55%			13%			150%			-22%			-83%


									10			1			1						0																					35			98			747			791			1854			865			1342			496			2677			6306			2511			1898			1251			3590			2978			1161


									11			2			1						1


									12			1			0						1


						2005			1			4			4						0


									2			8			8						0


									3			5			4						1


									4			13			9						4


									5			18			16						2


									6			7			5						2


									7			1			1						0


									8			5			4						1


									9			1			1						0


									10			19			17						2


									11			5			5						0


									12			12			11						1


						2006			1			153			33						120


									2			22			19						3


									3			17			15						2


									4			47			47						0


									5			44			43						1


									6			55			55						0


									7			142			142						0


									8			87			84						3


									9			85			85						0


									10			36			36						0


									11			32			31						1


									12			27			27						0


						2007			1			31			26						5


									2			31			31						0


									3			30			30						0


									4			84			83						1


									5			100			100						0


									6			106			106						0


									7			128			128						0


									8			60			60						0


									9			51			50						1


									10			60			53						7


									11			58			55						3


									12			52			51						1


						2008			1			62			62						0


									2			55			55						0


									3			64			64						0


									4			65			65						0


									5			56			49						7


									6			98			98						0


									7			336			336						0


									8			702			700						2


									9			123			122						1


									10			88			82						6


									11			97			93						4


									12			108			107						1


						2009			1			107			107						0


									2			91			91						0


									3			105			103						2


									4			82			82			0			0


									5			74			74			0			0


									6			75			70			5			0


									7			59			57			2			0


									8			59			57			2			0


									9			69			69			0			0


									10			50			46			4			0


									11			42			42			0			0


									12			52			51			1			0


						2010			1			60			56			4			0


									2			96			92			4			0


									3			123			123			0			0


									4			118			113			5			0


									5			136			135			1			0


									6			153			149			4			0


									7			150			150			0			0


									8			152			152			0			0


									9			157			156			1			0


									10			113			113			0			0


									11			26			26			0			0


									12			58			58			0			0


						2011			1			55			55			0			0


									2			36			36			0			0


									3			64			61			3			0


									4			29			27			2			0


									5			46			43			3			0


									6			48			47			1			0


									7			42			41			1			0


									8			48			46			2			0


									9			23			22			1			0


									10			8			8			0			0


									11			52			43			9			0


									12			45			43			2			0


						2012			1			10			10			0			0


									2			16			16			0			0


									3			51			51			0			0


									4			215			215			0			0


									5			425			425			0			0


									6			185			184			1			0


									7			143			143			0			0


									8			211			211			0			0


									9			238			238			0			0


									10			303			303			0			0


									11			342			342			0			0


									12			538			537			1			0


						2013			1			562			562			0


									2			478			477			1


									3			395			391			4


									4			239			235			4


									5			970			970			0


									6			663			663			0


									7			366			366			0


									8			678			676			2


									9			1170			1170			0


									10			123			123			0


									11			416			416			0


									12			246			246			0


						2014			1			254			254			0


									2			148			148			0


									3			116			116			0


									4			197			197			0


									5			200			200			0


									6			338			338			0


									7			146			146			0


									8			225			225			0


									9			389			389			0


									10			179			179			0


									11			115			115			0


									12			204			204			0


						2015			1			306			306			0


									2			359			359


									3			285			285


									4			116			116


									5			91			90			1


									6			67			67


									7			352			352


									8			36			36


									9			62			62


									10			50			50


									11			69			69


									12			105			105


						2016			1			94			94


									2			107			107


									3			172			172


									4			141			141


									5			143			143


									6			58			58


									7			74			74


									8			90			90


									9			112			112


									10			73			73


									11			96			96


									12			91			91


						2017			1			144			144


									2			242			242


									3			224			224


									4			206			206


									5			181			181


									6			236			236


									7			262			262


									8			260			260


									9			345			345


									10			432			432


									11			607			607


									12			451			451


						2018			1			293			293


									2			197			197


									3			253			253


									4			205			205


									5			198			198


									6			305			305


									7			188			188


									8			137			137


									9			279			279


									10			376			376


									11			330			330


									12			217			217


						2019			1			227			227


									2			218			218


									3			225			225


									4			174			174


									5			179			179


									6			138			138


									7			0


									8			0


									9			0


									10			0


									11			0


									12			0





総数	2015	2016	2017	2018	2019	1321	1488	3723	2905	491	4-6月	


2015	2016	2017	2018	2019	274	342	623	708	491	7-9月	


2015	2016	2017	2018	2019	450	276	867	604	0	10-12月	


2015	2016	2017	2018	2019	224	260	1490	923	0	1-3月	


2015	2016	2017	2018	2019	373	610	743	670	0	年


報告件数


その他件数推移


7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2015	146	225	389	179	115	204	306	359	285	116	91	67	月





年





その他件数


その他件数推移


その他件数(2009年度)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	82	74	75	59	59	69	50	42	52	60	96	123	その他件数(2010年度)	118	136	153	150	152	157	113	26	58	55	36	64	月


その他件数





制御システム





						年ネン			月ツキ			制御システム 件数セイギョケンスウ																											月/年度ツキネンド			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019						前期比ゼンキヒ			前年度比ゼンネンドヒ


						2004			4			-																											4-6月ガツ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			4			15			27			0			0						ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


									5			-																											7-9月ガツ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			6			0			5			13			0			0						ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


									6			-																											10-12月ガツ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			3			12			24			33			0			0						ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


									7			-																											1-3月ガツ			0			0			0			0			0			0			0			0			3			0			5			11			4			7			0			0						ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


									8			-																											総数ソウスウ			0			0			0			0			0			0			0			0			3			2			14			27			48			80			0			0


									9			-																											前年比ゼンネンヒ			-			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			-33%			600%			93%			78%			67%			-100%			ERROR:#DIV/0!


									10			-																											年間ネンカン			0			0			0			0			0			0			0			0			0			5			9			21			55			77			7			0
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									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2007			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2008			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2009			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2010			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2011			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2012			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2013			1			3


									2			0


									3			0


									4			0


									5			1


									6			0


									7			0


									8			0


									9			0


									10			0


									11			0


									12			1


						2014			1			0


									2			0


									3			0


									4			0


									5			0


									6			0


									7			0


									8			0


									9			6


									10			0


									11			3


									12			0


						2015			1			0


									2			4


									3			1


									4			0


									5			4


									6			0


									7			0


									8			0


									9			0


									10			0


									11			4


									12			8


						2016			1			8


									2			3


									3			0


									4			6


									5			9


									6			0


									7			2


									8			2


									9			1


									10			3


									11			13


									12			8


						2017			1			3


									2			0


									3			1


									4			25


									5			2


									6			0


									7			0


									8			9


									9			4


									10			9


									11			12


									12			12


						2018			1			2


									2			0


									3			5


									4			0			12


									5			0			2			2018Q1 ICSRのレポートとの件数のずれを解消するためカウントを見直すケンスウカイショウミナオ


									6			0			12


									7			0


									8			0


									9			0


									10			0


									11			0


									12			0


						2019			1			0


									2			0


									3			0


									4			0


									5			0


									6			0


									7


									8


									9


									10


									11


									12








標的型攻撃





						年ネン			月ツキ			標的型攻撃件数ヒョウテキガタコウゲキケンスウ			通知組織数ツウチソシキスウ			現地対応ゲンチタイオウ																					月/年度ツキネンド			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比ゼンキヒ			前年度比ゼンネンドヒ


						2004			4			-																											4-6月ガツ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			60			15			9			9			1			-83%			-89%


									5			-																											7-9月ガツ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			59			10			7			7			0			-100%			-100%


									6			-																											10-12月ガツ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			12			15			9			4			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									7			-																											1-3月ガツ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			6			11			6			6			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									8			-																											総数ソウスウ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			137			51			31			26			1


									9			-																											前年比ゼンネンヒ			-			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			-63%			-39%			-16%			-96%


									10			-																											年間ネンカン			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			131			46			36			26			7


									11			-


									12			-																											組織ソシキ


						2005			1			-																											月/年度ツキネンド			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比ゼンキヒ			前年度比ゼンネンドヒ


									2			-																											4-6月ガツ																																				66			2			2			3			0			-100%			-100%


									3			-																											7-9月ガツ																																				67			2			7			3			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									4			-																											10-12月ガツ																																				11			7			7			0			0			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


									5			-																											1-3月ガツ																																				4			0			0			2			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									6			-																											総数ソウスウ																																				148			11			16			8			0


									7			-																											前年比ゼンネンヒ			-			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			-93%			45%			-50%			-100%


									8			-																											年間ネンカン			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			144			15			16			6			2


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2006			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2007			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2008			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2009			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2010			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2011			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2012			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2013			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2014			1			-


									2			-


									3			-


									4			-


									5			-


									6			-


									7			-


									8			-


									9			-


									10			-


									11			-


									12			-


						2015			1			-


									2			-


									3			-


						2015			4			12			66


									5			21


									6			27


									7			26			67


									8			22


									9			11


									10			4			11


									11			4


									12			4


						2016			1			2			4


									2			4


									3			0


									4			1			2


									5			9


									6			5


									7			1			2


									8			6


									9			3


									10			8			7


									11			4


									12			3


						2017			1			4			0


									2			6


									3			1


									4			6			2


									5			1


									6			2


									7			3			7


									8			0


									9			4


									10			5			7


									11			4


									12			0


						2018			1			2			0


									2			2


									3			2


									4			2			3


									5			3


									6			4


									7			4			3


									8			3


									9			0


									10			0			0


									11			4


									12			0


						2019			1			1			2


									2			3


									3			2


									4			1


									5			0


									6			0


									7


									8


									9


									10


									11


									12





標的型攻撃件数の推移


標的型攻撃件数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2015	2016	2017	2018	2019	12	21	27	26	22	11	4	4	4	2	4	0	1	9	5	1	6	3	8	4	3	4	6	1	6	1	2	3	0	4	5	4	0	2	2	2	2	3	4	4	3	0	0	4	0	1	3	2	1	0	0	月





