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オープン DNS リゾルバの現状把握手法の提案と評価
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概要：近年、オープンリゾルバ状態にある DNS サーバを踏み台にした DNS アンプ攻撃が頻発しており、
社会的 問題となっている。この攻撃に対してインターネット上ではさまざまな措置が取られているが、根
本的には、 各運用者が正しい知識を持ち、自分の DNS サーバをオープンリゾルバにしないということが
重要である。そこで本研究では、まず、オープンリゾルバ発見手法を 2 つ提案し、それらの性能比較を
行った。各手法 を用いてオープンリゾルバの割合や、ソフトウェアバージョンの分布の現状 (2018 年現
在) を調査・分析し、 2013 年の統計との比較を行った。さらに、オープンリゾルバ状態にあるマシンに送
られてくるクエリを観測し、実際の攻撃パターンや攻撃の 大きさを測定した。
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ここでオープンリゾルバとは任意のグローバル IP アド

1. はじめに

レスからの DNS クエリに対して内容のあるレスポンスを

オープンリゾルバ状態にある DNS キャッシュサーバを

する DNS キャッシュサーバのことを指す。また、DNS ア

踏み台にした DNS アンプ攻撃という DoS 攻撃が存在し、

ンプ攻撃は攻撃者が攻撃対象の IP アドレスになりすまし

これは以前から問題になっているが、運用者が正しく DNS

た DNS クエリを大量にオープンリゾルバに送信し、サイ

サーバを運用することでしか対策することができない。各

ズが増幅されたパケットを大量に攻撃対象のマシンに送信

所でオープンリゾルバについての注意喚起がなされている

することによって成立する DoS 攻撃である。

が、未だに世界中には多くのオープンリゾルバが存在し、

DNS アンプ攻撃の踏み台とされている。

本論文の構成は次のようになっている。第 2 章ではオー
プンリゾルバに対する関連研究、および社会的な取り組み

2013 年に全世界のオープンリゾルバの統計を取った研究

について紹介する。第 3 章では 2 つのオープンリゾルバ検

があり [1]、その中では 82.5%の DNS サーバがオープンリ

知手法、そして DNS アンプ攻撃の観測手法について述べ、

ゾルバ状態にあった。また、リアルタイムで簡易的にオー

第 4 章で得られた結果および評価を示す。そして第 5 章で

プンリゾルバの統計を取っている組織も存在しており [2]、

得られた結果に対する考察をし、第 6 章でまとめと今後の

オープンリゾルバ数の推移などの簡易的な情報はアップ

課題を述べる。

デートがなされている。しかし、過去と現在のオープンリ
ゾルバの詳細な統計の比較はなされていない。
本研究はオープンリゾルバ状態にある DNS サーバの検

2. 関連研究・関連技術
本章では本研究に関連した研究・技術について述べる。

知手法を比較し、オープンリゾルバが現在世の中にどの程

本研究は過去の調査データとの比較を目的としているた

度存在するのかを調査し、それを 2013 年のデータと比較、

め、比較対象の研究について述べる。

さらに、そのサーバがオープンリゾルバとなった背景を探
ることが目的である。また、オープンリゾルバに送られて
くる DNS クエリを分析して、アンプ攻撃の効果を評価す
ることを目的とする。
1

東京大学大学院情報理工学系研究科

2.1 オープンリゾルバ減少に向けての社会的な取り組み
オープンリゾルバを減少させるために国内外で様々な取
り組みがなされている。

The Shadowserver Foundation[2] は世界中のサーバをス
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キャンし、オープンリゾルバの数を集計し、可視化して公
表している。2018 年 5 月 6 日現在、日本国内に 45278 個

2.4 本研究のスコープ
2013 年 7 月に行われた調査では全世界のサーバのうち
オープンリゾルバになっている割合などが調査されていた

のオープンリゾルバが存在すると公表されている。
また、このプロジェクトによるとオープンリゾルバ状態

が、オープンリゾルバの注意喚起がなされている昨今で、

の DNS キャッシュサーバは全世界で 1000 万個あり、オー

2013 年から状況が改善しているのかを比較することが本

プンリゾルバ状態でない（正しく運用されている）DNS

研究の立ち位置である。さらに、オープンリゾルバ検知手

シャッシュサーバは全世界で 450 万個であり、キャッシュ

法を 2 つ提示し、それらを比較する。

サーバがいかに正しく運用されていないかがわかる。

また、DNS アンプ攻撃を観測することで、実際にどの程

日本国内でもオープンリゾルバ減少のための取り組みが
なされている。JPCERT/CC は自分が運用している DNS
サーバがオープンリゾルバになっているかを確認できるサ
イト（オープンリゾルバ確認サイト [3]）を用意している。

