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spamメール対策と統合メール管理システムについて
吉田 和幸†,矢田 哲二†,伊藤 哲郎†
ウイルスを検出・除去するメールゲートウェイを導入以来、あて先不明のspamメールに
よるDOS(Denial of Service)攻撃をしばしば受けるようになった10'そのため、学内15台の
メールサーバのユーザアカウントについてLDAPを用いて管理する統合メール管理システム
を導入し、メールゲートウェイで、そのLDAPデータベースを参照することにより、あて尭
不明のメールをメールゲートウェイで拒否することができるようにした。本稿では統合メ
ール管理システムの構成と現在までの運用状況について報告する。
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1.はじめに

イルスをチェックするメールゲートウェイ

本学では、 2001年8月にメールのウイ

と最終的なあて先のメールサーバが分離さ

ルス検出・除去を行うメールゲートウェイ

れたため、メールアドレスのローカルパー

ソフトウェア(InterScanVirusWall) [1]を導

ト( 「@」より左側の部分)がランダムなあ

入した。これにより、以降、学内でウイル

て先メールアドレスをもったspamメール

スに感染するPCは、ほとんどなくなった。

を大量に受信することになってしまった。

学内宛のメールをすべてチェックできるよ

その後、メールの形式検査(to:, from:,

うにするために、インターネットから来る
メールは、一旦、メールゲートウェイに集

message‑id:)を強化し、メールサーバにあ
るユーザアカウントをメールゲートウェイ

められ、その後、それぞれの最終的なあて

にコピーして、あて先の検査をするように

先のメールサーバに送られる。しかし、ウ

したが、それぞれ、運用上の問題があった。
そこで、 2003年2月のシステム更新にあわ
せて、学内に主な15台のメールサーバのユ

‑ザアカウントをL DAP(Lightweight

にいい加減なメールアドレスを書いている

Directory Access Protocol)で管理し,メ‑ !レ
ゲートウェイでもそ̀のLDAPデータベー

場合も多い。そのような場合には、メール

スを参照することにより、あて先不明メー

と、エーラーメールを戻すことができず、

ルを拒否することができる統合メール管理

spamメールを送信したメールサーバにとっ

システムを導入した。.I

てみれば、送信が成功したようにみえる。

ゲこトウェイが、一旦、受け取ってしまう

本稿では、統合メール管理システム導入

そのため、そのメールアドレスに何度も

以前の運用上の問題点と、本システムの必

spamメールを送りつけられることになるo

要性、構成の概要について述べ、現在まで

統合メール管理システムが検出したメール

の運用状況について述べる。 '

