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マルチプロセス DNSSEC 検証システムの
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概要：DNSSEC は公開鍵暗号方式に基づく電子署名を用いて DNS 応答の正当性を検証する技術である．
DNSSEC は，検証に失敗した場合に名前解決ができなかったり，キャッシュ DNS サーバの負荷が増大
したりするという問題を抱えている．これらの問題を解決するために，我々はクライアントの端末上で
DNSSEC 検証を行い，検証に失敗した場合にはユーザに警告するシステムを提案した．しかし，このシス
テムでは検証ライブラリのキャッシュ機能が無効化され，同じ問合せに対しても毎回検証を行うという問
題があった．本論文では，DNSSEC 検証システムのマルチスレッド化によりこの問題を解決する方法につ
いて報告する．
キーワード：DNS，DNSSEC，DNSSEC 検証，

Cache Function Activation on Multi-process DNSSEC Validation
System by Multi-threading
Masaya Nakamura1,a) Kunitaka Kakoi1,b) Yong Jin2,c) Nariyoshi Yamai1,d)
Naoya Kitagawa1,e) Masahiko Tomoishi2,f)

Abstract: DNSSEC is an security extension of DNS to guarantee the integrity of DNS response by using
digital signature based on public-key cryptography. However, there are several problems with DNSSEC such
as failing resolution in case of validation failure, increasing the load of DNS cache server, and so on. To
mitigate these problems, we proposed a Client Based DNSSEC Validation System. This system performs
DNSSEC validation on the client, and in case of validation failure, it forwards the failed response and alerts
the user to the fact. However, this system has a problem that it inactivates the cache function of validation
library so that it always performs DNSSEC validation even for the same query. In this paper，we report how
to solve this problem by multi-threading of DNSSEC validation system.
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多くのアプリケーションがインターネット上の通信相手
を識別する際に人が理解しやすい形式で表すことのでき
るホスト名やドメイン名を利用する．しかし，実際のイン
ターネットプロトコル上で通信を行う際には，単なる数字
の列である IP アドレスが利用される．そのため，インター
ネット上の膨大な数のドメイン名と IP アドレスの相互マッ
ピングを効率的に管理するためのシステムが DNS(Domain
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Name System) である．DNS はインターネットの重要な基

2.1 DNSSEC 概要

盤技術の１つである．DNS は，プロトコルの仕様上，受

DNS キャッシュポイズニングを防ぐために，DNS のセ

け取った DNS 情報の正当性を保証することができないた

キュリティ拡張である DNSSEC が提案された．DNSSEC

め，悪意ある攻撃者から送られた偽の DNS 情報を受け取っ

は，公開鍵暗号を用いたデジタル署名技術を利用すること

てしまう恐れがある．DNS キャッシュポイズニング [1] は

で，リゾルバは権威 DNS サーバからの応答の正当性の検

キャッシュ DNS サーバに偽の DNS 情報をキャッシュさ

証を行う．DNSSEC を実現するために新しいリソースレ

せる攻撃である．DNS キャッシュポイズニングは以前か

コードが付け加えられた．

ら知られていた攻撃であったが，現実的な成功率はかなり

• DNSKEY：ゾーンを署名する秘密鍵に対応する公開鍵

低く，あまり脅威ではなかった．しかし，2008 年に Dan

• RRSIG：リソースレコードの電子署名

Kaminsky によって発見されたカミンスキーアタック [2]

• DS：DNSKEY のハッシュ値

は，従来の手法よりも格段に攻撃の成功率を高めることで

権威 DNS サーバは自身の管理するゾーンのリソースレ

きた．そこで，DNS キャッシュポイズニングへの対抗策と

コードについてハッシュ関数を用いてハッシュ値を計算

して提案されたのが DNSSEC(DNS Security Extensions)