度の大きさの攻撃が行われているのかを評価する。

3. 実験手法
本章では本研究の実験手法について述べる。オープンリ

国内で実際に DNS アンプ攻撃の踏み台に利用されたと考

ゾルバ検知のための 2 つの手法を取り上げ、さらに、オー

えられる DNS サーバの運用者に対して図 1 のような注意

プンリゾルバにならないための BIND（DNS ソフトウェ

喚起のメールを送信することでオープンリゾルバを減少を

ア）の設定や、実際にオープンリゾルバ状態と化したマシ

目指している。

ンにおける攻撃の分析手法についても述べる。

3.1 dig コマンドを用いたオープンリゾルバの探索
dig コマンドを使うことで DNS の機能である名前解決
を実行することができる。例えば、google.com のサーバの

IP アドレスを dig コマンドを用いて調べるためには
$ dig google.com
というようにすると図 2 のようなレスポンスを得る。

図 1 JPCERT/CC が実際にオープンリゾルバを運用者に向けて送
信しているメール

2.2 2013 年のオープンリゾルバの実態調査
世界中に存在するオープンリゾルバについての調査が

図 2 dig google.com を打った時のレスポンス。google.com のサー
バの IP アドレスは 172.217.25.206 ということがわかる。

2013 年に行われている [1]。この調査では世界中の DNS
サーバの中で 82.5%のサーバがオープンリゾルバ状態に
なっているということがわかっている。他にも、オープン

dig コマンドのオプションの一つに@オプションがあ

リゾルバの地域的な分類や、DNS ソフトウェアの使用率に

る。このオプションは名前解決をするキャッシュリゾル

ついても調査されている。

バを指定して名前解決を実行することができる。例えば、

203.178.0.0/16 のネットワーク外から
2.3 DNS アンプ攻撃の評価

$ dig @203.178.xxx.xxx google.com

牧田らは DNS アンプ攻撃を観測し、攻撃に使用された

というコマンドを打ち、google.com に対応する IP アド

ドメイン名、クエリ数などを 2014 年に調査している [4]。

レスの情報を含んだレスポンスが返ってきたら IP アドレ

攻撃に利用されたドメイン名は実際には存在しないものが

ス 203.178.xxx.xxx を持つサーバはオープンリゾルバとい

大半であったということがわかっている。また、実際に攻

うことになる。

撃が観測される前に、攻撃者が実際に攻撃に使用するドメ

本研究では無作為に選ばれた jp ドメイン内の一部のネッ

イン名と同じドメイン名を全グローバル IP アドレスに名

トワーク内に存在する任意のサーバに対して、@オプショ

前解決をかけることでスキャンが行われるということが判

ンを指定して dig コマンドを実行し、レスポンスが返って

明している。

くるかを確かめる。ここで dig コマンドはレスポンスがな
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い場合、最大 3 回パケットを送信し、その間は一つのプロ
セスが存在し続ける。したがって、同時に多くのクエリを
発行すると大量のプロセスが発生し、全世界のオープンリ
ゾルバのスキャンをする場合、多大な時間がかかることに
なってしまう。

3.2 DNS パケットを自作してオープンリゾルバを検知す
る方法

DNS クエリパケットを DNS サーバに対して送信すると
何かしらのレスポンスが得られる。本手法ではまず、一つ
のプログラムが全世界のサーバに対し順番に DNS パケッ
トを送信する。そして、クエリに対する DNS サーバから
のレスポンスを tcpdump で観測し、レスポンスの内容から
あるサーバがオープンリゾルバか否かを判断する。図示す
ると図 3 のようになる。この図において caster が全グロー

図 4

DNS パケットの構造。上から順番にヘッダ、クエリ、応答部
分となっている。

バル IP アドレスに対して順番に DNS クエリを発行し、そ
のレスポンスを tcpdump で観測し、そのデータを別プロ
グラムで処理する。

図5

DNS ヘッダの構造。本研究で着目するのは RD、RA、RCODE
の部分である。

図 3

DNS パケットを自作してスキャンする提案手法。scanner が
世界中のサーバに対して DNS クエリを発行し、レスポンスを

tcpdump で観測し、そのデータを別プログラムで処理する。
図 6 RCODE の内容。0 が正常のレスポンス、1 がクエリの判別不
可能、2 がサーバの不具合、3 が権威サーバがリクエストされ

