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未熟な管理者によって管理されているメールサーバには，大きなセキュリティリスクが存在する．このセ
キュリティリスクを軽減するには，メールサーバのホスティングサービスを提供することが有効である．本論
文では，2 つの特長を持つメールホスティング環境について述べる．第 1 に，認証用 LDAP データベースの
ツリー構造とアクセス制御リストに基づいて，利用組織の管理者に対する権限委譲を実現する．利用組織を単
位とするパスワードではなく，管理者個人のパスワードに基づいて認証を行い，さらに，利用組織毎に独立し
た管理者名簿に基づいて管理作業を認可する．これにより，本論文のメールホスティング環境では，利用組織
の管理者の交替を円滑かつ安全に行うことが可能である．第 2 に，本論文のメールホスティング環境では，利
用組織毎のメールボックスは存在せず，容量制限が設定された個人用メールボックスのみが存在する．これに
より，利用組織の管理者に対して委譲する権限を少なくすることができ，メールホスティング環境の安全性が
高まる．また，利用組織の管理者は，自分自身の組織が利用するメールボックス容量を予測・監視する作業を
行わなくても良いという利点がある．
キーワード : メール，ホスティング

There is increasing interesting against hosting service for mail servers in a university network, in
order to reduce security risks caused by unskilled administrators. This paper explains a mail hosting
system which has two features. The ﬁrst feature is a delegation mechanism based on the tree structure
of the authentication database and its access control list, which makes a domain administrator use
his/her own password for authentication and allows administration actions to administrators based
on the list of their account names. The second feature is that no mail spool is prepared for domains
but mail boxes for users are only prepared. The second feature minimises privileges of domain
administrators and makes the mail hosting system secure.
KEYWORDS : Mail, Hosting
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ター*5 は，メールサーバに対するウェブベースの管