年


標的型攻撃件数





インシデント


						年ネン			月ツキ			インシデント件数ケンスウ			フィッシング			改ざんカイ			マルウエア			スキャン			DoS			制御システムセイギョ			標的型攻撃ヒョウテキガタコウゲキ			その他タ


						2004			4			225			3			4			9			206			0			-			-			3									月ツキ			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			前期比			前年度比ゼンネンドヒ


									5			368			3			1			10			341			0			-			-			13									4-6月ガツ			920			715			661			668			734			1381			3185			1562			3832			9086			4260			4188			3791			5365			3595			4213			-15%			17%


									6			327			2			1			6			312			0			-			-			6									7-9月ガツ			1685			678			713			1028			1493			3141			2761			1676			5266			8284			4388			3748			2801			4811			3409			0			-100%			-100%


									7			543			3			0			4			532			0			-			-			4									10-12月ガツ			1904			855			414			925			642			2229			2638			2339			5293			4788			5606			3169			4122			4735			4488			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									8			497			1			1			6			486			0			-			-			3									1-3月ガツ			1248			794			524			684			684			3193			1883			2535			5692			4529			5485			4143			4856			3857			4972			0			ERROR:#DIV/0!			-100%


									9			645			0			1			2			640			0			-			-			2									総数ソウスウ			5757			3042			2312			3305			3553			9944			10467			8112			20083			26687			19739			15248			15570			18768			16464			4213


									10			470			4			0			4			461			0			-			-			1									前年比ゼンネンヒ			-			-47%			-24%			43%			8%			180%			5%			-22%			148%			33%			-26%			-23%			2%			21%			-12%			-74%


									11			927			7			1			7			910			0			-			-			2									年間ネンカン			4509			3496			2582			3145			3553			7435			11777			7460			16926			27850			18783			16590			14857			19767			15349			9185


									12			507			7			0			6			493			0			-			-			1


						2005			1			455			11			1			8			431			0			-			-			4									インシデントタイプ別分類件数ベツブンルイケンスウ			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3


									2			403			18			0			11			366			0			-			-			8									インシデント分類ブンルイ			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			分類別合計ブンルイベツ						行ラベル			合計 / 分類別合計


									3			390			16			2			4			363			0			-			-			5									フィッシング			614			703			630			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1,947						 			3722


									4			293			23			2			3			252			0			-			-			13									Web サイト改ざんカイ			77			110			69			0			0			0			0			0			0			0			0			0			256						フィッシングサイト			1947			0.2886304296


									5			213			27			3			6			159			0			-			-			18									マルウエア			42			195			55			0			0			0			0			0			0			0			0			0			292						スキャン			1216			0.060764301


									6			209			28			1			9			164			0			-			-			7									スキャン			501			304			411			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1,216						マルウエアサイト			292


									7			194			24			3			1			165			0			-			-			1									DoS			2			2			6			0			0			0			0			0			0			0			0			0			10						Web サイト改ざん			256


									8			266			29			3			2			227			0			-			-			5									制御システム			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0						DoS/DDoS			10


									9			218			24			5			2			186			0			-			-			1									標的型攻撃ヒョウテキガタコウゲキ			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1						標的型攻撃			1


									10			276			34			1			4			218			0			-			-			19									その他			174			179			138			0			0			0			0			0			0			0			0			0			491						その他			491


									11			299			31			1			2			260			0			-			-			5									月別合計ツキベツゴウケイ			1,411			1,493			1,309			0			0			0			0			0			0			0			0			0			4,213						総計			4213