レスポンスの分析方法の説明の前にまず、DNS パケッ

た情報を持っていないこと、4 がサーバが対応できない種類の

トの構造について述べる。RFC1035[5] によると、DNS パ

クエリであること、5 が応答拒否である。

ケットの構造は図 4 のようになっている。オープンリゾル
バを検知する際には Header 部分のみに注目すれば良く、

ス、すなわちオープンリゾルバからのレスポンスであり、

Header 部分の構造を図 4 に示す。

図 8 が名前解決要求に応じなかったサーバからのレスポン

レスポンスの分析において、本研究で着目するのは DNS
パケットのヘッダ部分の RD、RA、RCODE である。RD
は再帰解決要求を表すビットであり、0 にすることで再帰解

ス、すなわち正しく運用されている DNS サーバからのレ
スポンスである。
図 7、8 において DNS パケットの部分は 0x0020 の行 81

決をしないようにでき、レスポンスが返ってくるまでの時

に続く 8 ビットが、図 5 の RA から RCODE までの 8 ビッ

間を短縮できる。RA は再帰解決可能を表すビットであり、

トである。図 7 では 81 の次に続く 8 ビットが 80 となって

レスポンス中の RA が 1 である場合、そのサーバはネット

おり、RA が 1 であることが確認でき、図 8 では 81 の次に

ワーク外からの再帰解決にも対応しているということにな

続く 8 ビットが 05 となっており、RA が 0 であり、さらに

り、オープンリゾルバであることが確認できる。RCODE

RCODE が 5（Refused）となっていることが確認できる。

の内容は図 6 に示すとおりである。

したがって、あるサーバがオープンリゾルバになってい

実際に tcpdump で観測される DNS パケットの内容を

るか否かは RD を 1 にしたクエリをそのサーバに対して

示す。図 7 が名前解決要求に応じたサーバからのレスポン

発行し、レスポンスの RA が 1 ならばオープンリゾルバ
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図 7

名前解決要求に応じたサーバからのレスポンス。DNS パケッ
トのヘッダ部分の RA が 1 になっているということになる。

図 8

名前解決要求に応じなかったサーバからのレスポンス。DNS
パケットのヘッダ部分の RA が 0 になっており、RCODE が

5 の refused になっていることがわかる。

になっていることがわかり、RA が 0 ならばオープンリゾ
ルバでないということになる。この手順を繰り返すことで
オープンリゾルバスキャンの高速化が達成される。

3.3 DNS アンプ攻撃の分析
DNS サーバとしての機能を提供するソフトウェアが世の
中には複数存在するが、本研究で使用したマシンは BIND
というソフトウェアを使っている。BIND における DNS の
設定は named.conf というファイルに書かれており、不適切

図 9 BIND における named.conf ファイルの一例

な設定によりオープンリゾルバになる。正しい named.conf
の一例を図 9 に示す。この図において、本マシンでは誤っ
て jikken という acl を 0.0.0.0/0、つまりすべてのアドレス
を対象とし、recursion を yes と設定していた。こうするこ
とでオープンリゾルバ状態になっていた。図においてコメ
ントアウトを解除するとオープンリゾルバとなる。
正しい運用方法は、キャッシュリゾルバとして BIND を
使用する場合、適切な acl を設定して特定のネットワーク

図 10

BIND におけるクエリログの一例

からの名前解決要求にのみ答えるという設定が必要であ
る。また、権威 DNS サーバとして運用する場合、再帰名

このログファイルから、IP アドレスごとにどのサイズの

前解決要求には応じない設定（すなわち、recursion を no

レスポンスが送信されたかを秒単位で分析し、DNS アンプ

にする）をすることが必要である。図 9 が設定例となる。

攻撃の効果を検証する。通常、攻撃者は同時に複数のオー

コメントアウト部分はなくて良い。

プンリゾルバを踏み台にして、一つのホストに攻撃をする

本研究ではオープンリゾルバ状態のマシンに送られてき
たクエリの内容を記録し、そのクエリを実際にキャッシュ

ため、攻撃対象者（被害者）はその台数倍の被害を受ける
ことになる。

サーバに問い合わせることにより、攻撃に実際に利用され
たクエリの効果を測定する。その際に wireshark を利用し

4. 実験結果・評価

て、クエリパケットのサイズ Sq と、レスポンスパケット

本章では世界中のオープンリゾルバの数や存在割合など

のサイズ Sr を求め、増幅率 A を測定する。増幅率は以下

について評価する。また、実験の実装環境、実験期間をそ

の式から求めることができる。

れぞれ以下表 1、表 2 に示す。

A=

Sr
Sq

(1)

