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概要

ドメイン名システム（DNS）は、インターネットの実現に寄与した主
要な革新技術のひとつでした。ところが現在では、かつてなかった
レベルのサイバー攻撃をしかけるために大量のボットネットが使用
され、それらは、DNSインフラストラクチャを使用し、標的にしてい
るのです。

近年、攻撃者はDNSに対し、大規模な分散サービス妨害（DDoS）
攻撃を使用して、インターネット上の必要不可欠なサービスや大
量のパッチを使用不能にし、注目を集める多数のサイトや組織な
どのサービスを中断させたり、ときには停止に追い込んだりする事
態が生じています。悪意のあるトラフィックを排除するためにスク
ラビングセンターを使用する従来型ハードウェアベースのDDoS
軽減サービスでは、分散型のボットネットや元々管理されていな
いボットネットとのせめぎ合いに勝つためにスケールすることがで
きません。

ここで重要になるのはアーキテクチャであるとCloudflareでは考
えています。そして、大規模に分散したボットネットに対する唯一の
ソリューションは、安全なDNS解決と組み合わせた広範に分散さ
れたネットワークであると言えます。Cloudflareはこのアーキテク
チャ的アプローチに基づいて、サービスを展開しています。
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大規模な攻撃拡大がDNSの脅威に新た
な影響を及ぼす
2016年10月21日、大規模で弱まることのない分散サービ
ス妨害（DDoS）攻撃が、注目度の高いWebサイトやサー
ビスを多数中断させたり、停止に追い込んだりと、イン
ターネットに甚大な被害を及ぼしました。当時の攻撃で直
接標的となったのは、「Dyn」と呼ばれるDNSサービスプ
ロバイダーでした。この会社は、ドメイン名を自社のイン
ターネットプロトコル（IP）アドレスにマッピングすること
で、特定のサイトにトラフィックをルーティングするサービ
スを提供していました。攻撃が軽減されるまでに数時間を
要しました。1 

ところが、この一件は、極端に大規模なDDoS攻撃が津
波のように押し寄せる予兆に過ぎませんでした。この年を
境に、攻撃は規模と範囲の両方で増大し、ついに史上最
大のサイバー攻撃のいくつかが実行されました。AWSは
2020年2月に、大規模なDDoS攻撃を軽減したと報告し
ています。この攻撃のピーク時には、1秒あたり2.3 Tbps
の着信トラフィックが検出されました。2 そして、2022年6
月には、Cloudflareが1秒あたり2600万件のリクエストを
記録した攻撃を軽減しました。これは、当時史上最大の
HTTPS DDoS攻撃でした。3

攻撃者たちはこのレベルまで攻撃をスケールアップできる
のか？

大規模なIoTベースとサーバーベースの
ボットネット
大規模な攻撃が生成される主な方法のひとつは、防御の
甘いIoT（Internet of Things、モノのインターネット）デバ
イスを奪取するというものです。悪意のある目的でIoTデバ
イスのネットワークが悪用された例として最も注目度の高
かった事例は、Miraiのボットネットです。Miraiを創り出し
た人物は、家庭用ルーター、スマートホーム用ガジェット、
防犯カメラ、録画用デバイスなど、接続されている10万台
ものデバイスに不正アクセスし、トラフィックとしては潜在
的に1.2Tbpsにもなる規模で、大規模なボットネットを構
築しました。このボットネットは後に、Dynの攻撃やその
他の大規模攻撃のきっかけになりました。

この巨大ボットネットによりDyn社は制御不能に追い込ま
れ、すべてのWebサイトやアプリケーションが信頼してい
たDNS解決は機能しなくなったのです。

ボットネットを作成するためにMiraiというマルウェアが
使用されました。Miraiはまず、インターネット上のデバイ

スをスキャンして、まだ工場出荷時のユーザー名とパス
ワード設定になっているデバイスを探します。こうしたデ
バイスは容易に感染させることができ、攻撃者はログイン
後に、こうしたデバイスの制御を奪います。デバイスの所
有者が気付くのは、時々パフォーマンスの反応が鈍いこと
ぐらいで、デバイスに不正アクセスがあったことに気づき
ません。