									12			280			37			0			2			229			0			-			-			12


						2006			1			389			27			4			6			199			0			-			-			153


									2			202			31			1			3			145			0			-			-			22


									3			203			26			1			2			157			0			-			-			17


									4			236			54			0			1			134			0			-			-			47


									5			222			60			0			1			117			0			-			-			44


									6			203			49			8			2			89			0			-			-			55


									7			268			57			0			1			68			0			-			-			142


									8			236			47			1			15			86			0			-			-			87


									9			209			55			0			4			65			0			-			-			85


									10			150			53			1			3			57			0			-			-			36


									11			127			36			1			1			57			0			-			-			32


									12			137			31			0			1			78			0			-			-			27


						2007			1			164			48			1			3			81			0			-			-			31


									2			191			102			0			1			57			0			-			-			31


									3			169			58			3			1			77			0			-			-			30


									4			199			37			0			1			77			0			-			-			84


									5			238			51			0			1			86			0			-			-			100


									6			231			49			0			1			75			0			-			-			106


									7			368			97			3			0			140			0			-			-			128


									8			349			54			0			1			234			0			-			-			60


									9			311			57			0			2			201			0			-			-			51


									10			337			50			1			4			222			0			-			-			60


									11			311			45			0			1			207			0			-			-			58


									12			277			68			1			2			154			0			-			-			52


						2008			1			228			50			1			3			112			0			-			-			62


									2			168			63			0			1			49			0			-			-			55


									3			288			75			9			1			139			0			-			-			64


									4			240			37			3			5			130			0			-			-			65


									5			212			46			9			3			98			0			-			-			56


									6			282			55			6			1			122			0			-			-			98


									7			429			35			7			0			51			0			-			-			336


									8			811			50			1			4			54			0			-			-			702


									9			253			65			3			6			56			0			-			-			123


									10			196			69			3			6			30			0			-			-			88


									11			214			63			4			1			49			0			-			-			97


									12			232			47			5			3			69			0			-			-			108


						2009			1			231			51			22			2			49			0			-			-			107


									2			229			78			2			0			58			0			-			-			91


									3			224			53			2			0			64			0			-			-			105


									4			258			55			12			18			91			0			-			-			82


									5			370			49			57			118			72			0			-			-			74


									6			753			96			5			462			115			0			-			-			75


									7			974			94			20			697			104			0			-			-			59


									8			1007			120			1			751			76			0			-			-			59


									9			1160			89			7			706			289			0			-			-			69


									10			805			135			204			326			90			0			-			-			50


									11			754			113			79			427			93			0			-			-			42


									12			670			88			89			396			45			0			-			-			52


						2010			1			861			108			385			258			50			0			-			-			60


									2			948			105			221			419			107			0			-			-			96


									3			1384			160			203			733			165			0			-			-			123


									4			1198			134			205			615			126			0			-			-			118


									5			846			91			108			418			93			0			-			-			136


									6			1141			163			248			445			130			2			-			-			153


									7			844			125			85			385			99			0			-			-			150


									8			939			175			162			332			115			3			-			-			152			horus			iris


									9			978			187			106			248			278			2			-			-			157			107			871


									10			1182			252			117			205			491			4			-			-			113


									11			798			198			35			160			379			0			-			-			26


									12			658			88			47			207			258			0			-			-			58


						2011			1			542			122			17			131			217			0			-			-			55


									2			522			147			12			155			169			3			-			-			36


									3			819			136			20			66			533			0			-			-			64


									4			503			100			6			42			325			1			-			-			29


									5			569			139			10			54			320			0			-			-			46


									6			490			86			18			25			313			0			-			-			48


									7			594			71			14			38			429			0			-			-			42


									8			650			90			28			86			398			0			-			-			48


									9			432			65			31			61			252			0			-			-			23


									10			452			93			46			37			267			1			-			-			8


									11			799			91			65			53			538			0			-			-			52


									12			1088			130			53			41			819			0			-			-			45


						2012			1			790			115			22			50			593			0			-			-			10


									2			731			80			80			50			504			1			-			-			16


									3			1014			129			40			62			726			6			-			-			51


									4			1227			143			26			70			769			4			-			-			215


									5			1505			130			44			82			819			5			-			-			425


									6			1100			94			69			57			693			2			-			-			185


									7			2243			88			370			76			1563			3			-			-			143


									8			1835			95			215			42			1270			2			-			-			211


									9			1188			90			211			84			558			7			-			-			238


									10			1569			130			216			86			833			1			-			-			303


									11			1707			120			315			69			858			3			-			-			342


									12			2017			110			206			58			1103			2			-			-			538


						2013			1			1949			149			325			64			845			1			3			-			562


									2			1836			174			496			53			634			1			0			-			478


									3			1907			151			363			64			900			34			0			-			395


									4			1672			107			314			47			904			61			0			-			239


									5			2951			93			505			135			1237			10			1			-			970


									6			4463			87			1028			197			2488			0			0			-			663


									7			3210			127			1106			43			1556			12			0			-			366


									8			2279			134			687			60			720			0			0			-			678


									9			2795			208			981			53			383			0			0			-			1170


									10			1456			160			627			70			471			5			0			-			123


									11			1772			220			363			110			661			2			0			-			416


									12			1560			221			614			49			428			1			1			-			246


						2014			1			1643			196			663			110			417			3			0			-			254


									2			1190			171			258			46			567			0			0			-			148


									3			1696			190			580			55			735			20			0			-			116


									4			1397			165			364			63			558			50			0			-			197


									5			1401			155			407			72			534			33			0			-			200


									6			1462			189			352			59			519			5			0			-			338


									7			1474			221			388			76			636			7			0			-			146


									8			1203			105			187			123			563			0			0			-			225


									9			1711			91			393			72			749			11			6			-			389


									10			1495			146			321			110			738			1			0			-			179


									11			1707			143			220			96			1130			0			3			-			115


									12			2404			117			240			106			1724			13			0			-			204


						2015			1			2127			225			247			74			1252			23			0			-			306


									2			1695			106			256			84			885			1			4			-			359


									3			1663			135			289			102			843			8			1			-			285


									4			1621			191			209			56			976			61			0			12			116


									5			1320			144			175			59			823			3			4			21			91


									6			1247			156			265			82			643			7			0			27			67


									7			1626			189			244			51			751			13			0			26			352


									8			929			173			133			30			534			1			0			22			36


									9			1193			160			215			38			700			7			0			11			62


									10			1029			163			273			25			509			5			0			4			50


									11			1137			153			292			32			580			3			4			4			69


									12			1003			158			261			27			437			3			8			4			105


						2016			1			994			190			283			29			374			14			8			2			94


									2			1410			267			519			14			457			39			3			4			107


									3			1739			188			466			57			823			33			0			0			172


									4			1497			205			623			71			445			5			6			1			141


									5			1168			201			186			43			576			1			9			9			143


									6			1126			236			256			67			499			5			0			5			58


									7			1012			166			236			157			371			5			2			1			74


									8			873			147			158			49			412			9			2			6			90


									9			916			154			160			131			315			40			1			3			112


									10			1281			139			180			110			709			59			3			8			73


									11			1409			185			314			116			679			2			13			4			96


									12			1432			197			194			150			789			0			8			3			91


						2017			1			1405			191			143			35			869			16			3			4			144


									2			1848			246			590			24			682			58			0			6			242


									3			1603			270			234			32			840			1			1			1			224


									4			1376			225			138			24			751			1			25			6			206


									5			1388			221			155			15			812			1			2			1			181


									6			2601			290			168			20			1884			1			0			2			236


									7			1771			308			75			25			1097			1			0			3			262


									8			1587			363			86			42			827			0			9			0			260


									9			1453			340			93			31			630			6			4			4			345


									10			1522			265			111			26			668			6			9			5			432


									11			1710			301			69			28			687			2			12			4			607


									12			1503			286			96			34			624			0			12			0			451


						2018			1			1424			297			122			24			684			0			2			2			293


									2			1223			311			77			17			618			1			0			2			197


									3			1210			316			69			22			543			0			5			2			253


									4			1131			311			103			29			481			0			0			2			205


									5			1425			495			105			28			596			0			0			3			198


									6			1039			408			112			32			178			0			0			4			305


									7			1081			442			64			28			346			9			0			4			188


									8			1161			447			66			45			463			0			0			3			137


									9			1167			413			95			26			353			1			0			0			279


									10			1623			453			96			29			667			2			0			0			376


									11			1401			568			53			12			433			1			0			4			330


									12			1464			539			93			34			577			4			0			0			217


						2019			1			1649			506			43			25			838			9			0			1			227


									2			1562			591			126			33			587			4			0			3			218


									3			1761			656			60			78			740			0			0			2			225


									4			1411			614			77			42			501			2			0			1			174


									5			1493			703			110			195			304			2			0			0			179


									6			1309			630			69			55			411			6			0			0			138


									7			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									8			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									9			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									10			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									11			0			0			0			0			0			0			0			0			0


									12			0			0			0			0			0			0			0			0			0





インシデント件数の年次推移


総数	


2015	2016	2017	2018	2019	15248	15570	18768	16464	4213	年度


インシデント件数


4-6月	


2015	2016	2017	2018	2019	4188	3791	5365	3595	4213	7-9月	


2015	2016	2017	2018	2019	3748	2801	4811	3409	0	10-12月	


2015	2016	2017	2018	2019	3169	4122	4735	4488	0	1-3月	


2015	2016	2017	2018	2019	4143	4856	3857	4972	0	年


インシデント件数


インシデント分類別件数


フィッシング	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	614	703	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Web サイト改ざん	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	77	110	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	マルウエア	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	42	195	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スキャン	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	501	304	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DoS	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	制御システム	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	標的型攻撃	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	174	179	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	月


インシデント件数


インシデント件数の推移


インシデント件数(2009年7月 - 2010年6月)	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	974	1007	1160	805	754	670	861	948	1384	1198	846	1141	インシデント件数(2010年7月 - 2011年6月)	844	939	978	1182	798	658	542	522	819	503	569	490	月


インシデント件数


フィッシング	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	51	78	53	55	49	96	94	120	89	135	113	88	108	105	160	134	91	163	125	175	187	252	198	88	122	147	136	100	139	86	71	90	65	93	91	130	115	80	129	143	130	94	88	95	90	130	120	110	149	174	151	107	93	87	127	134	208	160	220	221	196	171	190	165	155	189	221	105	91	146	143	117	225	106	135	191	144	156	189	173	160	163	153	158	190	267	188	205	201	236	166	147	154	139	185	197	191	246	270	225	221	290	改ざん	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	22	2	2	12	57	5	20	1	7	204	79	89	385	221	203	205	108	248	85	162	106	117	35	47	17	12	20	6	10	18	14	28	31	46	65	53	22	80	40	26	44	69	370	215	211	216	315	206	325	496	363	314	505	1028	1106	687	981	627	363	614	663	258	580	364	407	352	388	187	393	321	220	240	247	256	289	209	175	265	244	133	215	273	292	261	283	519	466	623	186	256	236	158	160	180	314	194	143	590	234	138	155	168	マルウエア	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2	0	0	18	118	462	697	751	706	326	427	396	258	419	733	615	418	445	385	332	248	205	160	207	131	155	66	42	54	25	38	86	61	37	53	41	50	50	62	70	82	57	76	42	84	86	69	58	64	53	64	47	135	197	43	60	53	70	110	49	110	46	55	63	72	59	76	123	72	110	96	106	74	84	102	56	59	82	51	30	38	25	32	27	29	14	57	71	43	67	157	49	131	110	116	150	35	24	32	24	15	20	スキャン	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	49	58	64	91	72	115	104	76	289	90	93	45	50	107	165	126	93	130	99	115	278	491	379	258	217	169	533	325	320	313	429	398	252	267	538	819	593	504	726	769	819	693	1563	1270	558	833	858	1103	845	634	900	904	1237	2488	1556	720	383	471	661	428	417	567	735	558	534	519	636	563	749	738	1130	1724	1252	885	843	976	823	643	751	534	700	509	580	437	374	457	823	445	576	499	371	412	315	709	679	789	869	682	840	751	812	1884	DoS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	4	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	4	5	2	3	2	7	1	3	2	1	1	34	61	10	0	12	0	0	5	2	1	3	0	20	50	33	5	7	0	11	1	0	13	23	1	8	61	3	7	13	1	7	5	3	3	14	39	33	5	1	5	その他	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	107	91	105	82	74	75	59	59	69	50	42	52	60	96	123	118	136	153	150	152	157	113	26	58	55	36	64	29	46	48	42	48	23	8	52	45	10	16	51	215	425	185	143	211	238	303	342	538	562	478	395	239	970	663	366	678	1170	123	416	246	254	148	116	197	200	338	146	225	389	179	115	204	306	359	285	116	91	67	352	36	62	50	69	105	94	107	172	141	143	58	74	90	112	73	96	91	144	242	224	206	181	236	インシデント分類別件数の割合





集計	


フィッシングサイト	スキャン	マルウエアサイト	Web サイト改ざん	DoS/DDoS	標的型攻撃	 	その他	1947	1216	292	256	10	1	491	


IR REPORT


			2019			1Q


									4月			5月			6月			合計ゴウケイ			前四半期
合計												ポート			4月			5月			6月			合計ゴウケイ									行ラベル			合計 / 合計


						報告件数 (注2)			1,274			1,299			1,257			3,830			4,433			-14%						1			22/tcp			204			127			200			531			531						 			3721


						インシデント件数 （注3）			1,411			1,493			1,309			4,213			4,972			-15%						2			80/tcp			109			74			47			230			230						フィッシングサイト			1947			28.9%


						調整件数（注4）			902			943			960			2,805			2,916			-4%						3			25/tcp			71			54			94			219			219						スキャン			1216


						通知先組織数ツウチサキソシキスウ																								4			445/tcp			48			2			18			68			68						マルウエアサイト			292


																														5			443/tcp			5			14			32			51			51						Webサイト改ざん			256


						インシデント			4月			5月			6月			合計ゴウケイ			前四半期
合計マエシハンキ									6			21/tcp			13			18			2			33			33						DoS/DDoS			10


						フィッシングサイト			614			703			630			1,947			1,753			11%						7			23/tcp			8			14			7			29			29						その他			491


						Webサイト改ざん			77			110			69			256			229			12%						8			2222/tcp			21			4			4			29			29						総計			4212


						マルウエアサイト			42			195			55			292			136			115%						9			7001/tcp			0			5			11			16			16


						スキャン			501			304			411			1,216			2,165			-44%						10			222/tcp			16			0			0			16			16


						DoS/DDoS			2			2			6			10			13			-23%						11			62223/tcp			0			3			12			15			15


						制御システム関連セイギョカンレン			0			0			0			0			0			ERROR:#DIV/0!						12			7443/tcp			0			0			14			14			14


						標的型攻撃ヒョウテキガタコウゲキ			1			0			0			1			6			-83%						13			22222/tcp			13			0			0			13			13


						その他			174			179			138			491			670			-27%						14			8010/tcp			0			0			11			11			11


						keylogger			0			0			0			0												15			6379/tcp			0			0			11			11			11


						incident(check)			1411			1493			1309			4,213			4972									16			5555/tcp			3			3			5			11			11


																														17			8008/tcp			0			0			10			10			10


						フィッシングサイト			4月			5月			6月			本四半期合計
(割合)ホンシハンキゴウケイワリアイ			割合ワリアイ									18			8088/tcp			0			0			9			9			9


						国内ブランドコクナイ			90			128			160			378			19%									19			52869/tcp			5			3			1			9			9


						国外ブランドコクガイ			444			467			344			1,255			64%									20			143/tcp			0			1			8			9			9


						ブランド不明フメイ			80			108			126			314			16%												その他タ			22			9			121			152			152


						月別合計ツキベツゴウケイ			614			703			630			1,947			100%												月別合計ツキベツゴウケイ			538			331			617			1486			1486


						前年度ゼンネンド												1214


																		60%


















































インシデントのカテゴリ別割合

















集計	


フィッシングサイト	スキャン	マルウエアサイト	Webサイト改ざん	DoS/DDoS	 	その他	1947	1216	292	256	10	491	





IR REPORT (EN)


			2018			4Q			Apr			May			Jun


									Apr			May			Jun			Total			Last Qtr. 
Total
									Port			Apr			May			Jun			Total									行ラベル			合計 / Total


