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要

電子メールの普及が進み利用が一般的になるにつれて、メールを遅滞なく配送することは
非常に重要視されている。しかしメール転送エージェント(MTA) の負荷が増大していたり、
外部から MTA に対して著しく大量のメールが送信されたりした際には、メール配送に遅延
が生じるだけでなく、MTA のサービスを安定して運用することすら困難である。
そこで本研究においては、メール配送の前に行われるドメインネームサービス(DNS)への問
い合わせに着目し、その応答を平常時におけるメール送受信の頻度情報等を元にメールサ
ーバを使い分けるよう動的に変化させることで、MTA の負荷を制御できることを示す。さ
らにメールの受信を開始する前に送信元を識別する技術が、重要と思われるメールの遅延
を小さくするだけではなく、SPAM 対策への応用の可能性についても検討する。
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Abstract
Delivering e-mails without unnecessary delay is one of a very important issue as the spread
of e-mail service and its use become very common. But in case that “Mail Transfer Agent
(MTA)” is heavily loaded and that huge amount of mails are sent to MTA, not only the delay
on mail delivery is inevitable but also managing MTA services become difficult.
In this papar, we focus on the query to the “Domain Name Service (DNS)” which usually is
done just before the mail transfer. Then we propose a method of modifying the response of
DNS server based on the e-mail traffic in the normal condition, and show that this method
will control the load of MTA. Moreover the delay of mails which seem to be important can be
shortened by detecting the sender information before starting connections which may also
be utilized for the purpose of anti-SPAM.
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に適切に設定する

1. はじめに
電子メールは複数のメール配送エージェ
ント(MTA)を経由しつつ送信者の下から
受信者へと配送される。従来の MTA は途
中でメールを失うことなく受信者の手元
へと確実に配送することが必要かつ最大
の目的であった。
しかしながら電子メールの普及が進み利
用が一般的になるにつれて耐障害性・冗
長性といったセキュリティに関わる要求
が MTA に対しても求められるようにな
った。特に SPAM メールやコンピュータ
ウィルスにより発信されるメールの蔓延
は大きな問題となっており、これらに対
して MTA においても対策をすることが
求められている。

・ 不正な中継を行うメールサーバから
の受信を拒否する方法
等が広く利用されている。近年これらに
加えて MTA において組織外や組織内か
ら受信したメールを詳細に調査すること
が一般的となっているため、MTA の果た
すべき役割が増大し、1 通のメールあたり
の処理時間や負荷が増えている。
また、(3)の問題による攻撃の頻度は低い
ともいえるが、ひとたび発生すると数日
間に渡り数万通のメールが配送されるこ
とも珍しくなく、その被害は甚大である。
この問題に対する対策としては山井 [1] に
よる手法が知られているが、本研究にお
いては、より柔軟にかつ動的に応答が変
化する DNS サーバを用いることによる

このうち SPAM メールによる影響は
(1) 不必要なメールを受信することによ

さらなる拡張を提案する。

る計算機資源・ネットワーク資源、そし
てメール受信者の時間を浪費してしまう

2. DNS を利用した負荷分散

(2) 自組織の端末が SPAM メールの発信

複数のサーバを利用して負荷分散を行う

や中継に関与することで、SPAM メール

際には、Layer4 スイッチといったネット

の発信源としての評価を受けてしまう

ワーク機器で行う手法だけでなく、ドメ

(3) SPAM メールの発信元アドレスとし

イン・ネーム・サービスを利用して行う

て自組織のメールアドレスが指定されて

手法が存在する。

しまった場合、配送に失敗したエラーメ

ドメイン･ネーム･サービス(DNS)はイン

ールが自組織に返送されてくることで

ターネット上のホスト名と IPアドレスと

MTA が過負荷となり、その他のメールの

の対応を与えるために通常は利用される。

受信に大きな影響が出てしまう

DNS サーバーは DNS クライアントから

といった問題がある。

ホスト名を含んだ問い合わせに対して、

また、メールを大量に配信することによ

ホスト名に対応付けられた IPアドレスを

り感染を拡大するコンピュータウィルス

返す。この際返送する情報の有効期間を

が流行していることも大きな問題となっ

示す TTL 情報も同時に返送する。

ている。

このホスト名と IPとの対応付けを動的に

このうち(1)と(2)の問題に対しては、

変更する技術は DNS ラウンドロビン方

・ メールの不正な中継を行わないよう

式と呼ばれ、WWW サーバの冗長化とい
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った例において広く利用されている。

先を適切なポリシーに応じて変化させる

WWW サーバのようなアプリケーション

ことを目標とする。まず、送信側が利用す

においてクライアントとサーバとの対応

るメールサーバーとネームサーバーとを調

付けに制約がない場合には、この対応付

査する必要がある。そして、受信側の状況

けは通常はランダムに行われる。DNS サ

を調査し、ネームサーバの応答を変化させ

ーバとして広く用いられている実装であ

ることとなる。

る BIND [2]を利用せず独自のサーバを作
成することで、サーバとクライアントの
間でのネットワーク回線の速度といった
ポリシーに基づき、DNS 問い合わせに対

4. 全体の動作手順
もし「発信者詐称 SPAM の返送メール」

[3]

が引き起こすような著しく大量のメール

等、

配送が発生したときを例に、これまでに

これまでにも多く行われている。しかし

述べた一連の技術を利用してどのような

ながらこれまでは MTA に対してポリシ

対策を行うのかを手順に従い示す。

する応答を変化させる試みは、Tenbin
[4]

[5]

, DNS Balance , DNS Trick

[6] [7]