ただ、現在でも脅威となっているMiraiボットネットは、
DDoS攻撃で唯一頻繁に使用されるツールというわけでは
ありません。

• Merisボットネットは2021年の6月に初めて検出され
ました。ボットネット全体で研究者たちが特定したボッ
トの数は3万個に上ると言われていますが、ボットの実
際の数は、これより格段に多いと考えられています。4

• MantisボットネットではIoTデバイスの代わりに、乗っ
取ったバーチャルマシンとパワフルなサーバーを使用
します。これは、MiraiやMerisで使用されたデバイスに
比べて、Mantisの各ボットは比較にならないほど強力
なコンピューティングリソースを持っていることを意味
します。ボットネットは、一部の事例では、1秒に2600
万件ものリクエストを送信するほどの膨大なDDoS攻
撃を実行できます。5

DNSの仕組みを悪用する最も一般的な方法としては、
DNSアンプリフィケーション（またはリフレクション）攻撃
とUDPフラッド攻撃の2つが挙げられます。

「だれでもデバイスにアクセスできること
から、ハッキングされる可能性は、おそら
く100%でしょう。IPv4アドレススペースは
それほどの大きくありません。特に、大きい
ボットネットがあれば、数時間でスペース
全体をスキャンできます。脆弱性のスキャ
ンは継続的に行われていて、特筆すべき
は、ここ数年でその勢いが増していること
です。」

- Matthew Prince CEO、Cloudflare
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DNSサーバーを過負荷にする：UDPフラッド
UDPフラッド攻撃は、デバイスの処理能力と応答能力を過負荷の状態にする目的で、標的となったサー
バーに膨大な量のUDPパケットを送り付けます。標的のサーバーを保護しているファイアウォールもまた、
UDPフラッドのせいで消耗し、その結果、正規のトラフィックに対してもサービス拒否を起こすのです。

このような攻撃は特に、DNSリゾルバと関係してきます。これは、すべてのDNSトラフィックが、通常はUDP
を介して送信されるためです（ゾーン転送などの、一部の固有なユースケースでのみ使用されるTCPでは
なく）。UDPでは接続を確立するためにハンドシェイクが不要なことから、膨大なジャンクUDPパケット
がターゲットに送信されます。その場合、それぞれのリクエストに応答するため最善を尽くします。（たと
えば、DynのMirai攻撃は、UDPフラッド攻撃でした。ただ、DNSを標的とするこのような攻撃は、「DNSフ
ラッド」と呼ばれることもあります。）

UDPフラッドは、主に、サーバーがポートの1つに送信されたUDPパケットに応答するときにサーバーが実
行する手順を利用することで機能します。そのポートでパケットを受信しているプログラムがない場合、
サーバーはICMP（ping）パケットで応答し、送信者に到達不能であることを通知します。それぞれの新し
いUDPパケットがサーバーによって受信されると、プロセス内のサーバーリソースを利用して、リクエストを
処理するための手順が実行されます。標的のサーバーがリソースを使用して各受信UDPパケットを確認し、
応答した結果、大量のUDPパケットを受信すると標的のリソースがすぐに使い果たされる可能性があり
ます。

DNSサーバーの仕組みを悪用：DNSアンプリフィケーション
DNSサービスプロバイダーを直接標的にすることに加えて、攻撃者は自分たちのインフラストラクチャを武
器のように使い、他者を標的とするために、壊滅的な影響を及ぼすDDoS攻撃を引き起こす目的でDNSの
機能を悪用します。

DNSアンプリフィケーション攻撃は標的となるサーバーやネットワークを膨大な量のトラフィックで過負
荷な状態にするために、公開されているリゾルバの機能を利用します。被害者を直接標的とするのでは
なく、攻撃に利用されたそれぞれのボットが、公開されているリゾルバに対してリクエストを送信するの
です。ただし、このリゾルバはIPアドレスが偽装され、標的にされた被害者の実際のソースIPアドレスに変
更されています。そして、標的は、このDNSリゾルバから応答を受け取ります。