						Number of Reports *2			1,274			1,299			1,257			3,830			4,433									22/tcp			255			205			271			731			731						 			3722


						Number of Incident *3			1,411			1,493			1,309			4,213			4,972									80/tcp			111			66			121			298									Phishing Site			1947


						Cases Coordinated *4			902			943			960			2,805			2,916									445/tcp			120			84			56			260									Scan			1216


						通知先組織数ツウチサキソシキスウ																								23/tcp			18			76			116			210									Malware Site			292


																														53/udp			188			0			0			188									Website Defacement			256


						Incident Category			Apr			May			Jun			Total			Last Qtr. 
Total
									25/tcp			47			71			48			166									DoS/DDoS			10


						Phishing Site			614			703			630			1,947			1,753									1433/tcp			42			14			1			57									Targeted attack			1


						Website Defacement			77			110			69			256			229									3306/tcp			0			0			47			47									Other			491


						Malware Site			42			195			55			292			136									222/tcp			0			13			30			43									総計			4213


						Scan			501			304			411			1,216			2,165									2222/tcp			1			12			27			40


						DoS/DDoS			2			2			6			10			13									22222/tcp			0			9			27			36


						ICS Related			0			0			0			0			0									5555/tcp			11			17			6			34


						Targeted attack			1			0			0			1			6									37215/tcp			12			9			9			30


						Other			174			179			138			491			670									443/tcp			14			12			1			27


																														81/tcp			10			9			3			22


																														8080/tcp			17			3			2			22


																														9000/tcp			11			6			0			17


						Phishing Site			Apr			May			Jun			Domestic/
Overseas Total (%)			割合ワリアイ									8443/tcp			12			5			0			17


						Domestic Brand			90			128			160			378			19%									3389/tcp			6			4			4			14


						Overseas Brand			444			467			344			1,255			64%									2323/tcp			4			2			8			14


						Unknown Brand [*5]			80			108			126			314			16%									2004/tcp			0			14			0			14


						Monthly Total			614			703			630			1,947			100%									8181/tcp			5			4			1			10


																														Unknown			39			25			20			84


																														Monthly Total			923			660			798			2381


















































Percentage of Incident by Category




















集計	


Phishing Site	Scan	Malware Site	Website Defacement	DoS/DD	oS	Targeted attack	 	Other	1947	1216	292	256	10	1	491	





新対応状況








												インシデント件数ケンスウ												報告件数ホウコクケンスウ									調整件数チョウセイケンスウ


												4,213			件ケン									3,830			件ケン						2,805			件ケン














												フィッシングサイト												通知を行った件数ツウチオコナケンスウ									国内への通知コクナイツウチ									対応日数（営業日）タイオウニッスウエイギョウビ															通知不要ツウチフヨウ																		フィッシング			1077


												1,947			件ケン									1,077			件ケン						41%									0～3日ニチ			65%												870			件ケン															国内への通知コクナイツウチ			444


																								- サイトの稼働を確認																		4～7日ニチ			16%												- サイトを確認できないカクニン																		海外への通知カイガイツウチ			633


																																	海外への通知カイガイツウチ									8～10日ニチ			4%


																																	59%									11日以上ニチイジョウ			15%

















												Web サイト改ざん												通知を行った件数ツウチオコナケンスウ									国内への通知コクナイツウチ									対応日数（営業日）タイオウニッスウエイギョウビ															通知不要ツウチフヨウ																		Web サイト改ざん			176			0.875


												256			件ケン									176			件ケン						88%									0～3日ニチ			15%												80			件ケン															国内への通知コクナイツウチ			154


																								- サイトの改ざんを確認カイ																		4～7日ニチ			27%												- サイトを確認できないカクニン																		海外への通知カイガイツウチ			22


																								- 脅威度が高いキョウイドタカ									海外への通知カイガイツウチ									8～10日ニチ			18%												- 当事者へ連絡が届いているトウジシャレンラクトド


																																	12%									11日以上ニチイジョウ			40%												- 情報提供であるジョウホウテイキョウ


																																																									- 脅威度が低いキョウイドヒク

















												マルウエアサイト												通知を行った件数ツウチオコナケンスウ									国内への通知コクナイツウチ									対応日数（営業日）タイオウニッスウエイギョウビ															通知不要ツウチフヨウ																		マルウエアサイト			180


												292			件ケン									180			件ケン						65%									0～3日ニチ			28%												112			件ケン															国内への通知コクナイツウチ			117


																								- サイトの稼働を確認																		4～7日ニチ			27%												- サイトを確認できないカクニン																		海外への通知カイガイツウチ			63


																								- 脅威度が高いキョウイドタカ									海外への通知カイガイツウチ									8～10日ニチ			9%												- 当事者へ連絡が届いているトウジシャレンラクトド


																																	35%									11日以上ニチイジョウ			36%												- 情報提供であるジョウホウテイキョウ


																																																									- 脅威度が低いキョウイドヒク

















												スキャン												通知を行った件数ツウチオコナケンスウ									国内への通知コクナイツウチ																								通知不要ツウチフヨウ																		スキャン			269


												1,216			件ケン									269			件ケン						69%																								947			件ケン															国内への通知コクナイツウチ			186


																								- 詳細なログがあるショウサイ																																	- ログに十分な情報がないジュウブンジョウホウ																		海外への通知カイガイツウチ			83


																								- 連絡を希望されているレンラクキボウ									海外への通知カイガイツウチ																								- 当事者へ連絡が届いているトウジシャレンラクトド


																																	31%																								- 情報提供であるジョウホウテイキョウ

















												DoS/DDoS												通知を行った件数ツウチオコナケンスウ									国内への通知コクナイツウチ																								通知不要ツウチフヨウ																		DoS/DDoS			7


												10			件ケン									7			件ケン						86%																								3			件ケン															国内への通知コクナイツウチ			6


																								- 詳細なログがあるショウサイ																																	- ログに十分な情報がないジュウブンジョウホウ																		海外への通知カイガイツウチ			1


																								- 連絡を希望されているレンラクキボウ									海外への通知カイガイツウチ																								- 当事者へ連絡が届いているトウジシャレンラクトド


																																	14%																								- 情報提供であるジョウホウテイキョウ

















												制御システム関連												通知を行った件数ツウチオコナケンスウ									国内への通知コクナイツウチ																								通知不要ツウチフヨウ																		制御システム関連			0


												0			件ケン									0			件ケン						-																								0			件ケン															国内への通知コクナイツウチ			0


																																																																											海外への通知カイガイツウチ			0


																																	海外への通知カイガイツウチ


																																	-

















												標的型攻撃												通知を行った件数ツウチオコナケンスウ									国内への通知コクナイツウチ																								通知不要ツウチフヨウ																		標的型攻撃			0


												1			件ケン									0			件ケン						-																								1			件ケン															国内への通知コクナイツウチ			0


																								- 攻撃の被害を確認したヒガイ																																	- 十分な情報がない																		海外への通知カイガイツウチ			0


																								- 攻撃に使われたインフラコウゲキツカ									海外への通知カイガイツウチ																								- 現状では脅威がない


																								　を確認した									-

















												その他												通知を行った件数ツウチオコナケンスウ									国内への通知コクナイツウチ																								通知不要ツウチフヨウ																		その他			161


												491			件ケン									161			件ケン						71%																								330			件ケン															国内への通知コクナイツウチ			115


																								-脅威度が高いキョウイドタカ																																	- 当事者へ連絡が届いているトウジシャレンラクトド																		海外への通知カイガイツウチ			46


																								-連絡を希望されているレンラクキボウ									海外への通知カイガイツウチ																								- 情報提供であるジョウホウテイキョウ


																																	29%																								- 脅威度が低いキョウイドヒク











																																																																								対応日数タイオウニッスウ


																																																																											phishing												intrusion												malware


																																																																								null			0									NULL			0									null			0


																																																																								0			90			7.6%						0			5			3.2%						0			11			6.0%


																																																																								1			384			32.4%						1			14			8.9%						1			21			11.5%


																																																																								2			119			10.0%						2			2			1.3%						2			4			2.2%


																																																																								3			172			14.5%						3			3			1.9%						3			15			8.2%


																																																																								4			78			6.6%						4			10			6.3%						4			10			5.5%


																																																																								5			33			2.8%						5			13			8.2%						5			13			7.1%


																																																																								6			34			2.9%						6			7			4.4%						6			13			7.1%


																																																																								7			51			4.3%						7			13			8.2%						7			14			7.7%


																																																																								8			24			2.0%						8			17			10.8%						8			9			4.9%


																																																																								9			9			0.8%						9			6			3.8%						9			5			2.7%


																																																																								10			17			1.4%						10			5			3.2%						10			3			1.6%


																																																																								11			15			1.3%						11			4			2.5%						11			6			3.3%


																																																																								12			22			1.9%						12			3			1.9%						12			9			4.9%


																																																																								13			17			1.4%						13			6			3.8%						13			4			2.2%


																																																																								14			26			2.2%						14			3			1.9%						14			4			2.2%


																																																																								15			13			1.1%						15			1			0.6%						15			1			0.5%


																																																																								16			21			1.8%						16			2			1.3%						16			7			3.8%


																																																																								17			2			0.2%						17			1			0.6%						17			4			2.2%


																																																																								18			1			0.1%						19			1			0.6%						18			5			2.7%


																																																																								19			7			0.6%						20			3			1.9%						20			1			0.5%


																																																																								20			7			0.6%						21			3			1.9%						21			1			0.5%


																																																																								21			6			0.5%						22			3			1.9%						22			1			0.5%


																																																																								22			4			0.3%						23			4			2.5%						23			1			0.5%


																																																																								23			9			0.8%						24			3			1.9%						26			1			0.5%


																																																																								24			3			0.3%						25			3			1.9%						27			1			0.5%


																																																																								25			1			0.1%						26			1			0.6%						28			1			0.5%


																																																																								26			6			0.5%						27			1			0.6%						29			2			1.1%


																																																																								27			1			0.1%						28			1			0.6%						30			1			0.5%


																																																																								28			2			0.2%						30			1			0.6%						31			1			0.5%


																																																																								33			1			0.1%						32			1			0.6%						34			2			1.1%


																																																																								36			1			0.1%						35			6			3.8%						35			5			2.7%


																																																																								37			2			0.2%						41			4			2.5%						37			2			1.1%


																																																																								39			1			0.1%						44			5			3.2%						40			2			1.1%


																																																																								40			1			0.1%						45			1			0.6%						52			3			1.6%


																																																																								41			2			0.2%						60			2			1.3%


																																																																								42			1			0.1%


																																																																								51			1			0.1%


																																																																								56			1			0.1%


																																																																											1185			100.0%									158			100.0%									183			100.0%








																																																																								0～3日ニチ			765			64.56%						0～3日ニチ			24			15.19%						0～3日ニチ			51			27.87%


																																																																								4～7日ニチ			196			15.54%						4～7日ニチ			43			27.22%						4～7日ニチ			50			27.32%


																																																																								8～10日ニチ			50			4.22%						8～10日ニチ			28			17.72%						8～10日ニチ			17			9.29%


																																																																								11日以上ニチイジョウ			174			14.68%						11日以上ニチイジョウ			63			39.87%						11日以上ニチイジョウ			65			35.52%