さらに、送られてきたクエリの内容のログデータから、
攻撃対象のマシンを特定し、そのマシンに対してどの程度
の大きさの攻撃が本マシンを踏み台にして行われたか分析
する。実際に本マシンに送られてきたクエリのログファイ
ルの一部分を図 10 に示す。
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表 1 本研究の実装環境
項目名
バージョン

OS

Ubuntu 16.04.3 LTS

tcpdump

4.9.2

bind

9.10.3-P4-Ubuntu

トワーク範囲のみの結果を手法 2 全体の結果から抜き出し

表 2 本研究の実験期間

て計算したものになる。本研究で行った全ての手法におい

実験項目

期間

オープンリゾルバスキャン期間

2018 年 1 月 18 日から同月 25 日

DNS ソフトウェアスキャン期間

2018 年 1 月 29 日から同年 2 月 4 日

て 2013 年からオープンリゾルバの割合が減少していると
いうことがわかる。
また DNS ソフトウェアのバージョンについて比較する。

4.1 各手法の比較

ソフトウェアの分類は高野らの研究 [1] との比較を考慮し

第 3 章にてオープンリゾルバの検知手法を二つ提案し
た。dig コマンドによる手法（以下、手法 1）と、パケット
を自作する手法（以下、手法 2）である。手法 1 による探
索は全グローバル IP アドレス空間を探索するにはあまり
にも時間がかかるため、jp ドメイン内の一部のネットワー
クに対しての結果を示す。

て同じ分類をした。他のマイナーソフトウェアや、バー
ジョンの問い合わせを拒否したサーバは others or refused
に分類した。
最新版の BIND9 を利用しているサーバがオープンリゾ
ルバである割合が最も低く、古いバージョンである 4 が
最もオープンリゾルバである割合が高かった。全てのバー

先述の通り、手法 1 は手法２に比べると非常に小さな数
のデータしか収集できなかった。そのデータの中でどの程
度手法 1・2 の整合性が取れているかを評価する。手法 1
によって得られたデータを手法２によって得られたデータ
と照らし合わせた結果が表 3 である。

ジョンにおいて 2013 年からオープンリゾルバの割合は減
少している。古いバージョンに脆弱性があるというわけで
はなく、バージョンアップしていない DNS サーバは正し
い運用をされていない結果、オープンリゾルバになってい
るということが考えられる。

表 3 手法 1 により得られたデータの分類
項目名
値

4.3 実際に送られてきたリクエストについて

手法 1・2 ともにオープンリゾルバとして検知

374

2.3 節や 3.3 節でも述べた通り、実験に使用していたマシ

手法 2 のみでオープンリゾルバとして検知

54

ンが意図せずにオープンリゾルバ状態になってしまってい

手法 2 ではレスポンスなし or 取得失敗

1397

た。その際に当該マシンに大量の DNS クエリが送信され

まず、手法 1 でオープンリゾルバとして得られたアドレ
スは計 1825 個（表 3 の値の和) であり、それらのアドレ
スを手法 2 で得られた結果と照らし合わせた。本来 DNS
サーバであるはずのマシンを手法 2 では検知できていない
場合があり、手法２で得られたデータは実際の数値よりも
小さい可能性があるということになる。

ており、BIND がログを残していたため、そのログを分析
した。大量のリクエストが送られてきたため BIND のログ
が溢れてしまい、現在残っているのが 2017 年 10 月 7 日 13
時 49 分 52.906 秒から 2017 年 10 月 7 日 16 時 1 分 37.677
秒及び、2017 年 10 月 12 日 10 時 2 分 51.039 秒から 2017
年 10 月 12 日 11 時 29 分 46.103 秒までのログであるため、
その範囲での分析である。その結果を表 4 に示す。増幅率