1 はじめに

理インタフェース (市販品) を提供することによって

現代のネットワーク社会において大学教員が研究

権限を委譲している．東京大学情報基盤センターで

業務を円滑に遂行するには，安定したサーバ資源が

は，メールサーバのアプライアンス製品を利用し，

必要不可欠である．特に，自らの研究成果を広く発

その製品に備わっている管理インタフェースを提供

信するためのウェブサーバ，研究情報を交換するた

することによって権限を委譲している [2]．これら

めのメールサーバ，および，それらの基盤サービス

の方法では，利用組織 1 つに対して管理用アカウン

としての DNS サーバの 3 つの重要性は大きい．し

トを 1 つだけ発行して，管理作業の認証と認可を

かし，学内組織および研究室のサーバは，専門外の

行っている．そのため，大規模な利用組織の場合は，

職員や学生のボランティア的活動によって維持され

1 つの管理用アカウントを複数の管理者で共同利用

ている場合が多く，十分なメンテナンスが行われて

することになり，異動や卒業などの理由により管理

いないサーバが少なくない．また，クラッキングの

者が交替した場合には，パスワードを適切に変更し

悪質化と件数の増加，spam 件数の増加など，ネッ

た上で複数の管理者に通知する必要がある．このよ

トワークを取り巻く環境は悪化の一途を辿ってい

うな状況ではパスワード管理が適切に行われず，既

る．そのため，サーバ管理に係る負担が，ボラン

に交替した管理者が管理作業を実施できてしまうこ

ティア的活動の限界を遠からず超えることは明らか

とが多い．また，これらの方法では，利用組織を単

である．

位としてメールボックスの容量制限を行うことが一

このような状況を改善するには，各種ホスティン

般的である．しかし，大規模な利用組織にとっては，

グサービスを情報系センターで提供することが有効

利用者数が多いだけでなく，個々の利用状況も把握

である．特に，ウェブホスティングは，Apache*1 の

しづらいため，適切な容量を事前に予測することは

仮想ホスト機能を利用すると容易に実現できるた

利用組織の管理者にとっても困難である．

め，東京大学情報基盤センター*2 や名古屋大学情

本論文では，2 つの特長を持つメールホスティン

報連携基盤センター [1]，三重大学総合情報処理セ

グ環境について述べる．第 1 に，認証用 LDAP デー

ンター

*3

など多数の情報系センターで提供されて

いる．

タベースのツリー構造とアクセス制御リストに基づ
いて，利用組織の管理者に対する権限委譲を実現す

それに対して，メールホスティングを実現するた

る．利用組織を単位とするパスワードではなく，管

めには，メールアドレスの作成や廃止などの管理を

理者個人のパスワードに基づいて認証を行い，さら

実施する方法についての検討が必要になる．九州大

に，利用組織毎に独立した管理者名簿に基づいて管

学情報基盤センター

*4

は「ユーザ管理はセンター

理作業を認可する．これにより，本論文のメールホ

側で行います」と宣言し，管理作業をセンターが代

スティング環境では，利用組織の管理者の交替を円

行する方式をとっている．この方式は，利用組織の

滑かつ安全に行うことが可能である．第 2 に，本

管理者のスキルに依存しないという意味では優れて

論文のメールホスティング環境では，利用組織毎の

いるが，センターの作業負荷が過大となるため，利

メールボックスは存在せず，容量制限が設定された

用組織数が多くなるとサービスが継続できなくな

個人用メールボックスのみが存在する．これにより，

る恐れがある．広島大学情報メディア教育研究セン

利用組織の管理者に対して委譲する権限を少なくす

*1
*2
*3
*4

ることができ，メールホスティング環境の安全性が
http://httpd.apache.org/
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/
http://www.cc.mie-u.ac.jp/cc/hosting/index.
html
http://www.nc.kyushu-u.ac.jp/hosting/
pamphlet.pdf

高まる．また，利用組織の管理者は，自分自身の組

*5
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織が利用するメールボックス容量を予測・監視する

チャのサーバを活用し，ソフトウェアとしてフリー

作業を行わなくても良いという利点がある．

ソフトウェアを活用する．また，第 2 の制約条件

(労力最小) より，プロバイダ管理者が管理を一手に

2 メールホスティング環境の設計

引き受ける方式は採用せず，ドメイン管理者に適切

2.1 用語

な権限委譲を図る．
権限委譲にあたっては，(1) 委譲する権限の範囲，

本論文で用いる用語について，以下のように定義

(2) 認証および認可の方法，の 2 点について検討が

する．
プロバイダ

メールホスティングサービスを提供す

る組織 (例えば，情報系センター)．
プロバイダ管理者

メールホスティングサービスを

必要である．最初に，委譲する権限の範囲について
検討する．一般的なメールサーバにおいて，管理者
が行う管理作業には，以下のような作業がある．

管理する職員．メールホスティングサービスを

(a) ユーザの登録 · 削除

構成するハードウェアおよびソフトウェア全体

(b) メールエイリアスの設置 · 廃止

の管理を担当する．

(c) ユーザ用メールボックスの容量制限の設定 ·

プロバイダ利用者

する全ての人 (例えば，学生や教職員など)．
ドメイン

メールホスティングサービスを利用する

1 つの組織 (例えば，学内の部局や研究室)．
ドメイン管理者

メールホスティングサービスを利

用する 1 つの組織の管理者．その組織に対応す
るドメインのメールアドレスの作成や廃止など
のドメイン内管理作業を行う．なお，ドメイン
管理者は，必ずプロバイダ利用者である．
ドメイン利用者

変更

プロバイダを利用する権利を有

メールホスティングサービスを利

用する 1 つの組織に属する人．なお，ドメイン
利用者は，必ずプロバイダ利用者である．

管理作業 (a),(c) を実施するには，ホームディレク
トリの作成や quota の設定など，ファイルサーバお
よびメールサーバの設定 (の一部) を変更する権限
が必要である．よって，ドメイン管理者に管理作業

(a),(c) の権限を委譲するには，ファイルサーバお
よびメールサーバに直接ログインすることを許可す
るか，または，適切な管理インタフェースを提供す
るか，いずれかが必要となる．いずれの場合であっ
ても，ドメイン管理者のアカウントが漏洩した場合
にサーバ本体に危険が及ぶ可能性があるため，多数
のドメインをホスティングするには適さない．そこ