																																																																											1185			99.00%									158			100.00%									183			100.00%








新対応状況 (EN)








												No.Incidents												No.Reports									Coordinated


												4213												3830									2805














												Phishing Site												Incidents Notified									Domestic 									Time (business days)															Notification Unnecessary


												1947												1077									41%									0～3days			65%												870


																								- Site Operation Verified																		4～7days			16%												- Site could not be verified


																																	Overseas									8～10days			4%


																																	59%									11days(more than)			15%

















												Web defacement												Incidents Notified									Domestic 									Time (business days)															Notification Unnecessary


												256												176									88%									0～3days			15%												80


																								- Verified defacement of site																		4～7days			27%												- Could not verify site


																								- High level threat									Overseas									8～10days			18%												- Party has been notified


																																	12%									11days(more than)			40%												- Information sharing


																																																									- Low level theat

















												Malware Site												Incidents Notified									Domestic 									Time (business days)															Notification Unnecessary


												292												180									65%									0～3days			28%												112


																								- Site operation verified																		4～7days			27%												- Could not verify site


																								- High level threat									Overseas									8～10days			9%												- Party has been notified


																																	35%									11days(more than)			36%												- Information sharing


																																																									- Low level theat

















												Scan												Incidents Notified									Domestic 																								Notification Unnecessary


												1216												269									69%																								947


																								- Detailed logs																																	- Incomplete logs


																								- Notification desired									Overseas																								- Party has been notified


																																	31%																								- Information Sharing

















												DoS/DDoS												Incidents Notified									Domestic 																								Notification Unnecessary


												10												7									86%																								3


																								- Detailed logs																																	- Incomplete logs


																								- Notification desired									Overseas																								- Party has been notified


																																	14%																								- Information Sharing

















												ICS Related												Incidents Notified									Domestic 																								Notification Unnecessary


												0												0									-																								0





																																	Overseas


																																	-

















												Targeted attack												Incidents Notified									Domestic 																								Notification Unnecessary


												1												0									-																								1


																								- Verified evidence of attack																																	- Insufficient information


																								- Verified infrastructure for									Overseas																								- Currently no threat


																								   attack									-

















												Other												Incidents Notified									Domestic 																								Notification Unnecessary


												491												161									71%																								330


																								-High level threat																																	- Party hasnbeen notified


																								-Notification desired									Overseas																								- Information Sharing


																																	29%																								- Low level threat




















ブランド 


			brand_name			brand_category			is_jp			count(brand.name)			2019			1Q


			Apple ID			Eコマース			0			612						1947


			Amazon			Eコマース			0			376						1633


			-			NULL			0			314


			docomo			通信事業者			1			59


			PayPal			金融			0			58


			三菱UFJニコス			金融			1			43


			Microsoft			企業			0			26


			Netflix			企業			0			25


			ヤマト運輸			企業			1			25


			au			通信事業者			1			22


			Monster Strike			ゲーム			1			19


			softbank			通信事業者			1			16


			Office365			その他			0			14


			ゆうちょ銀行			金融			1			14


			LINE			SNS			1			13


			さくらインターネット			通信事業者			1			12


			BBIQ			通信事業者			1			10


			GOV.UK			政府機関			0			10


			三井住友カード			金融			1			10


			日本郵便			企業			1			10


			MyEtherWallet			金融			0			9


			OCN			通信事業者			1			9


			三井住友銀行			金融			1			9


			indeed			その他			1			8


			Wells Fargo			金融			0			8


			CIBC			金融			0			7


			SAISON CARD			金融			1			7


			楽天			企業			1			6


			American Express			金融			0			5


			BAN-BANネットワークス			通信事業者			1			5												is_jp			0												is_jp			1


			goo			ポータル			1			5


			MEGA EGG			通信事業者			1			5												行ラベル			合計 / count(brand.name)												行ラベル			合計 / count(brand.name)


			UNIQLO			Eコマース			1			5												ｸﾞﾙｰﾌﾟ2			1217												ｸﾞﾙｰﾌﾟ2			368


			Bank of America			金融			0			4												E-Commerce			993												Communication Carriers			151


			Blockchain			金融			0			4												Financial			147												Financial			108


			Desjardins			金融			0			4												Business			59												Business			52


			OneDrive			その他			0			4												Communication Carriers			11												Game			19


			メルカリ			Eコマース			1			4												SNS			4												SNS			13


			佐川急便			企業			1			4												Portal			2												Academic			10


			ABSA			金融			0			3												Academic			1												E-Commerce			9


			BIGLOBE			通信事業者			1			3												ｸﾞﾙｰﾌﾟ1			38												Portal			6


			DHL			企業			0			3												Other			27												ｸﾞﾙｰﾌﾟ1			10


			Dropbox			その他			0			3												Government			11												Other			10


			Interac			金融			0			3												総計			1255												総計			378


			Linked in			SNS			0			3


			Nets			金融			0			3


			TV Licensing			通信事業者			0			3


			YAMAHA			企業			1			3


			お仕事ピカラウェブメール			通信事業者			1			3


			アイフル			金融			1			3


			三菱UFJ銀行			金融			1			3


			楽天カード			金融			1			3


			1&1 Internet			通信事業者			0			2


			Active!mail			その他			1			2


			Alibaba.com			Eコマース			0			2


			Americanas			Eコマース			0			2


			BBVA			金融			0			2


			Bendigo Bank			金融			0			2


			Diners Club			金融			0			2


			JCB			金融			1			2


			NatWest			金融			0			2


			Navy Federal Credit Union			金融			0			2


			New Zealand Post			企業			0			2


			Squarespace			企業			0			2


			Suncorp Bank			金融			0			2


			TOKAIネットワーククラブ			通信事業者			1			2


			VISA			金融			0			2


			WeTransfer			その他			0			2


			セブン銀行			金融			1			2


			ヤマトフィナンシャル			金融			1			2


			住友電気工業株式会社			企業			1			2


			名古屋大学			学術系			1			2


			大阪大学			学術系			1			2


			慶応義塾大学			学術系			1			2												is_jp			0												is_jp			1


			札幌医科大学			学術系			1			2


			Abbey			金融			0			1												行ラベル			合計 / count(brand.name)												行ラベル			合計 / count(brand.name)


			Adobe			企業			0			1												 			1217												　			368


			airbnb			Eコマース			0			1												Eコマース			993												通信事業者			151


			ARNES			通信事業者			0			1												金融			147												金融			108


			Aruba S.p.A.			通信事業者			0			1												企業			59												企業			52


			ATB Financial			金融			0			1												通信事業者			11												ゲーム			19


			BancoEstado			金融			0			1												SNS			4												SNS			13


			Bank Of Montreal			金融			0			1												ポータル			2												学術系			10


			BDO Unibank			金融			0			1												学術系			1												Eコマース			9


			BINANCE			金融			0			1												その他			38												ポータル			6


			BNP Paribas			金融			0			1												総計			1255												その他			10


			Bradesco			金融			0			1																											総計			378


			Canada Revenue Agency			政府機関			0			1


			Charles Schwab			金融			0			1


			CHASE			金融			0			1


			Daum			通信事業者			0			1


			Deutsche Telekom AG			通信事業者			0			1


			DocuSign			その他			0			1


			eNETS			学術系			0			1


			eoWEBメール			通信事業者			1			1


			Facebook			SNS			0			1


			Fidelity			金融			0			1


			GMOコイン			金融			1			1


			heteml			通信事業者			1			1


			iCloud			その他			0			1


			ING			金融			0			1


			JPMorgan Chase & Co.			金融			0			1


			MyLink			金融			1			1


			National Bank of Canada			金融			0			1


			NET EASE			ポータル			0			1


			NetBank			金融			0			1


			NICOS			金融			1			1


			nifty			通信事業者			1			1


			NTTイフ			企業			1			1


			Outlook.com			その他			0			1


			OVH			通信事業者			0			1


			RBC Royal Bank			金融			0			1


			Scotiabank			金融			0			1


			Simplii Financial			金融			0			1


			Standard Bank			金融			0			1


			Sure			通信事業者			0			1


			TARGOBANK			金融			0			1


			TD Bank			金融			0			1


			Thailand Post			その他			0			1


			Tinkoff Bank			金融			0			1


			TS CUBIC CARD			金融			1			1


			TSB bank			金融			0			1


			UniCredit Banca			金融			0			1


			Vpass			金融			1			1


			Westpac			金融			0			1


			Yahoo!			ポータル			0			1


			Yahoo! JAPAN			ポータル			1			1


			ちょコムクレジット			金融			1			1


			ぷらら			通信事業者			1			1


			イオンカード			金融			1			1


			クレディセゾン			金融			1			1


			ペイジェント			企業			1			1


			マネースクエア			金融			1			1


			九州大学			学術系			1			1


			千葉銀行			金融			1			1


			宇都宮大学			学術系			1			1


			山口ケーブルビジョン			通信事業者			1			1





Percentage of Phishing Sites
by Overseas Industry






























































集計	


E-Commerce	Financial	Business	Communication Carriers	SNS	Portal	Academic	Other	Government	ｸﾞﾙｰﾌﾟ2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ1	993	147	59	11	4	2	1	27	11	Percentage of Phishing Sites
by Domestic Industry
















































