アドレスの一部を図3に示す。明らかにロ
ーカルパートが変なアドレスが多い。

2.メールゲートウェイ

図3の下線のメールアドレスのように

従来のインターネッ,トにおけるメール̲の

「普通」のメ‑)と7ドレスに見えるものも

配送モデルでは、通信サーバから直接受鍔
サーバに送られる(図1)ため∴ローカル六

ある。卒業時に学生が退会手続きを寄った
メールマガジン∴メーリングリストから送

一ト(メールアドレ女o) 「@」よ‑り左側の部

られてくる、ものであろう。メールマガジン

分)をランダムにすると、たいていは、あて

では、送信元アドレスに存在しないメTル

先不明になり送信できなかった。しかし、

アドレスを書い七いることも多い。このよ

図2の事うにメ∴ルゲートウェイを間.に入

うな場合も、メールの振る舞いに関しては、

れると、メ‑!レゲートウティが一旦受け取

spamメールと同様である。卒業してしまっ

り、受信サーバに送ろうとした時点で受信

た学生あてに送られてくるメ′‑ルマガジン

者の有無が判明する。受信者がいない場合、

に対して「User unknown」エラーであるこ

メールゲートウェイから送信者に対して

とをメールマガジン発行者に対して知らせ

「user unknown」のエラーメールが送られ

る方法がなく、いつまでも送り続けら咋る

る。 spamメールの場合、 「From'.」アドレス

ことになる。

3. Sp叩メール対策

必要があり、今は拒否していない。

spamメールは、ヘッダー情報が不完全な

(4)に関しては、外部データベースを用

ものも多いので、まずは、以下のようなメ

いずに、独自にブラックリストを作成し、

ールの形式検査により、 spamメールを受信

使用することも考え.られる[3]が、リスト

しないようにしようと考えた。

の作成、維持や、リストに載せたサーバか

(1) Message‑ID:, From:各ヘッダーが、

らの削除依頼をどのように受付けるかを

ないメールは、拒否する。

考慮すると外部のブラックリス.トを利用

(2) Message‑ID:, From:各ヘッダーの形

するほうがよいと考えた。

式がくローカル部@ドメイン部>の形式に

しかし、これらの検査((2)‑(3))では、

なっていないメールは拒否する。

メールの規格を満たしているspamメール

(3) 送信元、あて先の各メールアドレス

は、通してしまう一方、規格を満たさない

のドメイン部(「@」より右側の部分)につ

通常のメールを拒否してしまう。

いて、 DNSを検索して存在しないメールは

メールのDbS(Denial of Service)攻撃

拒否する。

を受けたこと'をきっかけとして、 DoS攻撃

(4) ORDB[2]等の不正中継サーバ、 spam

が特に激しかった4つのメールサーバの

メール送信サーバのBlack List(Blocking

ユーザ名の一覧表をもらってきて、メール

List)を参照し、送信メールサーバのIPア

ゲートウェイ上でそのメールサーバ宛の

ドレスがこれらのDBに登鐸されていれば

メールについて、あて先のユーザが存在す

受信を拒否する。
これらのうち、 (1)に関しては、

るかどうかの検査を行なうようにした。
このようにするとあて先不明のspamメ

Message‑IDなしでメールを送ってくる

ールは、必ず受信を拒否でき、メールゲー

ISPがあり、エラー通知メールのエンベロ

トウェイの負荷を軽減できるが、毎年3月、

ープのFrom:は空(<>)になるので受信する

4月に集中するアカウントの登録削除が、

メールサーバとメールゲートウェイとで

ユーザ認証情報を要求する。メールゲート

同期が取れなくなるとメールの受信がで

ウェイは、 Sen血ai18.12.10からPerlプロ

きなくなってしまう。2箇所でアカウント

グラムを通してメールアカウlとトの有無と

の登録削除を行なう手間も大変である。そ

有効期限とだけをLDAPサーバに照会する。

のため、 LDAP[4]で複数のメールサーバの

従来、各メールサーバの管理者は、ユー

メールアカウントを統一的に管理するこ

ザの要望に応じてメールアカウントやメー

とができる統合メール管理システムを計

リングリストの開設を自由に行ってきた。

画した。本システムは、ユーザ登録数が多

LDAPサーバにメールアカウントを集めるに

い15のメールサーバのアカウントを管理

しても、総合情報処理センターが集中管理

することとした。

する方式では、センターの負荷が大きくな
るばかりであり学内にも受け入れられない。

4.統合メール管理システム

本システムでは、管理者をマスター管理

図4に本システムの構成図を示す。 2台

者と一般管理者に分けた。マスター管理者

のLDAPサーバとデータベースを操作する

は、本システム全体の管理者ではあるが、

ためのWEBのインターフェースとからなる。

一般管理者を指名するだけである。一般管

LDAPサ⊥バは、 TurboLinux上にOpenLDAP

理者は、個々のメールサーバの管痩者であ

2.0.27で、 WEBサーバは、 Windows2000上

り、メールアカウントの開設、削除を行う。

にApache2.0.47とphpで、それぞれ構築し

更新、パスワード変更は、一般ユーザが直

ている。メールサーバからは、 pop, imap

接行える。

等からpam̲ldapを介して、 LDAPサーバに

1̲
‑41‑

5.運用状況

Unix系サーバ(Solaris, Linux)、 Radius

図5に最近1年間の各週ごとについて、

を利用するDialUpのユーザ認証はすでに、

全体、主な2つのサブドメインのメール受

本システムのLDAPサーバを用いて行なわ

信数、およびLDAP参照、エンベロープの

れている。しかしながら、本セン・タ‑では、

FROM、 TOの検査により受信拒否したメール

統合メールシステムベのユーザ登録ばかり

数の変化を示す。図6には、‑全体に対する

でなく、他に情報教育システムのWindows、

図5の各区分の割合を示す>2002年11月、

英箪自習システム(e‑Learningシステム)、

12月にメールのDOS(DenialofService)攻

CALL (Compter Aided Language Laboratory)

撃を受けている。このときは、エンベロー

の3つにユーザ登録を行なっている。本シ

プ、ヘッダー等の形式的な検査で＼受信拒

ステムの計画時点では、 WindowsのDirectX

否ができ、事なきをえた。今年8月,9月に

とLDAPとの互換性が間題になり、今のとこ

「Milter」の小さなピークがありDoS攻撃

ろ、本システムとは別に情報教育システム

を受けたようである

LDAPを用いた検査

で受信拒否をすることができた。なお、 9

のWindowsにユーザ登録を行なっている○

月後半以降メール受信数が増えているのは、

最近、 samba[6]やゞ、 LDAPに対応したらしい
ので、約3 0 0台のPCからなる情報教育シ

大分大学と大分医科大学との統合により、

ステムについてWindowsのユーザ認証を本

医学部あてのメールがこのメールゲートウ

システムで行なえるようにすることが当面

ェイを通るようになったためである。

の課題である。
本システムへの移行に当たっては竹内三

6.まとめと今後の課題

太郎事務情報係長、原山博文技官をはじめ

LDAPを用いた統合メール管理システムに

とする学内各メールサーバの管理者の方々

ついて述べた。本システムにより、ウイル

のご協力をいただきました。本システムの

ス検出駆除のためのメールゲートウェイを

構想段階から賛同いただき開発を請け負っ

使っても、メール本体を受信することなく、

ていただきましたコムネット(秩)、納入業

spamメールを拒否できるようになった。あ

者である富士通(秩)には、大変お世話にな

て先が実在するspamメールに関しては、

りました。ここに記して謝意を表します。

spamかどうか判断するために内容を検査す
る必要がある MUAの中にはspamかどうか
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検査する機能を持ったものもあり、

[1] http://www. trendmicro. co. jp

spamassassin[5]等のMTA上で内容を検査

[2] http://ordb. org

するシステムもある。これらはユーザ自身
が対策をとることができるものである。本

[3]山守、杉浦:ウイルスチェアクサーバ
の導入とメール爆弾対策の効果、大学情報

システムとこれらとを組み合わせることで、

システム環境研究、 Vol.5、 pp.9‑18, 2002.

運用管理者、利用者がそれぞれの立場で互

[4] http://www. openldap. org

いに協力してspam対策を進めていくこと

[5] http://wW. spamassassin. org

が、今後、重要になるであろう。
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