攻撃者はDNSリゾルバからの応答を可能な限り多く生成する方法で、リクエストを作成します。その結果、
被害者は攻撃者の初期トラフィックのアンプリフィケーションを受け取ります。アメリカ合衆国サイバーセ
キュリティ・社会基盤安全保障庁（CISA）の概算によれば、攻撃者は、DNSアンプリフィケーション攻撃で
なりすましたパケットの帯域幅の最大54倍のトラフィックを送信できると言われています。6

攻撃者 ボット

なりすましUDPパケット

ターゲット

なりすましUDPパケット

到達不能な宛先からのICMPエラーパケット
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DNSアンプリフィケーションは、Spamhausをオフライン
に陥れた2013年の攻撃で決定的な役割を担い、7今なお、
他のさまざまな攻撃で使用されています。

DNSリゾルバはこうした攻撃の直接的な原因ではないもの
の、このようなシステムの悪用は防ぐことが可能であり、 
防ぐべきだと言えます。セルフホスト型のDNSを使用して
いる企業もまた、自社のシステムが、社内ネットワークを
機能停止に持ち込もうとするこうした動きに対抗している
ことに気づいているはずです。

DNSリゾルバでの大規模DDoS攻撃の影
響とダウンストリームの被害者
DDoS攻撃を経験した組織は、ダウンタイム、ビジネスの
損失、イメージの悪化、深刻な経済的負担など、広範囲
に及ぶマイナスの影響を熟知しています。とある調査によ
れば、DDoS攻撃を受けた場合の平均的な被害額は、大
企業では200万ドル、小規模から中規模の企業では12万
ドルに達することが分かっています。企業にとってDDoS
攻撃への対応にかかるコストは230万ドルにも達します
（2017年現在）。8

DNSプロバイダーに直接しかけられる攻撃は、DNSプロ
バイダーを利用する企業とDNSプロバイダー自身の両社
に、より広範囲な影響を及ぼします。万一、DNSプロバイ
ダーのDNSがダウンすれば、企業は新しいプロバイダーを
求めて離れていくことさえありえます。

WebサイトとアプリケーションはDDoS攻撃の唯一の標
的ではありません。攻撃者がオンプレミスのネットワーク
を標的とすることも珍しくありません。セルフホスト型の
DNSを使う組織は、攻撃が続く間麻痺状態になり、クラ

イアントデバイスは必要なリソースをロードできません。
そのような攻撃は、組織の業務を著しく遅らせたり、すべ
てを機能停止にすることもあります。

DNSインフラストラクチャを標的とする
未知の脅威を止める手立て
結局のところ、年々規模が大きくなるDDoS攻撃を止める
ことができるのは、正しいアーキテクチャのみです。

ハードウェアによる従来のDDoS軽減と
ソフトウェアによるスケーラブルな軽減
従来、攻撃を停止する手立ては、大きなボックスを購入し
て構築し、それを使って着信トラフィックをフィルタリン
グする方法でした。ほとんどの従来型DDoS軽減サービス
ベンダーは、Cisco、Arbor Networks、Radwareなどの
企業のハードウェアをクラスター化した「スクラビングセ
ンター」を使用しました。

巨大な「軽減」ボックスを連携させるために、さまざまな
コツもありましたが、その場しのぎに過ぎませんでした。
一つのボックスが吸収できるパケットの数には物理的な
制限があり、これは、サービスプロバイダーが軽減できる
総量に対し事実上の「限界」となりました。非常に大きな
DDoS攻撃下で、攻撃トラフィックのほとんどはスクラビ
ングセンターに到達しませんでした。ボトルネックになる
のは、ほんの数カ所の上流ISPだからです。

装備にかかる費用を見ると、広くスクラビングハードウェ
アを分散することは、費用対効果が高くないことは明白
でした。従来のDDoSベンダーにとって主流となっていた
のは、利用者が攻撃を受けている時にのみサービスをプ

DNSリゾルバ

ターゲット @ なりすましIPアドレス

ターゲット @ なりすましIPアドレス

ターゲット @ なりすましIPアドレス

ターゲット @ なりすましIPアドレス

DNSリゾルバ

DNSリゾルバ

DNSリゾルバ

攻撃者 ボット 標的の被害者
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ロビジョンする方法でした。以前発生した最大級の攻撃
規模に鑑みて、一定量を超える容量を持つことは意味を
なさなかったのです。