ーに基づいた負荷分散を行う必要性が認
識されていなかったことから、そのよう
な研究はほとんど行われていない。

4.1 設置されるシステムの構成
想定されるシステムの全体構成図を図 1
に示す。この図は「メールサーバ A」に

3 DNS と MTA との連携

メールボックスを持つ受信者を例として

通常のメールであるか SPAM であるかウ

いる。

ィルスメールであるかに関わらず、メー
ルにはあて先となるメールアドレスが存

受信者

在する。そしてそのメールをどのメール
メールサーバA

サーバに配送するべきかを知るために

DNSサーバの
IP特定用

DNS が利用される。すなわちメールアド
情報収集
サーバ

レスのドメイン部分に対応付けられた

DNSサーバ

メール蓄積用
サーバ群

MX レコードが問い合わせられ、DNS サ
図 1: 想定されるシステム構成図

ーバは対応するサーバ名と有効期間
(TTL)とを返送する。この MX レコードは
これまで一般にはメールサーバを複数設

受信者のメールボックスを持つサーバ以外

置して冗長化する際に利用されてきた。

に「DNS サーバの IP 特定用のメールサー
バ群」「一時的なメール蓄積用のサーバ群」

3.1 MX 問い合わせへの応答ポリシー

とが必要となる。これらのサーバ群の台数

本研究においては、メールの発信元が MX

は任意であるが、台数が多いほうが効率が

レコードの問い合わせを行った際の応答

良い。また動的に応答を変化させる DNS

を変化させることで、そのメールの配送

サーバと、クライアントの利用する DNS
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送信者(A)
受信者
クライアントA

MTA (A)

メールサーバA
DNSサーバ

DNSサーバA

MTA (B)の情報

サーバAの情報

情報収集
サーバ

送信者(B)
DNSサーバB

Bの情報収集
完了を通知

DNSサーバB
の情報

サーバBの情報

MTA (B)
メールサーバB

調査用メール
サーバ群

DNSサーバの
IP特定用

クライアントB

図 2 DNS サーバーの応答を操作することで、クライアントの MTA と DNS との対応付け
を収集するシステム

送信者(A)

MTA (A)

受信者
クライアントA

DNSサーバAはホワイトリストに
載っている→直接配送

メールサーバA

DNSサーバA
サーバAの情報
DNSサーバ

送信者群(C)
DNSサーバC

後からじっくりとチェックして、
順次ゆっくりと配送

MXクエリの頻度から
メール大量送信の予兆を検知
DNSサーバCがホワイトリストに
載っていない!! →ゆっくり配送

調査用メール
サーバー群

メールサーバ群Cの情報
クライアントC
メールサーバ群 C

MTA (C)

メール蓄積用
サーバ群

図 3 MTA の高負荷時に、DNS 問い合わせ元アドレスによっては、メールを遅延させて配
送をすることで MTA のピーク負荷を下げるシステムの例

−82−

サーバ情報を収集するための情報収集サー

DNS サーバとそれを利用する MTA との

バが存在する。

関連付けを収集することができる。この
関連付けのことを以降「MX 情報問い合

4.2 平常時に準備するべき内容

わせ元のホワイトリスト」と呼ぶ。

4.2.1 平常時の負荷を測定

4.2 著しく大量のメール送信の検知

平常時におけるメールサーバの負荷はサ

SPAM やウィルス、そして発信者詐称

イト毎に大きく異なる。

SPAM のバウンス等により、外部から著
しく大量のメールが一斉に配送されてく
ることがある。このような事態において

まず、平常時におけるメールの送信元が

DNS の応答を動的に変化させることでサ

利用している DNS サーバの一覧を作る

ーバの負荷が増大することを避けるため

作業を行う。そのために DNS サーバは次

の手順を図 3 及び以下に示す。

のような挙動をする。

1. DNS サーバは MX 情報の問い合わせ

1. DNS サーバが MX レコードの問い合

の頻度を常時監視し、問い合わせ回数

わせを受けたときには、情報収集サー

の異常な増加を検知した際には「高負

バに問い合わせて調査用メールサー

荷対応モード」に切り替える。

バ群の中から空きサーバの割り当て

2. 「高負荷対応モード」においては、

を受ける。（ここではメールサーバ B

DNS サーバは MX 情報の問い合わせ

が空いていたとする）

元が、
「MX 情報問い合わせ元のホワ

2. DNS サーバは比較的短い TTL をつけ

イトリスト」に含まれているかどうか

てメールサーバ B の情報を応答する。

を調べ、含まれている場合にはメール

同時にメールサーバ B を DNS サーバ

サーバ A の情報を応答し、含まれてい

B に割り当てたことを情報収集サー

ない場合にはメールサーバ群 C の情

バに登録する。

報を回答する。この際の TTL は小さ

3. メールサーバ B はメールを受信した
際に、MTA(B)の情報を情報収集サー

い値にする。
3. メールサーバ群 C の負荷が著しく高

バーに通知する。

い場合には、
「MX 情報問い合わせ元

4. 情報収集サーバは DNS サーバ B と

のホワイトリスト」に含まれていない

MTA(B)の関連付けを記録した上で、

ところからの問い合わせに対して、存

TTL で指定された時間が経過した時

在しないサーバの情報を返すことも

にメールサーバ B の割り当てを解除

検討できる。

する。
この一連の作業を繰り返すことにより
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[1] 山井成良，山外芳伸，宮下卓也，大隅

4.3 その他の利用法の提案
動的に応答を変化させる手法はこれまで
に述べた応用例以外にも利用できる。
ある 1 つの MX レコードの問い合わせに
対して著しく大量のメール配送が行われ
た際、それ以降同じ DNS サーバからの問
い合わせがあった場合にはそれ以降に大
量のメールが送信される可能性を予想し、
事前に何らかの対処を行えるものと考え
られる。
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