なお，本論文では，各ドメインのドメイン管理者お

で本論文では，全てのドメイン利用者はプロバイダ

よびドメイン利用者は，必ずプロバイダ利用者であ

利用者でもあるという仮定を利用し，ドメイン管理

るという仮定を置いている．

者に委譲する権限を限定する．具体的には，まず，

2.2 方針

ドメイン利用者の名簿やドメインに属するメールエ

多くのプロバイダは人員および予算に余裕がない

イリアス一覧などのドメイン特有の情報を，ファイ

ので，本論文では，メールホスティング環境の設計

ルサーバやメールサーバからデータベースに分離す

上の制約条件として以下の 2 条件を考慮する．

る (図 1)．その上で，ファイルサーバおよびメール

1. プロバイダにとって，必要となる費用が最小で
あること．

2. プロバイダ管理者にとって，必要となる管理コ
スト (労力) が最小であること．

サーバの変更が必要な管理作業はプロバイダ管理者
が行い，データベース上のドメイン特有の情報に対
する管理作業のみをドメイン管理者に委譲する．
次に，認証および認可の方法について検討する．
もっとも一般的で簡単な認証および認可の方法は，

第 1 の制約条件 (費用最小) を実現するため，ハー

利用組織毎に 1 つだけ管理用アカウント (ユーザ名

ドウェアとして一般的かつ安価な IA32 アーキテク

とパスワード) を発行する方式である．しかし，先

㪄㩷 㪎㩷㪄
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に述べた通り，この方式には，パスワード管理が適

て処理される．受信用 SMTP デーモンは，(1)spam

切に行われなくなる可能性が高いという欠点があ

送信用ボットである可能性が高いホストからの接続

る．そこで本論文では，全てのドメイン管理者はプ

に対して遅延応答 (tarpitting) する，(2) 存在しな

ロバイダ利用者でもあるという仮定に基づいて，全

いアドレス宛のメールは拒否する，という 2 つの処

プロバイダ利用者が登録された認証データベースの

理を行う．前者の詳細は 3.2 節で述べる．アドレス

個人用パスワードを用いて認証を行い，ドメイン毎

の存在確認には，図 2 のドメイン利用者名簿，ドメ

に独立したドメイン管理者名簿に基づいて認可する

インエイリアス表，プロバイダ利用者名簿などを参

という方式を採る．

照する．次に，フリーのウイルス検出ソフトウェア
を用いて，ウイルスフィルタリングを行う．

3 メールホスティング環境の実装

続いて，ドメイン配送処理を行う．ドメイン配送

本メールホスティング環境の論理構成を図 1 に示

処理は，基本的には，図 2 のドメイン利用者名簿お

す．ドメイン管理者，ドメイン利用者およびプロバ

よびドメインエイリアス表に基づくアドレス書き換

イダ利用者などの全てのデータは，LDAP サーバ

え処理である．例えば，staff@foo.example.net

に保管されている．LDAP データベースのツリー

宛のメールの宛先アドレスは taro@foo.example.

構造の例を図 2 に示す．図 2 は，以下のような例と

net および hanako@foo.example.net に書き換え

なっている．

られる．また，taro@foo.example.net 宛のメー

1. プロバイダは provider.example.net という
ドメインである．

2. プロバイダがホスティングしているドメインの
1 つは，foo.example.net である．
3. foo.example.net ド メ イ ン に は ，taro と
hanako という 2 人のドメイン利用者がいる．
ドメイン利用者 taro は，プロバイダ利用者

tx001 である．ドメイン利用者 hanako は，プ
ロバイダ利用者 hy002 である．

4. foo.example.net ド メ イ ン に は ，staff@
foo.example.net というエイリアスがあり，
これは taro と hanako に転送される．

5. foo.example.net ドメインの管理者は，プロ
バイダ利用者 tx001 と hy002 である．

6. プロバイダ利用者 tx001 宛のメールは，プロ
バイダのファイルサーバに蓄積される．

7. プロバイダ利用者 hy002 宛のメールは，外部の
アドレス yamada@example.com に転送される．
以下では，図 2 の例を用いて，本メールホスティン

ルの宛先アドレスは tx001@provider.example.

net に書き換えられる．
最後に，ローカル配送処理を行う．ローカル配送
処理に到達する全てのメールは，前段のドメイン配
送処理によって，宛先アドレスがプロバイダ利用者
に書き換えられているはずである．ローカル配送処
理部は，LDAP サーバ上に格納されているプロバ
イダ利用者の個人設定に基づいて，メールをファイ
ルサーバ上の個人用メールボックスに格納したり，
外部に転送したりする処理を行う．なお，プロバイ
ダ利用者毎の個人用メールボックスの容量制限は，
メールを個人用メールボックスに格納するプログラ
ム (Mail Delivery Agent) の機能によって実現して
いる*6 ．