し，得られたハッシュ値を秘密鍵で暗号化して RRSIG を

である [3][4][5][6]．DNSSEC は，公開鍵暗号方式の電子署

作成する．権威 DNS サーバはキャッシュ DNS サーバから

名技術を用いて，DNS 応答の正当性を検証できるようにし

の名前解決の問い合わせを受け取ると，リソースレコード

た仕組みである．しかし，DNSSEC には，DNSSEC 検証

とその RRSIG を応答としてキャッシュ DNS サーバに返

処理によるキャッシュ DNS サーバへの負荷の増大する [7]，

す．権威 DNS サーバからの応答を受け取ったキャッシュ

DNSSEC 検証失敗した場合に名前解決できないといった課

DNS サーバは，ハッシュ関数を用いてリソースレコードの

題がある．これらの問題を解決するために提案されたのが

ハッシュ値を計算し，RRSIG を DNSKEY を用いて復号

端末上で動作する DNSSEC 検証システムである．このシ

してハッシュ値を求める．リソースレコードから計算した

ステムはクライアントの端末上で DNSSEC 検証を行うこ

ハッシュ値と RRSIG を復号して得たハッシュ値が一致し

とにより，キャッシュ DNS サーバの DNSSEC 検証による

た場合，DNSSEC 検証に成功して，キャッシュ DNS サー

負荷を軽減したり，検証失敗時にも名前解決の結果をクラ

バが受け取った応答が権威 DNS サーバから送られた正当

イアントに通知しつつ，警告画面を表示して注意を促した

なものだと分かる．DNSSEC では，DNSKEY と RRSIG

り，DNSSEC に対応していないキャッシュ DNS サーバの

のセットが偽造されて検証に成功してしまうことを防ぐた

代わりに検証を行ったりすることができる．本論文では，

めに，「信頼の連鎖」という仕組みを利用している．権威

このシステムで利用することができないキャッシュ機能に

DNS サーバは DNSKEY のハッシュ値を DS として上位の

ついて，なぜキャッシュ機能が使えないのかをプログラム

権威 DNS サーバに送信し，上位の権威 DNS サーバは受け

の実行結果から考察を行い，キャッシュ機能を有効化する

取った DS に自身の秘密鍵による署名を付加して公開する．

方法を提案し，実装する．2 章で研究背景として DNSSEC

キャッシュ DNS サーバは，上位の権威 DNS サーバに登録

について述べた後，3 章で先行研究である端末上で動作す

されている DS と権威 DNS サーバからの応答に含まれる

る DNSSEC 検証システムとその問題点について言及する．

DNSKEY が一致しているかを検証して，DNSKEY の偽造

4 章で提案するシステムを実装し，5 章で評価実験を行い，

を防ぐ．そして，上位の権威 DNS サーバも同様に，さら

6 章にてまとめる．

にその上位の権威 DNS サーバに DS を登録することで，信

2. DNSSEC

頼の連鎖を構築する．最終的に，信頼の連鎖がキャッシュ

DNS サーバが予め保持している「トラストアンカー」と

DNS では，キャッシュを利用することにより，キャッ

呼ばれるルートゾーンの DS まで達することで，DNSSEC

シュ DNS サーバの負荷の軽減や高速化させることができ

検証に成功する．また，一度検証に成功した DNSKEY や

る．しかし，DNS プロトコルの仕様上，キャッシュ DNS

DS はキャッシュ DNS サーバでキャッシュ情報として保持

サーバは送られてきた DNS 応答の正当性を確認することが

することができるため，それらを利用して検証を高速化す

できない．この DNS プロトコルの脆弱性をついた攻撃は

ることも可能である．

DNS キャッシュポイズニングと呼ばれる．攻撃者はキャッ
シュ DNS サーバに偽の DNS 情報を含む偽造した応答を送

2.2 DNSSEC の課題

ることにより，キャッシュ DNS サーバに偽の DNS 情報を

DNSSEC は DNS キャッシュポイズニングに対して有効

キャッシュさせる．このキャッシュ DNS サーバを利用す

な対策となる．しかし，DNSSEC にはいくつかの課題が

るクライアントは偽の DNS 情報を受け取ってしまい，そ

ある．

のクライアントは偽のサーバに誘導させられる．

• キャッシュ DNS サーバは，DNSSEC 検証に失敗した
場合，クライアントに応答として「SERVFAIL」を返
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す．したがって，クライアントは「SERVFAIL」の原
因が，本当にサーバエラーが起こっているためなのか，

䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖

DNSSEC 検証に失敗したためなのかを知ることがで

䝥䝻䜽䝅

きない．

• DNSSEC 検証はキャッシュ DNS サーバで行われるた
め，利用しているキャッシュ DNS サーバが DNSSEC
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た名前解決を行えない．この問題の解決策として，
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えられるが，オープンリゾルバの利用に抵抗があるク
ライアントがいる可能性がある．
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• DNSSEC 検証は，キャッシュ DNS サーバで行われる

図 1 システムの動作

ため，キャッシュ DNS サーバからクライアントへの
応答を偽造して，クライアントに偽の DNS 情報を送
りつける攻撃を防ぐことができない．

• DNSSEC の導入により，キャッシュ DNS サーバは通

3.2 システムの動作
端末上で動作する DNSSEC 検証システムにおける名前
解決および DNSSEC 検証処理の手順を図 1 に示す．

常の名前解決処理に加え，DNSSEC 検証処理も行う

(1) スタブリゾルバはアプリケーションから受け取った

必要がある．そのため，キャッシュ DNS サーバへの

DNS 問い合わせパケットをプロクシに送り，プロクシは

負荷が増大し，処理速度が低下する可能性がある．

受け取った DNS 問い合わせパケットの CD(Checking

3. 先行研究

Disabled) フラグを確認する．
(2) CD フラグがセットされている場合，プロクシは受け

2.2 節で述べた DNSSEC の課題を解決するために，我々

取った DNS 問い合わせパケットをキャッシュ DNS

の研究グループでは先行研究としてクライアントの端末上

サーバにフォワードし，名前解決を行う．その後，プ

で DNSSEC 検証を行うシステム [8] が提案した．

ロクシはキャッシュ DNS サーバからの応答をスタブ
リゾルバに送る．

3.1 端末上で動作する DNSSEC 検証システムの概要
このシステムは，クライアントの端末上で DNSSEC

(3) CD フラグがセットされていない場合，プロクシは，
受け取った DNS 問い合わせパケットに CD フラグを

検証を行うため，利用しているキャッシュ DNS サーバ

セットし，キャッシュ DNS サーバにフォワードする．

が DNSSEC に対応していない場合でもクライアントは

そして，キャッシュ DNS サーバからの応答を受け取っ

DNSSEC を利用した名前解決を行うことができる．この

たプロクシは DNSSEC 検証を行う．

システムは DNSSEC 検証をキャッシュ DNS サーバのか
わりにクライアントの端末上で行うため，キャッシュ DNS

(4) DNSSEC 検証モジュールは，DNSSEC 検証に必要な
レコードを収集し，DNSSEC 検証を行う．

サーバが検証を行う必要がなく，キャッシュ DNS サーバの

(5) DNSSEC 検 証 の 結 果 ，問 い 合 わ せ た ド メ イ ン が

負荷を軽減させることも可能である．さらに，キャッシュ

DNSSEC に対応していない場合，キャッシュ DNS

DNS サーバとクライアント間で応答が偽造された場合で

サーバから受け取った応答をそのままスタブリゾルバ

も，検証はクライアントの端末上で行われるため，クライ
アントは応答の偽造を検知できる．また，このシステムは，

DNSSEC 検証に失敗した場合に応答として「SERVFAIL」

に返す．

(6) DNSSEC 検証に成功した場合，検証時に得られた DNS
情報から応答を作成し，それをスタブリゾルバに返す．

を返すのではなく，図 2 のような警告画面をポップアッ

(7) DNSSEC 検証に失敗した場合，検証時に得られた DNS

プで表示させてユーザに注意を促しつつ，名前解決の結果

情報から応答を作成し，それをスタブリゾルバに返す

をクライアントに返す．これにより，権威 DNS サーバが

とともにユーザに注意を促すためのポップアップを表

鍵の更新や署名の作成に失敗したことによって DNSSEC

示させる．

検証に失敗した場合にもユーザは名前解決の結果を知る
ことができる．また，偽造された応答を受け取ったために

DNSSEC に失敗した場合にも，警告画面が表示されるた
めユーザに注意を促すことができる．

3.3 システムの問題点
し か し ，こ の シ ス テ ム に は DNSKEY や DS な ど の