集計	


Communication Carriers	Financial	Business	Game	SNS	Academic	E-Commerce	Portal	Other	ｸﾞﾙｰﾌﾟ2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ1	151	108	52	19	13	10	9	6	10	国外ブランドフィッシングサイトの


ブランド種別割合






































集計	


Eコマース	金融	企業	通信事業者	SNS	ポータル	学術系	 	その他	993	147	59	11	4	2	1	38	


国内ブランドフィッシングサイトの


ブランド種別割合





























[分類名]


[パーセンテージ]














集計	[分類名]
[パーセンテージ]

通信事業者	金融	企業	ゲーム	SNS	学術系	Eコマース	ポータル	　	その他	151	108	52	19	13	10	9	6	10	



対応日数


			フィッシング 経過日数と稼働状況ケイカニッスウカドウジョウキョウ


			(2018/04/01 - 2019/3/31)


						フィッシングサイト停止時間テイシジカン			JPCERT/CC からの通知後の
フィッシングサイト停止状況ツウチゴテイシジョウキョウ			稼働状況カドウジョウキョウ


						受領日ジュリョウビ			6.46%			94%


						1日後ヒゴ			34.33%			65.67%


						2日後ヒゴ			52.94%			47.06%


						3日後ヒ			66.98%			33.02%


						4日後ヒ			77.54%			22.46%


						5日後ヒ			84.24%			15.76%


						6日後ヒ			88.10%			11.90%


						7日後ヒ			90.51%			9.49%


						8日後ヒ			92.94%			7.06%


						9日後ヒ			94.46%			5.54%


						10日後ヒ			95.50%			4.50%


						11日後ヒ			96.47%			3.53%


						12日後ヒ			96.97%			3.03%


						13日後ヒ			97.49%			2.51%


						14日後ヒ			97.73%			2.27%


						15日後ヒ			97.91%			2.09%





						0			247


						1			1066


						2			712


						3			537


						4			404


						5			256


						6			148


						7			92


						8			93


						9			58


						10			40


						11			37


						12			19


						13			20


						14			9


						15			7


						16			9


						17			7


						18			8


						19			11


						20			5


						21			7


						22			2


						23			1


						24			2


						25			7


						26			1


						27			3


						28			3


						30			1


						31			1


						39			2


						41			2


						44			1


						53			1


						58			1


						66			1


						71			1


						80			1


						89			1


						176			1


						合計ゴウケイ			3825





JPCERT/CC からの通知後のフィッシングサイトの稼働状況


稼働状況	受領日	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	0.93542483660130715	0.65673202614379078	0.47058823529411764	0.33019607843137255	0.22457516339869277	0.15764705882352936	0.11895424836601309	9.4901960784313677E-2	7.0588235294117618E-2	5.5424836601307148E-2	4.4967320261437904E-2	3.5294117647058809E-2	3.0326797385620941E-2	2.5098039215686319E-2	2.274509803921565E-2	2.0915032679738599E-2	


年次報告書


			2016年度ネンド																		報告元ドメインホウコクモト			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3


									今年コトシ			前年マエネン			比率ヒリツ						tld			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			tld別
合計ベツゴウケイ						port			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3			total						報告元ドメインホウコクモト																					調整先ドメインチョウセイサキ


						報告件数ホウコクケンスウ			20019			8485			236%						jp			414			508			482			581			525			464			487			547			522			442			502			539			6013						22/tcp			244			256			63			136			190			132			218			94			222			255			205			271			2286						ai			aoh			au			br			ca			cf						ae			ag			al			am			ar			asia


						インシデント件数ケンスウ			20083			8112			248%						com			225			358			298			288			276			403			577			502			232			430			381			422			4392						80/tcp			22			77			52			96			105			65			196			117			103			111			66			121			1131						cn			co			com			cu			cz			de						at			au			ba			bd			be			bg


						調整件数チョウセイケンスウ			5606			2802			200%						de			372			436			174			216			262			259			292			252			344			530			303			450			3890						25/tcp			88			142			2			34			54			60			86			76			60			47			71			48			768						ee			es			eu			fi			flights			fr						biz			br			bs			ca			cat			cc


																					net			45			49			44			54			37			27			43			36			66			36			33			35			505																																																			ga			gov			gyhvvncpatq			hd			hr			hu						center			ch			cl			cn			co			com


						フィッシングサイト			1474			1189			124%						org			64			33			52			54			48			55			30			41			33			17			20			43			490						報告元ホウコクモト																																													il			in			it			jcb			jp			ke						cr			cy			cz			de			dk			do


						国内ブランドコクナイ			311			272			114%																																																			tld			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			総数						kh			kr			kz			lb			lt			lv						ec			email			es			eu			fr			gd


						国外ブランドコクガイ			898			757			119%						調整先ドメインチョウセイサキ																																													jp			414			508			482			581			525			464			487			547			522			442			502			539			6013						mketybdilqeszu			ml			my			net			nl			np						gov			gr			gs			gt			hk			hr


						不明フメイ			265			160			166%						tld			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			合計ゴウケイ						com			225			358			298			288			276			403			577			502			232			430			381			422			4392						nu			nz			org			pe			ph			pl						hu			id			ie			il			im			in


																					com			294			419			412			396			429			336			424			473			394			335			522			513			4947						de			372			436			174			216			262			259			292			252			344			530			303			450			3890						pt			ru			sg			sk			th			tw						info			io			ir			is			it			jp


						Webサイト改ざん			1162			1283			91%						jp			275			325			286			245			350			268			368			254			373			330			415			424			3913						net			45			49			44			54			37			27			43			36			66			36			33			35			505						ua			uk			uz			vu			xyz			za						kr			kz			lk			lt			lv			md


						マルウエアサイト			3367			5311			63%						net			38			85			58			66			87			70			108			86			114			77			77			58			924						org			64			33			52			54			48			55			30			41			33			17			20			43			490																											me			mk			mm			ms			mx			my


						スキャン			2888			1297			223%						tw			7			54			56			71			58			42			58			17			6			7			18			16			410						it			23			26			28			29			5			28			33			31			20			25			27			29			304																											net			nl			no			org			pa			pe


						DoS			14			0			ERROR:#DIV/0!						it			33			8			10			19			16			7			5			6			7			2			1			6			120						es			1			6			39			20			8			80			8			11			6			8			8			7			202						列1																					ph			pk			pl			pm			pt			py


						その他タ			1218			841			145%																																																			au			8			16			16			28			23			5			9			6			6			5			6			11			139						ai																					ro			rs			ru			sa			se			sg


																																																																		ke			0			1			0			1			26			26			32			15			3			20			2			0			126						aoh																					sk			t			th			tl			tn			to


																					フィッシングサイト(ホスト)件数ケンスウ																																													tw			3			18			7			8			1			1			6			1			6			3			46			13			113						au																					top			tr			tv			tw			ua			uk


																					年度			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			合計ゴウケイ						sg			8			3			5			1			1			2			7			4			0			4			3			2			40						br																					university			us			ve			vg			vn			ws


																					2004			3			3			2			3			1			0			4			7			7			11			18			16			75						ru			0			1			2			2			8			5			1			1			2			0			8			1			31						ca																					za


																					2005			23			27			28			24			29			24			34			31			37			27			31			26			0						br			3			3			0			0			5			4			2			1			1			2			3			0			24						cf


																					2006			54			60			49			57			47			55			53			36			31			48			102			58			650						uk			3			0			1			6			1			0			1			9			0			0			2			1			24						cn


																					2007			37			51			49			97			54			57			50			45			68			50			63			75			696						pl			3			3			4			9			2			0			0			0			0			0			0			0			21						co																					列1


																					2008			37			46			55			35			50			65			69			63			47			51			78			53			649						cn			1			1			2			0			0			3			0			3			0			4			0			0			14						com																					ae


																					2009			55			49			96			94			120			89			135			113			88			108			105			160			1212						kr			0			0			3			0			0			0			2			0			1			2			0			1			9						cu																					ag


																																																																		ua			0			0			0			3			2			1			0			0			0			1			0			1			8						cz																					al


																					スキャン対象ポート別インシデント件数																																													il			1			1			1			0			2			0			0			0			1			0			0			0			6						de																					am


																					ポート			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			総数						ca			2			0			0			0			0			1			2			0			0			0			0			0			5						ee																					ar


																					22/tcp			244			256			63			136			190			132			218			94			222			255			205			271			2286						gov			0			0			2			1			1			0			0			0			0			0			0			0			4						es																					asia


																					80/tcp			22			77			52			96			105			65			196			117			103			111			66			121			1131						in			0			0			1			0			0			0			1			0			0			1			0			1			4						eu																					at


																					25/tcp			88			142			2			34			54			60			86			76			60			47			71			48			768						cu			0			0			0			2			0			0			0			1			0			0			0			0			3						fi																					au


																																																																		hu			0			0			0			0			0			1			0			0			0			1			1			0			3						flights																					ba


																																																																		my			1			0			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			3						fr																					bd


																																																																					0			0			0			0			0			0			0			1			1			0			0			0			2						ga																					be


																																																																		cz			0			0			0			0			0			1			0			1			0			0			0			0			2						gov																					bg


																																																																		ee			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			1			2						gyhvvncpatq																					biz


																																																																		fr			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			2						hd																					br


																																																																		ga			0			0			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			2						hr																					bs


																																																																		kh			0			0			0			0			0			0			0			2			0			0			0			0			2						hu																					ca


																																																																		kz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			1			2						il																					cat