4.2 オープンリゾルバが存在している割合と先行研究と
の比較

は (3.1) 式から計算されたものである。
攻撃に実際に利用されたドメインは増幅率とリクエス
ト回数を考慮すると、表の上から２つのドメインである

実験の結果得られたオープンリゾルバの存在数及び割合
は図 11 のようになった。

と考えられる。check.openresolver.jp はマシンがオープン
リゾルバか否かを判断するサイトからのクエリ、dnss-

can.shadowserver.org からのクエリは shadow server foundation からのオープンリゾルバスキャンのクエリである。
牧田らによると [4] 攻撃に使用されたドメインは実際に
存在しない、攻撃者が独自に用意したものが多かったが、
本マシンで観測されたドメインは正規の存在するドメイン
名が使用されていた。

4.4 攻撃の大きさ
前項で述べた期間でどの程度の大きさの攻撃が実際に行
われたかを分析した。本マシンを経由した攻撃対象に対し
図 11

本実験を通じて得られたオープンリゾルバの割合と他統計と

て送られたパケットの時間推移が図 12 のとおりである。
横軸は当日の 0 時 0 分からの経過時間を表しており、実

の比較

際にマシンがオープンリゾルバとして稼働していた時間の
ここで手法 2*というのは手法 1 において探索したネッ

データのみをプロットしている。

c 2018 Information Processing Society of Japan
⃝

― 1130 ―

表 4 オープンリゾルバ状態となったマシンに送られた DNS クエリ
クエリ
リクエスト回数
増幅率
応答（2018 年 2 月 3 日現在）

cpsc.gov IN ANY +E

2383530

x27.6

NOERROR

usgs.gov IN ANY +E

522966

x43.5

NOERROR

google.com IN A +

21

x1.2

NOERROR

google.com IN A +E

5

x1.2

NOERROR

check.openresolver.jp

2

x1.2

NOERROR

www.google.com IN A +

1

x1.2

NOERROR

dnsscan.shadowserver.org IN A +

1

x1.2

NOERROR

グラフから 0 時 0 分から 51800 秒経過付近、つまり 14 時

20 分ごろから突如、特定のマシンに対する攻撃が始まった
ということがわかる。プロットは秒単位で行われており、
攻撃中は本マシンを経由して最大 3Gbps 程度の攻撃が行
われているということがわかる。DNS アンプ攻撃は DDoS
攻撃の一種であるため、同時に複数のオープンリゾルバを
踏み台にして攻撃がなされるため、台数倍のパケットが攻
撃対象のマシンには届くことになる。

図 13

違うホストに向けて送られたパケットの推移。時間的局所性
が観測される。

まず、前者の要因に関してである。本来手法 1・2 とも
に全グローバル IP アドレスに対して、google.com の名前
解決をするという実装を考えていた。手法 1 では 3.1 項で
述べたような dig コマンドを発行していたため、正しく

google.com に対して名前解決できていたと考えられる。し
図 12

あるホストに対して本マシンを経由して送られた DNS パ
ケットの１秒ごとのサイズ。これは 2017 年 10 月 7 日 13

かし、手法 2 で実装したパケットを発行するプログラム
（図 3 における caster プログラム）の実装方法を間違え、

時 49 分 52.906 秒から 16 時 1 分 37.677 秒のデータである

ルートサーバの名前解決をしていた。さらに、図 14 のよ

ため、本来観測できているのは 0 時 0 分からの経過時間が

うに google.com の名前解決はするが、ルートサーバの名

49792 秒付近から観測は開始されている

前解決に対してはレスポンスを返さない DNS サーバが存
在するため、手法 1 と 2 では得られた結果に差が出たと考

その他に図 13 のようなパターンも観測された。時間的

えられる。

局所性が見られるが、一般的な攻撃パターンとして、特定

次に後者に関してである。3.2 項で述べた通り、名前解

の時間に特定のホストに対して集中的にパケットを送る

決可能な DNS サーバからのレスポンスでは RA フラグが

のが DNS アンプ攻撃のパターンであると考えることがで

1 になっている。しかし、RA フラグが 0 になっているに

きる。

もかかわらず、外部からの名前解決要求に応答する DNS
サーバが存在した。この挙動について詳しく説明する。

5. 考察

まず、このサーバに対してキャッシュされていないドメ

5.1 各手法の差の要因

イン A の名前解決要求を発行する。そのレスポンスが図

手法 1 と手法 2 で得られた結果に差が生じた要因として
以下のものが考えられる。

15 である。すると RA フラグが 1 となっており、正しく名
前解決ができている。すなわち、権威サーバに対する再帰

• 手法 1 と 2 でクエリの内容が違った

問い合わせを実際に行なっており、オープンリゾルバとし

• RA フラグが 0 になっているにもかかわらず、問い合

て動作している。

わせを返すサーバが存在した。

一方、再度同一のサーバに対してドメイン A の名前解決
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図 16
図 14