DNSSEC に関連するレコードのキャッシュを行えない
という問題がある．図 3 と図 4 はこのシステムを用いて

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

3

Vol.2017-IOT-36 No.18
2017/3/3

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

䝃䞊䝞䝬䝅䞁

;ϭͿ᥋⥆せồ

䝃䞊䝞ᮏయ
ぶ䝥䝻䝉䝇

;ϮͿᏊ䝥䝻䝉䝇
⏕ᡂ

䜽䝷䜲䜰䞁䝖

;ϯͿ䝃䞊䝡䝇ᥦ౪

図 2

DNSSEC 検証失敗時の警告画面

図 5

Ꮚ䝥䝻䝉䝇

Fork サーバ

3.4 キャッシュ機能が無効化されている原因
端末上で動作する DNSSEC 検証システムの DNSSEC
検証機能は Perl モジュール Net::DNS::SEC::Validator を
用いて実装されている．Net::DNS::SEC::Validator は lib-

val という DNSSEC 検証ライブラリから得られる機能を
実装または出力するものである．そして，DNSSEC 検
証には Net::DNS::SEC::Validator のメソッドである re-

solve and check() を用いている．resolve and check() を実
行したときのログを確認したところ，検証を行っている
ときに ask cache() という関数が実行されていることが分
かった．ask cache() は検証に必要なレコードがキャッシュ
図 3

jprs.jp の 1 回目の名前解決結果

されているかを調べる関数である [9]．このことから，本来
なら Net::DNS::SEC::Validator には DNSSEC 関連レコー
ドのキャッシュ機能が存在し，resolve and check() も一度
利用したレコードはキャッシュし，再度同じレコードが必
要となった場合にはキャッシュされたもの利用して検証す
ることが可能であると推測できる．つまり，このシステム
はキャッシュ機能を有しているが，何らかの理由でキャッ
シュ機能を活用できていないと考えられる．
このシステムは，プロクシとして実装させるために，

Net::DNSServer::Proxy および Net::DNSServer を基に作成
したモジュールを使用している．そして，Net::DNSServer
は server type を変えることにより，サーバの種類を変える
ことができる．このシステムでは Net::Server::Fork が設定
図 4

jprs.jp の 2 回目の名前解決結果

されており，これは Fork サーバである．Fork サーバとは
図 5 のように，クライアントからのリクエストを受け取る
たびに子プロセスを生成し，生成された子プロセスがサー

「jprs.jp」の名前解決を 2 回行った際の結果である．1 回目

ビスをクライアントに提供し，子プロセスはサービスを終

の名前解決時間は 324ms で 2 回目は 349ms とほとんど変

了すると自身も終了する．したがって，このシステムは，

わっていない．キャッシュが保持されているなら，２回目

子プロセスごとに DNSSEC 検証が実行し，キャッシュが

の名前解決時間は短縮されるはずである．このシステムは

保持されるため，システム全体でキャッシュ情報が共有す

DNSSEC 検証時にキャッシュを利用できていないため，毎

ることができない (図 6)．

回 DNSSEC 関連レコードの問い合わせを行う必要がある．
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図 6 キャッシュが共有されない仕組み

図 7 「dig jprs.jp」の実行結果 (1 回目)

および Net::DNSServer を基に作成したモジュールを使
用して実装した．そして，プロクシをマルチスレッド化
するために，Net::DNSServer で利用しているモジュール

4. システムの実装
本章では，3.3 章で示した先行研究の課題を解決するた
めに，キャッシュ機能を実装する方法について考える．

4.1 マルチスレッドによるキャッシュ機能の有効化
3.4 節で述べたように既存の端末上で動作する DNSSSEC
検証システムは DNSSEC 検証時にキャッシュ機能を活か
すことができていない．そこで，本システムではプロクシ
をマルチスレッド化することにより，キャッシュ情報の
共有を図り，DNSSEC 検証を高速化させる．また，マル
チプロセスのシステムをマルチスレッド化することによ
り，CPU のメモリ消費量，同時に複数のアクセスを受け
た際の処理の切り替えにかかるコストを抑えることができ