その一定量を超えて投資することは無駄であるとする考
え方は理にかなっていると思われました。ところが、その
考え方は結局のところこの従来型モデルに致命的な問題
を突きつけることになりました。

未来は、ボックスに入ってこない
DDoS軽減目的でハードウェアボックスに投資する代わ
りに、Cloudflareでは設立後、早い時期から極めてシンプ
ルなアーキテクチャを採用しました。最初のCloudflare
のラックには、ルーター、スイッチ、サーバーの三つのコ
ンポーネントしかありませんでした。現在ラックはさらに
シンプルになり、ルーターを完全に取り払い、データセン
ターがサービス提供する地域全体でパケットをルーティ
ングできるルーティングテーブルが十分処理できるスイッ
チを使っています。

Cloudflareでは、攻撃の際にボトルネックになり得るロー
ドバランサーや専用の軽減対策ハードウェアを使うより、
ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を使うソフトウェ
アと負荷を地理的に、かつネットワークの各データセン
ター内で分散するインターネットの基礎的ルーティング

プロトコルを作成しました。各ラックのそれぞれのサー
バーが、あらゆるタイプのリクエストに応答できます。
Cloudflareのソフトウェアは、個別のお客様がそのとき必
要とされているものをベースにトラフィックの負荷を動的
に割り振ります。つまり、Cloudflareは大規模な攻撃のあ
いだ、負荷を文字通り、何千、何万というサーバーに自動
的に振り分けます。

これはまた、Cloudflareがコスト効率良くネットワークに
投資し続けられることを意味します。たとえば、ある都市
で10%多く容量が必要になった場合、Cloudflareではス
クラビングボックスをもう1台購入するか、構築するかとい
う、階段関数的な決定を下す必要なく、代わりに、その都
市に10%多くサーバーを出荷できます。

すべてのコア、すべてのサーバー、すべてのデータセンター
が攻撃緩和を担っているため、Cloudflareがネットワーク
上でオンラインにする新しいデータセンターではサービ
スが向上し、ソースにさらに近いところで攻撃を阻止でき
るようになります。言うなれば、広範囲に分散されたボッ
トネットに対抗するためのソリューションは、広範囲に分
散されたネットワークだということです。これは、インター
ネットの仕組みそのものと言えます。つまり、大切なのは、
いくつかのスクラビングロケーション内に集中した力では
なく、分散化された強度なのです。

グローバル
ネットワーク

各データ 
センター

各サーバー 各サービス

7Cloudflare | DNSとDDoSの脅威



CloudflareがDNSセキュリティを容易にスケールする仕組み
しかし、Cloudflareでは悪意のあるトラフィックを効果的にブロックし、緩和するために分散ネットワーク
を使用するだけでなく、これらのロケーションのすべてで権威DNSとDNS解決も提供しています。すべての
データセンターからDNS応答を実行するということは、DNSクエリが最小限の遅延で、解決されることを
意味します。また、CloudflareのDNSがネットワーク全体の規模と分散という性質から恩恵を受けている
ことを意味します。

Cloudflareネットワークが効率的にリソースを使用することで、運用費用の削減と設備投資の削減も可能
になります。これは、Cloudflareが全機能を提供するために、同じ機材とネットワークを使用しているため
で、Cloudflareでは攻撃を阻止するときも、他のサービスを提供するときも、追加的な帯域幅の費用がほ
ぼ発生しないためです。

Cloudflareの機能が拡張し続けるのに比例して、攻撃を阻止する能力も拡張します。Cloudflareでは、
攻撃の大きさにかかわらず、DDoS軽減機能を定額でお客様にご提供しています。これは、攻撃によって
Cloudflareのユニットコストの最大値が増うえないことがその理由です。

Cloudflareが大規模なスケールと、最小限の遅延で機能を提供できるのは、すべてが同じ性能を持つ、大
規模で分散されたサーバーのネットワークがあるからです。最も核となるサービスのひとつは、権威DNSと
セカンダリDNSです。Cloudflareは世界で最速級のDNSリゾルバです。9
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Cloudflareのグローバルエニーキャストネットワークにより、275都市を超えるデータセンターのネッ
トワークエッジでDNS解決を行うことが可能になり、卓越した冗長性と稼働率100%を実現します。
Cloudflareのネットワーク規模はDDoS攻撃を吸収するのに十分であることから、いかなるサイズ、タ
イプの攻撃にも打たれ強いDNSと言えます。