3.2

spam メール対策

最近の spam メールの送信手法としては，大量
の spam 送信用ボットを用いる手法が一般的であ
る．spam 送信用ボットは，通常の MTA とは異な
る幾つかの特徴的な挙動 (例えば，一時エラーに対
して再送処理を行わない，RFC に定められた範囲

グ環境の実装を説明する．

3.1 メール受信時の処理

*6

メール受信時の処理手順は，以下の通りである．
メールは，最初に，受信用 SMTP デーモンによっ

㪄㩷 㪏㩷㪄

本環境では，MDA として，Dovecot 付属の deliver
コマンドを用いる．これは，IMAP サーバの機能によっ
て個人用メールボックスの残容量をプロバイダ利用者に
通知するためである．
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内の遅延であっても接続を切断する，など) を示す．

4.3 節で述べる．

spam メール対策には，(1) spam 送信用ボットの

3.3 データベースのツリー構造とアクセス制御リ

挙動に注目し，MTA の挙動を変更することによっ

ストに基づく権限委譲

て spam メールをなるべく受け取らないようにする

本メールホスティング環境では，LDAP データ

手法と，(2) spam メールと通常のメールの内容の

ベース上の部分木に対するアクセス制御リストに

違いに注目し，利用者に配送する前に ﬁltering す

よって，ドメイン管理者に対する権限委譲を実現す

る手法の 2 通りがある [3, 4]．しかし，プロバイダ

る．本節では，この実装の詳細と利点について述

側でユーザ全員に対して一律の基準で行う ﬁltering

べる．

には，様々な問題がある．特に，ユーザによって

最初に，ドメイン管理作業を，LDAP データベー

spam の定義が異なる問題は深刻であり，ユーザ単

スに対する操作のみで実現するために 2 つの準備を

位で ﬁtering を実施するか否かの選択を行わせるな

する．第 1 に，ドメイン利用者名簿やドメインエイ

どの対策が必要になる [5]．本メールホスティング環

リアス表などのドメイン特有の情報を，LDAP デー

境の実装にあたっては，先述の通り，できるだけプ

タベースに分離する (図 1)．第 2 に，ファイルサー

ロバイダ管理者の管理コストを低減することを目標

バおよびメールサーバに対する操作を必要とする管

としている．そのためには，後者の手法 (ﬁltering)

理作業 (プロバイダ利用者の作成・削除，およびプ

よりも，MTA の挙動を変更する前者の手法が優れ

ロバイダ利用者の個人用メールボックスに対する容

ている [6, 7]．

量制限設定) はプロバイダ管理者が行うことにする．

本メールホスティング環境では，そのような手

このような準備を行った上で LDAP データベース

法の中でも，最も管理コストが少ない手法として，

のツリー構造 (図 2) を考慮すると，ドメイン管理

Starpit 法*7 を採用した．具体的な手順は以下の通

作業のためにドメイン管理者が操作・変更できなけ

りである．

ればならない範囲は，LDAP データベース上の部

1. SMTP 接続元の IP アドレスから逆引きを行
い，逆引きに失敗した場合，または，機械的
に生成された可能性が高いホスト名 (例えば，

ppp1234 や adsl5678 など) が得られた場合，
その接続元は spam 送信用ボットである可能性
が高いと判定する．

2. spam 送信用ボットである可能性が高い場合に
は，SMTP セッションで RCPT を受信してか
ら，応答するまでの間に，185 秒遅延させる．
ただし，遅延は以下の 2 段階で行う．

分木に限定される．例えば，foo.example.net ド
メインの管理者が操作・変更できなければならない
範囲 (ドメイン利用者名簿およびドメインエイリア
ス表) は，associatedDomain=foo.example.net
ノード以下の部分木のみである．
次に，ドメイン管理作業の認証および認可を実
装する．本メールホスティング環境では，LDAP
サーバとして OpenLDAP 2.3.30*8 を採用した．