ドメイン A に対し 2 回目の名前解決要求を発行した時のレ
スポンス。RA フラグが 0 になっており、再帰的な動作はし

google.com の名前解決は行うが、ルートサーバの名前解決

ていないことがわかる。しかし、キャッシュされた情報を返

要求に対してはレスポンスを返さない DNS サーバ

していると考えられる。

絶えず行われ続けていた結果だと考えられる。しかし、世
の中に 1 つでもオープンリゾルバが存在している限り攻撃
者は DNS アンプ攻撃を行うことができる。そのため今後
も注意喚起を続けるとともに、より効果的な解決方法が求
められている。
また、DNS アンプ攻撃の観測結果から攻撃者が用意した
ネットワーク帯域の数十倍の帯域を確保しないと DNS ア
図 15 キャッシュされていないドメイン A に対し初回の名前解決
要求を発行した時のレスポンス。RA フラグが 1 となってお
り、オープンリゾルバとして機能していることがわかる。

要求を発行する。そのレスポンスが図 16 である。すると、
今度は RA フラグが 0 となっており、さらに再帰解決を拒

ンプ攻撃の影響を避けることはできないということが考え
られ、 DNS サーバ運用者の意識的な運用が求められる。

6. おわりに
本研究ではオープンリゾルバの探索手法を２つあげた。

否する旨の警告文が出ている。しかし、名前解決はしてお

それぞれ得られた結果には差異があったが、2013 年の研究

り正しい情報をレスポンスとして返している。TTL を見

と比較してオープンリゾルバが減少しているということが

ると初回の名前解決要求でキャッシュされた情報を返して

定量的に明らかになった。また、DNS ソフトウェアのバー

いるということが考えられる。

ジョンによってオープンリゾルバになっている割合の差異

ここから考えられることはこのサーバはキャッシュされ

が存在することも明らかになった。

ていない未知のアドレスに対しては再帰的に名前解決を

また、実際に本マシンがオープンリゾルバ状態になって

し、キャッシュされているアドレスに対しては再帰的解決

いた期間に本マシンを踏み台にして行われた攻撃のログを

をせず、キャッシュされた情報を返すという挙動をしてい

解析し、DNS アンプ攻撃のパターンを観測することがで

ると考えられる。そして、これは本質的にオープンリゾル

きた。オープンリゾルバ１台あたり数 Gbps の攻撃を時間

バと同じ働きをしている。

的局所性をもって、攻撃対象に送るというパターンが得ら

このようにオープンリゾルバとして動作するが、特定の
条件下では RA フラグが 0 になっているサーバが存在する。

れた。
オープンリゾルバ数は各所での注意喚起の影響などもあ

このようなサーバに対し、手法 1 は IP アドレスが帰って

り、減少しているということは確認されているが、DNS

くるかという判断基準であるため正しくオープンリゾルバ

アンプ攻撃の踏み台としてのオープンリゾルバは未だ世界

を判断できるが、手法 2 は RA フラグが 1 かどうかという

中に数多く存在し、今も攻撃者によって利用されている。

判断基準であるため google.com がキャッシュされている

オープンリゾルバの設定は運用者の運用意識の問題に帰着

場合は正しい判断ができない。

されるため、限界があると考えられる。したがって、オー
プンリゾルバにしないように各所で注意喚起を続けるのに

5.2 その他の考察

加え、そもそも簡単にはオープンリゾルバにならないよう

結果として本研究ではオープンリゾルバが 2013 年から

なソフトウェア設計や、インターネット上の DNS サーバ

減少したと言う結論を得たが、これは世界各地での相次ぐ

以外のポイントでアンプ攻撃を防ぐようなシステムの構築

DNS アンプ攻撃により DNS サーバ運用者への注意喚起が

も同時に目指さなくてはならない。
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