																																																																		nu			0			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0			2						in																					cc


																																																																		ph			0			0			0			0			0			0			1			0			1			0			0			0			2						it																					center


																																																																		pt			0			1			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			2						jcb																					ch


																																																																		ai			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1						jp																					cl


																																																																		aoh			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			1						ke																					cn


																																																																		cf			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			1						kh																					co


																																																																		co			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			1						kr																					com


																																																																		eu			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			1						kz																					cr


																																																																		fi			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1						lb																					cy


																																																																		flights			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			1						lt																					cz


																																																																		gyhvvncpatq			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			1						lv																					de


																																																																		hd			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			1						mketybdilqeszu																					dk


																																																																		hr			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1						ml																					do


																																																																		jcb			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			1						my																					ec


																																																																		lb			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			1						net																					email


																																																																		lt			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			1						nl																					es


																																																																		lv			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1						np																					eu


																																																																		mketybdilqeszu			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			1						nu																					fr


																																																																		ml			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1						nz																					gd


																																																																		nl			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1						org																					gov


																																																																		np			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			1						pe																					gr


																																																																		nz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1						ph																					gs


																																																																		pe			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			1						pl																					gt


																																																																		sk			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			1						pt																					hk


																																																																		th			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			1						ru																					hr


																																																																		uz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			1						sg																					hu


																																																																		vu			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			1						sk																					id


																																																																		xyz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1						th																					ie


																																																																		za			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1						tw																					il


																																																																																																															ua																					im


																																																																		通知先ツウチサキ																																													uk																					in


																																																																		tld			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3			total						uz																					info


																																																																		com			294			419			412			396			429			336			424			473			394			335			522			513			4,947						vu																					io


																																																																		jp			275			325			286			245			350			268			368			254			373			330			415			424			3,913						xyz																					ir


																																																																		net			38			85			58			66			87			70			108			86			114			77			77			58			924						za																					is


																																																																		tw			7			54			56			71			58			42			58			17			6			7			18			16			410																											it


																																																																		it			33			8			10			19			16			7			5			6			7			2			1			6			120																											jp


																																																																		ru			10			11			8			15			3			5			2			17			11			9			14			13			118																											kr


																																																																		de			7			9			5			6			5			11			7			11			5			4			8			25			103																											kz


																																																																		org			10			3			3			5			2			2			11			17			6			8			16			14			97																											lk


																																																																		cn			3			2			6			10			10			8			14			7			13			11			9			3			96																											lt


																																																																		au			4			5			2			3			3			10			26			16			4			3			5			9			90																											lv


																																																																		gov			3			7			7			6			24			7			8			2			5			9			3			5			86																											md


																																																																		cc			16			16			12			16			9			0			1			3			0			1			0			3			77																											me


																																																																		kr			7			3			0			1			24			6			4			12			2			1			4			3			67																											mk


																																																																		id			1			0			7			14			8			9			2			1			4			10			5			5			66																											mm


																																																																		vn			3			0			5			3			8			9			6			2			16			0			7			6			65																											ms


																																																																		my			2			4			6			3			5			5			5			3			1			1			2			6			43																											mx


																																																																		hk			0			4			1			5			2			1			3			1			4			5			4			6			36																											my


																																																																		nl			2			9			3			1			1			3			6			5			0			0			4			1			35																											net


																																																																		ca			3			0			6			4			0			0			5			3			0			6			2			0			29																											nl


																																																																		in			1			1			1			0			0			1			4			2			1			6			3			7			27																											no


																																																																		mx			0			2			2			0			0			0			0			0			2			5			13			1			25																											org


																																																																		hu			4			2			0			0			0			0			0			2			4			4			1			3			20																											pa


																																																																		info			0			0			1			0			1			0			1			3			0			0			5			8			19																											pe


																																																																		fr			1			2			4			0			3			0			4			0			2			2			0			0			18																											ph


																																																																		cl			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			7			9			17																											pk


																																																																		gr			2			3			0			0			9			0			0			0			1			1			0			0			16																											pl


																																																																		tl			0			0			0			0			2			3			4			7			0			0			0			0			16																											pm


																																																																		br			1			4			0			1			0			0			0			4			4			0			1			0			15																											pt


																																																																		us			1			0			0			0			2			0			2			1			0			3			4			2			15																											py


																																																																		tr			1			0			0			3			1			0			1			1			1			3			1			2			14																											ro


																																																																		pl			1			1			0			0			2			0			4			0			1			1			0			3			13																											rs


																																																																		ua			0			2			0			1			2			1			0			1			2			4			0			0			13																											ru


																																																																		uk			0			2			2			2			2			0			0			0			1			3			1			0			13																											sa


																																																																		am			0			0			0			2			0			7			3			0			0			0			0			0			12																											se


																																																																		co			0			1			0			2			1			0			1			0			3			3			1			0			12																											sg


																																																																		es			0			0			0			0			0			0			4			0			5			0			2			1			12																											sk


																																																																		th			0			1			4			0			0			1			1			1			0			3			0			1			12																											t


																																																																		email			0			6			3			0			0			1			0			0			0			0			1			0			11																											th


																																																																		pt			2			0			0			4			0			0			0			0			2			1			1			1			11																											tl


																																																																		sg			0			0			2			1			0			1			0			0			0			5			1			1			11																											tn


																																																																		sk			5			3			0			0			0			0			0			0			3			0			0			0			11																											to


																																																																		eu			1			0			1			0			1			2			2			0			0			2			1			0			10																											top


																																																																		lt			0			0			0			1			0			0			0			7			0			0			2			0			10																											tr


																																																																		ro			0			1			3			0			1			1			2			0			2			0			0			0			10																											tv


																																																																		tn			0			0			3			1			1			0			0			0			0			5			0			0			10																											tw


																																																																		ba			3			0			0			0			0			0			0			0			2			3			0			1			9																											ua


																																																																		bg			0			7			0			0			0			0			0			0			2			0			0			0			9																											uk


																																																																		ch			0			1			0			0			3			0			1			1			0			0			3			0			9																											university


																																																																		io			0			1			1			1			1			2			0			0			2			0			0			0			8																											us


																																																																		asia			0			0			0			0			0			0			0			1			0			2			3			1			7																											ve


																																																																		biz			0			0			2			0			3			0			1			0			1			0			0			0			7																											vg


																																																																		cz			1			0			4			0			0			0			0			0			1			0			0			1			7																											vn


																																																																		dk			0			3			0			0			2			1			0			0			0			0			0			0			6																											ws


																																																																		ie			0			0			4			1			0			0			0			0			1			0			0			0			6																											za


																																																																		pe			0			0			0			0			0			1			2			2			1			0			0			0			6


																																																																		za			0			0			0			1			0			0			1			1			0			2			0			1			6


																																																																		me			0			0			0			1			2			0			2			0			0			0			0			0			5


																																																																		ec			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			3			0			4


																																																																		gs			0			0			0			0			0			0			0			0			0			4			0			0			4


																																																																		kz			0			0			2			1			0			0			0			0			1			0			0			0			4


																																																																		sa			0			0			2			1			0			0			0			0			1			0			0			0			4


																																																																		ar			0			0			1			0			0			0			1			0			0			1			0			0			3


																																																																		gt			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			1			0			3


																																																																		ms			0			3			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			3


																																																																		no			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			2			3


																																																																		se			0			0			0			0			1			0			0			1			0			1			0			0			3


																																																																		tv			1			0			0			0			1			1			0			0			0			0			0			0			3


																																																																		bd			0			0			0			0			0			0			0			2			0			0			0			0			2


																																																																		be			0			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0			2


																																																																		bs			1			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			2


																																																																		hr			0			0			0			0			1			0			0			0			1			0			0			0			2


																																																																		ir			1			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			2


																																																																		lk			0			0			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			2


																																																																		lv			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			2


																																																																		py			0			0			0			0			1			0			1			0			0			0			0			0			2


																																																																		vg			0			0			0			0			0			0			0			0			0			2			0			0			2


																																																																		ae			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		ag			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			1


																																																																		al			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			1


																																																																		at			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		cat			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			1


																																																																		center			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		cr			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		cy			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		do			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			1


																																																																		gd			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			1


																																																																		il			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		im			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			1


																																																																		is			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		md			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		mk			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			1


																																																																		mm			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			1


																																																																		pa			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		ph			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			1


																																																																		pk			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			1


																																																																		pm			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			1


																																																																		rs			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			1


																																																																		t			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			1


																																																																		to			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			1


																																																																		top			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		university			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			1


																																																																		ve			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			0			1


																																																																		ws			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0			1





報告元ドメイン(TOP5)


jp	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	414	508	482	581	525	464	487	547	522	442	502	539	com	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	225	358	298	288	276	403	577	502	232	430	381	422	de	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	372	436	174	216	262	259	292	252	344	530	303	450	net	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	45	49	44	54	37	27	43	36	66	36	33	35	org	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	64	33	52	54	48	55	30	41	33	17	20	43	月


報告件数


調整先ドメイン(TOP5)


com	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	294	419	412	396	429	336	424	473	394	335	522	513	jp	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	275	325	286	245	350	268	368	254	373	330	415	424	net	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	38	85	58	66	87	70	108	86	114	77	77	58	tw	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	7	54	56	71	58	42	58	17	6	7	18	16	it	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	33	8	10	19	16	7	5	6	7	2	1	6	月


通知連絡件数


スキャン対象ポート別インシデント件数(TOP3)


22/tcp	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	244	256	63	136	190	132	218	94	222	255	205	271	80/tcp	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	22	77	52	96	105	65	196	117	103	111	66	121	25/tcp	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	88	142	2	34	54	60	86	76	60	47	71	48	月


インシデント件数





理事会用


						報告数月別推移ホウコクスウツキベツスイイ


									2008年度ネンド			2009年度ネンド			2010年度ネンド			2011年度ネンド			2012年度ネンド			2013年度ネンド			2014年度ネンド			2015年度ネンド			2016年度ネンド			2017年度ネンド			2018年度ネンド			2019年度ネンド