OpenLDAP には，LDAP データベースのツリー
構造に対してアクセスの許可・不許可を制御するた
めのアクセス制御リスト機能が実装されている．ア

• 45 秒遅延する．
• 宛先アドレスの存在確認を行い，存在しな
いアドレスの場合は，受信を拒否する．

クセス制御リストを図 3 のように設定すると，ある
ドメインのドメイン管理者名簿，ドメイン利用者名
簿，ドメインエイリアス表の修正を，そのドメイン

• 更に 140 秒遅延する．

のドメイン管理者名簿に登録されているプロバイダ

遅延を 2 段階に分割している理由は，Directory

利用者に認可することができる．ドメイン管理者と

Harvesting Attack 対策である．詳細については，

しての認証は，プロバイダ利用者名簿に登録されて

*7

http://d.hatena.ne.jp/stealthinu/20060706/p5

㪄㩷 㪈㪇㩷㪄

*8

http://www.openldap.org/
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# associatedDomain=foo.example.net ノードに子ノードの追加・削除を許可する設定
access to dn.regex="^associatedDomain=([^,]+),ou=Domains,dc=example,dc=net$" attrs=children
by group/groupOfUniqueNames/uniqueMember.expand="cn=admin,associatedDomain=$1,ou=Domains,dc=example,dc=net" write
by * read
# associatedDomain=foo.example.net ノードの子ノードの内容の修正を許可する設定
access to dn.regex="^[^=]+=[^,]+,associatedDomain=([^,]+),ou=Domains,dc=example,dc=net$"
by group/groupOfUniqueNames/uniqueMember.expand="cn=admin,associatedDomain=$1,ou=Domains,dc=example,dc=net" write
by * read