を Net::Server::Fork から Net::Server の拡張クラスである

Net::Server::Coro[12] に変更した．Net::Server::Coro は，
Coro ベースの server type である．これにより，プロクシ
をスレッドを利用した並列処理を行えるサーバとして動作
させることが可能になった．また，本システムを Windows
上で実装するために Cygwin を利用した．

5. 評価実験と実験結果
本システムを研究室の PC の Cygwin 上に実装し，評価
実験を行った．使用した PC のスペックは表 1 の通りで
ある．また，名前解決や DNSSEC 検証に必要なレコード
の問い合わせ先のキャッシュ DNS サーバとして，Google

Public DNS(8.8.8.8) を利用した．

る．Perl では ithread と呼ばれるスレッドモジュールが開

表 1 PC のスペック
Intel(R) Core(TM)i5-4300U CPU @ 1.90GHz 2.50GHz

発されていたが，このモジュールは Perl5.20 より非推奨と

CPU

なっているため [10]，本研究では，CPAN 上にある Perl モ

RAM

8GB

ジュール Coro[11] を使用した，プロクシのマルチスレッド

HDD

320GB

化を提案する．Coro はスレッドモジュールで，並列処理

OS

Windows10 64bit

を可能とする．また，処理をマルチスレッド化するために
はその処理がスレッドセーフでなければならないが，libval

まず，Cygwin 上で「dig jprs.jp」を連続して 2 回実行した

はリエントラントでスレッドセーフである．したがって，

場合，図 7，図 8 という結果を得た．「jprs.jp」は DNSSEC

Net::DNS::SEC::Validator のメソッド resolve and check()

に対応にしているため，DNSSEC 検証に成功し，AD フラ

を利用した DNSSEC 検証処理はマルチスレッド化が可能

グがセットされた名前解決結果が返ってきている．1 回目

である．

が 319ms で 2 回目が 92ms と名前解決時間が大幅に減少し

4.2 システムの実装

と，検証の際に「jprs.jp」の A レコード，DNSKEY，DS

ている．また，2 回目の DNSSEC 検証時のログを確認する
本システムは Perl5.18 を用いて実装を行った．これは，

4.1 節で触れたように Perl5.20 以降でのスレッドの利用が
非推奨であり，また Coro が Perl5.18 以降だと動作が不安

や「jp」の DNSKEY，DS はキャッシュされているものを
利用していることが分かった．
次に，
「dig jprs.jp」を実行した後に，
「dig www.jprs.jp」

定になるからである．受け取った DNS 問い合わせパケッ

を実行した．図 9 のような結果を得た．名前解決時間が

トをキャッシュ DNS サーバにフォワードし，返ってきた応

174ms で，1 回目の「jprs.jp」の名前解決時間よりも早く

答パケットを解析するプロクシは Net::DNSServer::Proxy

なっている．このときのログを確認すると，
「www.jprs.jp」
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により，システムでの DNSSEC 検証が高速化したことを
確認した．
本システムにより，同じ問い合わせを 2 回以上受けた
場合には 2 回目以降はキャッシュを利用することにより

DNSSEC 検証を高速化させることができたが，初回の検
証には何も影響を与えないため，さらなる DNSSEC 検証
の高速化が必要である．そこで，今後の課題としては，検
証に必要なレコードの並行取得による初回検証の高速化が
挙げられる．
図 8 「dig jprs.jp」の実行結果 (2 回目)
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するという攻撃を防ぐことも可能である．しかし，先行研
究のシステムは利用しているプロクシがマルチプロセス
サーバであったため，プロセス間で DNSSEC 関連レコー
ドのキャッシュ情報を共有できなかった．そこで，プロク
シをマルチスレッドサーバに変えることにより，スレッド
間でキャッシュ情報を共有することができ，libval が本来
持っている DNSSEC 関連レコードのキャッシュ機能を有
効化させた．そして，キャッシュ機能を有効化させたこと
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