						4月ガツ			192			225			1421			532			1275			1606			1561			2098			1891			1333			1177			1274


						5月ガツ			203			337			837			564			1666			3163			1447			1609			1488			1380			1466			1299


						6月ガツ			189			635			855			471			1131			4617			1509			1480			1307			2512			1172			1257


						7月			347			912			739			574			2348			4180			1494			1543			908			1698			1305			0


						8月			775			948			872			687			1874			2779			1347			1215			1192			1473			1235			0


						9月			226			1123			830			457			1208			3136			1797			1370			1037			1429			1368			0


						10月			192			772			1003			472			1518			1479			1607			1061			1150			1460			1530			0


						11月			189			686			758			846			1541			1621			1957			1201			1273			1596			1468			0


						12月			181			590			614			1183			2005			1712			2667			1178			1613			1474			1244			0


						1月			207			675			587			837			1919			1606			2981			1176			1360			1339			1536			0


						2月			183			805			553			812			1847			1409			1939			1405			1253			1170			1349			0


						3月			174			1008			796			1050			1687			1883			1949			2006			1482			1277			1548			0


						合計ゴウケイ			3058			8716			9865			8485			20019			29191			22255			17342			15954			18141			16398			3830


						インシデント件数月別推移ケンスウツキベツスイイ


									2008年度ネンド			2009年度ネンド			2010年度ネンド			2011年度ネンド			2012年度ネンド			2013年度ネンド			2014年度ネンド			2015年度ネンド			2016年度ネンド			2017年度ネンド			2018年度ネンド			2019年度ネンド


						4月ガツ			240			258			1198			503			1227			1672			1397			1621			1497			1376			1131			1411


						5月ガツ			212			370			846			569			1505			2951			1401			1320			1168			1388			1425			1493


						6月ガツ			282			753			1141			490			1100			4463			1462			1247			1126			2601			1039			1309


						7月			429			974			844			594			2243			3210			1474			1626			1012			1771			1081			0


						8月			811			1007			939			650			1835			2279			1203			929			873			1587			1161			0


						9月			253			1160			978			432			1188			2795			1711			1193			916			1453			1167			0


						10月			196			805			1182			452			1569			1456			1495			1029			1281			1522			1623			0


						11月			214			754			798			799			1707			1772			1707			1137			1409			1710			1401			0


						12月			232			670			658			1088			2017			1560			2404			1003			1432			1503			1464			0


						1月			231			861			542			790			1949			1643			2127			994			1405			1424			1649			0


						2月			229			948			522			731			1836			1190			1695			1410			1848			1223			1562			0


						3月			224			1384			819			1014			1907			1696			1663			1739			1603			1210			1761			0


						合計ゴウケイ			3553			9944			10467			8112			20083			26687			19739			15248			15570			18768			16464			4213


						調整件数月別推移チョウセイケンスウツキベツスイイ


									2008年度ネンド			2009年度ネンド			2010年度ネンド			2011年度ネンド			2012年度ネンド			2013年度ネンド			2014年度ネンド			2015年度ネンド			2016年度ネンド			2017年度ネンド			2018年度ネンド			2019年度ネンド


						4月ガツ			149			79			250			182			255			729			726			1069			984			883			592			902


						5月ガツ			147			129			191			270			230			704			565			813			820			823			795			943


						6月ガツ			169			194			406			202			271			746			843			711			755			847			737			960


						7月			149			263			283			157			283			861			745			979			761			725			687			0


						8月			166			197			214			296			411			805			550			554			625			759			846			0


						9月			129			377			204			189			429			748			830			525			736			750			683			0


						10月			102			218			235			228			454			794			877			626			1038			621			884			0


						11月			83			186			273			224			523			727			768			684			1048			576			780			0


						12月			79			172			223			300			520			614			692			743			797			704			915			0


						1月			101			373			195			205			582			739			1093			678			800			807			813			0


						2月			139			265			191			237			834			614			899			1013			1307			684			1044			0


						3月			148			367			210			312			814			636			1096			1264			970			712			1059			0


						合計ゴウケイ			1561			2820			2875			2802			5606			8717			9684			9659			10641			8891			9835			2805





報告件数（月別推移）


2017年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1333	1380	2512	1698	1473	1429	1460	1596	1474	1339	1170	1277	2018年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1177	1466	1172	1305	1235	1368	1530	1468	1244	1536	1349	1548	2019年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1274	1299	1257	報告件数


調整件数（月別推移）


2017年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	883	823	847	725	759	750	621	576	704	807	684	712	2018年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	592	795	737	687	846	683	884	780	915	813	1044	1059	2019年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	902	943	960	通知件数


インシデント件数（月別推移）


2017年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1376	1388	2601	1771	1587	1453	1522	1710	1503	1424	1223	1210	2018年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1131	1425	1039	1081	1161	1167	1623	1401	1464	1649	1562	1761	2019年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1411	1493	1309	報告件数





APCERT


			年トシ			四半期シハンキ			件数			年省略トシショウリャク			四半期省略シハンキショウリャク


			1996			10
 | 
12			13			35065.0			 									1st Qtr			2nd Qtr			3rd Qtr			4th Qtr			Total


			1997			01
 | 
03			202			35431.0			 						Incident Reports			3,786			3,815			3,908			4,242			15,751


						04
 | 
06			61						 


						07
 | 
09			107						 						Year			Month			Phishing			Website defacement			Malware			Scan			DoS			ICS			Targeted attack			Other


						10
 | 
12			122						 						2018			1			297			122			24			684			0			2			2			293


			1998			01
 | 
03			139			35796.0			 									2			311			77			17			618			1			0			2			197


						04
 | 
06			197						 									3			316			69			22			543			0			5			2			253


						07
 | 
09			299						 									4			311			103			29			481			0			0			2			205


						10
 | 
12			288						 									5			495			105			28			596			0			0			3			198


			1999			01
 | 
03			255			36161.0			 									6			408			112			32			178			0			0			4			305


						04
 | 
06			192						 									7			442			64			28			346			9			0			4			188


						07
 | 
09			191						 									8			447			66			45			463			0			0			3			137


						10
 | 
12			150						 									9			413			95			26			353			1			0			0			279


			2000			01
 | 
03			336			36526.0			 									10			453			96			29			667			2			0			0			376


						04
 | 
06			718						 									11			568			53			12			433			1			0			4			330


						07
 | 
09			660						 									12			539			93			34			577			4			0			0			217


						10
 | 
12			512						 									total			5000			1055			326			5939			18			7			26			2978			15349


			2001			01
 | 
03			766			36892.0			 


						04
 | 
06			1,053						 						Incident category			Total


						07
 | 
09			589						 						Scan			5939


						10
 | 
12			445						 						Phishing			5000


			2002			01
 | 
03			353			37257.0			 						Website defacement			1055


						04
 | 
06			270						 						Malware			326


						07
 | 
09			373						 						Targeted attack			26


						10
 | 
12			439						 						DoS			18


			2003			01
 | 
03			706			37622.0			 						ICS			7


						04
 | 
06			1076						 						Other			2978


						07
 | 
09			1026						 									15349


						10
 | 
12			649						 


			2004			01
 | 
03			644			37987.0			 


						04
 | 
06			920						 


						07
 | 
09			1749						 


						10
 | 
12			1903						 


			2005			01
 | 
03			1240			38353.0			 


						04
 | 
06			695						 


						07
 | 
09			667						 


						10
 | 
12			827						 


			2006			01
 | 
03			763			38718.0			 


						04
 | 
06			629						 


						07
 | 
09			670						 


						10
 | 
12			399						 


			2007			01
 | 
03			505			39083.0			 


						04
 | 
06			651						 


						07
 | 
09			706						 


						10
 | 
12			650						 


			2008			01
 | 
03			545			39448.0			 


						04
 | 
06			584						 


						07
 | 
09			1348						 


						10
 | 
12			562						 


			2009			01
 | 
03			564			39814.0			 


						04
 | 
06			1197						 


						07
 | 
09			2983						 


						10
 | 
12			2048						 


			2010			01
 | 
03			2488			40179.0			 


						04
 | 
06			3113						 


						07
 | 
09			2441						 


						10
 | 
12			2375						 


			2011			01
 | 
03			1936			40544.0			 


						04
 | 
06			1567						 


						07
 | 
09			1718						 


						10
 | 
12			2501						 


			2012			01
 | 
03			2699			40909.0			 


						04
 | 
06			4072						 


						07
 | 
09			5430						 


						10
 | 
12			5064						 


			2013			01
 | 
03			5453			'13			 


						04
 | 
06			9386						 


						07
 | 
09			10095						 


						10
 | 
12			4812						 


			2014			01
 | 
03			4898			'14			 


						04
 | 
06			4517						 


						07
 | 
09			4638						 


						10
 | 
12			6231						 


			2015			01
 | 
03			6869			'15			 


						04
 | 
06			5187						 


						07
 | 
09			4128						 


						10
 | 
12			3440						 


			2016			01
 | 
03			4587			'16			 


						04
 | 
06			4686						 


						07
 | 
09			3137						 


						10
 | 
12			4036						 


			2017			01
 | 
03			4095			'17			 


						04
 | 
06			5225						 


						07
 | 
09			4600						 


						10
 | 
12			4530						 


			2018			01
 | 
03			3786			'18			 


						04
 | 
06			3815						 


						07
 | 
09			3908						 


						10
 | 
12			4242						 





01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	01	
 | 	
03	04	
 | 	
06	07	
 | 	
09	10	
 | 	
12	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	545	584	1348	562	564	1197	2983	2048	2488	3113	2441	2375	1936	1567	1718	2501	2699	4072	5430	5064	5453	9386	10095	4812	4898	4517	4638	6231	6869	5187	4128	3440	4587	4686	3137	4036	4095	5225	4600	4530	3786	3815	3908	4242	








Abuse Statics of 2018





Scan	Phishing	Website defacement	Malware	Targeted attack	DoS	ICS	Other	5939	5000	1055	326	26	18	7	2978	
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