激しいせめぎ合いを勝ち抜き、DDoS攻撃に「打たれ強く」なる
• 2022年第4四半期現在のCloudflareのネットワーク規模：172 Tbps（拡大中）

• 史上最大のDDoS攻撃：2.5 Tbps未満 

DDoS攻撃のサイズは今後、ますます急速に、拡大する可能性があります。しかし、Cloudflareは今後
数十年にわたり、このせめぎ合いに勝ち続けます。

Cloudflareは、最初から大規模なDDoS攻撃を軽減するために設計された、唯一のプロバイダーです。
DDoS攻撃が、性質上分散されているように、CloudflareのDDoS対策システムも巨大なグローバル
ネットワーク全体に分散されています。

ほとんどの従来型サービスの提供事業者に対して、攻撃者は有利な立場にいます。高価な装置と帯域
幅の購入が必要となるため、事業者は高い経費を負担しなければなりませんが、攻撃者は圧倒的な数
の不正アクセスしたデバイスを使っており、標的に対し通常では考えられない量のトラフィックを生成
するため、コストが抑えられています。Cloudflareの秘密兵器が、安価なコモディティハードウェアが
大規模に分散されたネットワーク全体に負荷を割り当てられるソフトウェアであるのは、それが理由
です。

あらゆる種類の攻撃と悪意のある使用からDNSを守る
Cloudflareは、増大するDDoS攻撃を軽減する一方で、2022年第4半期では、1秒あたり約2260万件
のDNSクエリ（権威および解決リクエストの両方）を処理しています。CloudflareのDNSは、今日の大
規模なDDoS攻撃から、DNS水責め、その他の攻撃にいたるまで、あらゆる種類のDDoS攻撃とボット
攻撃に対し、優れた回復力を持ちます。

自社DNSインフラストラクチャをホストするDNSサービスプロバイダーと組織にとって、Cloudflareの
DNSファイアウォールはインフラストラクチャとユーザーを大規模なDDoS攻撃から守るだけでなく、
DNSレコードをキャッシュし、そうした組織の代わりに応答することにより、パフォーマンスを改善し
ます。

DDoS軽減
DNSキャッシング

レート制限

ユーザー
DNSサーバー

Cloudflare DNS 
ファイアウォール
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CloudflareのDNSおよびDNSファイアウォールソリューションは、DDoS軽減をネイティブに統合する
ことにより、史上最大級のDDoS攻撃に直面していてもユーザーのアプリケーションが常に保護され、
利用可能な状態になるようにします。

要点
Cloudflareは、定期的にさらに多くの都市と国を加えながら引き続き成長していきます。Cloudflare
は新しい攻撃に対して常に警戒しており、次の攻撃がどうであれ、当社のアーキテクチャは最終的に
それを阻止する正しい方法であると確信しています。現在と未来のDNSへの攻撃を阻止するために作
られたネットワークとの連携を始めましょう。

• Cloudflareをセットアップして、大規模なボットベースのDDoS攻撃、さらにはアンプリフィケー
ション攻撃を含め、すべてのDDoS攻撃に対する防御を固めましょう

• 権威DNSプロバイダーとしてCloudflareを信頼することで、攻撃にひるむことのないDNSを作りま
しょう

• レート制限や攻撃を阻止するために、CloudflareのDNSファイアウォールを使用することで、お客
様のDNSインフラストラクチャと潜在的なDDoS攻撃の被害者を保護します。

セットアップは非常にシンプルで、通常、稼 働 開始までの所要時間は 5分 未満です。Fre eから
Enterpriseまでさまざまなプランをご用意しています。詳しくは、cloudflare.com/plansでご覧くだ
さい。

Cloudflareのソリューションについて詳しくは以下をご覧ください。

Cloudflare DNS https://www.cloudflare.com/dns/

Cloudflare DDoS軽減 cloudflare.com/ddos

Cloudflare DNSファイアウォールhttps://www.cloudflare.com/dns/dns-firewall/
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