図 3 アクセス制御リスト

3.4 ハードウェア構成

いる管理者自身のパスワードを用いて行う．
この実装方式には，幾つかの利点がある．第 1

本メールホスティング環境は，図 4 の通り，メー

に，ドメイン管理者に対しても，各種サーバにログ

ルサーバ 2 台，DNS サーバ 2 台，ファイルサーバ 2

インすることを許可しなくて良い．仮に，ドメイン

台からなる．なお，図 4 には物理サーバ (4 台) も含

管理者にファイルサーバへのログインを許可してい

まれているが，これらのサーバは，ウェブホスティ

ると，ドメイン管理者の認証情報が漏洩した場合に

ングを行うために用意したサーバ群であり，メー

は，ファイルサーバにクラッカーが侵入して権限上

ルホスティング環境とは直接的な関係はない．ただ

昇を行い，他ユーザのメールを盗み読むなどの被害

し，ドメイン管理者向けの管理用 CGI などは，こ

が生じる可能性がある．第 2 に，ドメイン管理者の

のウェブホスティング環境上で動作している．

認証は，ドメイン管理者自身のパスワードによって

メールサーバ (2 台) は，基本的に同一の構成で

行われるので，ドメイン管理用パスワードのような

あり，受信用 SMTP デーモン・ウイルスフィルタ

ものは存在しない．さらに，ドメイン管理者は，自

リング・ドメイン配送処理・ローカル配送処理・

分自身の権限と責任において，新たなドメイン管理

IMAP/POP3 デーモン・送信用 SMTP デーモンの

者を追加したり，削除したりすることができる．こ

処理を行っている．この 2 台のサーバに対する IP

れにより，ドメイン管理者を，容易かつ安全に交代

アドレスの割り当ては，図 5 のようになっており，2

させることができる．第 3 に，管理作業の認証お

台のサーバが正常に動作している場合は，DNS ラ

よび認可には OpenLDAP の機能を利用している

ウンドロビンによって負荷を分散している．メール

ため，プロバイダ管理者は認証および認可を行うプ

サーバ 1 に故障が発生した場合には，メールサーバ

ログラムを実装しなくて良い．管理作業の認証およ

1 に割り当てられていたサービス用 IP アドレスを

び認可は，セキュリティ的に非常に重要な処理であ

メールサーバ 2 が引き継ぎ，メールサーバとしての

り，この処理を自力で実装しなくても良いというこ

応答性を維持する．これを実現するソフトウェアと

とは，セキュリティホールの発生を未然に防ぐ上で

して，Postﬁx 2.3.8*9 , Dovecot 1.0.15*10 , ClamAV

大きな意味がある．

0.95.2*11 , Heartbeat 2.0.7*12 を用いた．

実際には，ドメイン管理者が直接 LDAP データ

プロバイダ利用者の個人用メールボックスは，

ベースを操作することは難易度が高いので，管理

ファイルサーバ (2 台) に接続された RAID アレイ

用 CGI を作成した．この管理用 CGI では，/etc/

上に保管されている．ファイルサーバは，稼動系・

passwd および /etc/aliases の編集と，ほぼ同じ

待機系からなる冗長構成を取っており，異常発生時

作業によって，ドメイン利用者の追加・削除および
エイリアスの設定が行えるようになっている．

*9
*10
*11
*12

㪄㩷 㪈㪈㩷㪄

http://www.postfix.org/
http://dovecot.org/
http://www.clamav.net/
http://www.linux-ha.org/
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図4

サービス用
IP アドレス

正常時
故障時

メールサーバ 1

メールサーバ 2

10.0.0.1
10.0.1.1
—

10.0.0.2
10.0.1.2
10.0.1.1, 10.0.1.2
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㪊㪌
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㪉㪌
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実 IP アドレス

メールホスティング環境のハードウェア構成

図 5 IP アドレスの引き継ぎ
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図 6 ドメイン数の推移

た，全てのコンテンツおよびメールは，既存の研究
教育用システムの一部を流用したバックアップディ

事務局*13 などがある．

スクに，毎日 1 回バックアップしている．

ドメイン管理者の人数によってドメインを分類し

4 利用状況

た時のドメイン数と平均ドメイン利用者数を図 7 に

4.1 ドメイン毎の利用状況

示す．なお，ドメイン管理者数が零のドメインは，

2007 年 10 月に，メールホスティング環境が本論

プロバイダが直接管理しているドメインである．最

文で述べた通りの構成となったので，7 ドメインを

も多い分類は，ドメイン管理者が 2 人いるドメイン

対象としてプレサービスを開始した．半年ほどの実

で，9 ドメイン存在する．ドメイン管理者の平均人

運用により，概ね安定していることが確認されたの

数は 3.1 人である．実際のドメイン管理者を見てみ

で，2008 年 7 月に正式サービスを開始した．ドメ

ると，教員に学生を加えている場合が多い*14 ．つ

イン数の推移を図 6 に示す．利用しているドメイン
には，プロバイダ自身やグローバル COE プログラ
ム「インテリジェントセンシングのフロンティア」

㪄㩷 㪈㪉㩷㪄

*13
*14

gcoe.tut.ac.jp
ホスティングの利用規約は，(1) ドメイン管理者には教員
を必ず 1 名以上登録すること，(2) ただし，学生をドメイ

ේ⪺⺰ᢥ

㪈㪇

表1
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㪐
㪏
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メールボックス使用量
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㪌
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㪋
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䊄䊜䉟䊮ᢙ

㪎
㪍

プロバイダ利用者数

1MB 未満
1MB 以上 ·10MB 未満
10MB 以上 ·100MB 未満
100MB 以上 ·1GB 未満
1GB 以上

㪊
㪉

メールボックス使用量

㪌

3887 人
296 人
224 人
64 人
1人
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は利用者によってかなり異なっている．ドメイン利

ドメイン利用者数別のドメイン数・ドメイ

用者の個人用メールボックスが使っている容量をド

ン管理者数

メイン毎に合計した値を図 9 に示す．ドメイン利
用者数のばらつきと，ドメイン利用者 1 人あたり

まり，ドメイン管理者の交代・追加が容易であると

のメールボックス使用量のばらつき，という 2 つ

いう本論文の環境の特長によって，ドメイン管理者

のばらつきがあるために，1 つのドメインあたりの

を担当する教員の管理コストが低減されている．

メールボックス使用量を予測することは難しいこと

ドメイン利用者の人数によってドメインを分類し

が分かる．そのため，ドメイン毎にあらかじめメー

た時のドメイン数と平均ドメイン管理者数を図 8 に

ルボックス使用量の上限を設定しておく従来手法で

示す．なお，ドメイン利用者数が零のドメインは，

は，ドメイン管理者は，ドメインのメールボックス

メールの転送のみを行っているドメインである．ド

使用量を定期的にチェックしなければならない．そ

メイン利用者の平均人数は 14.0 人である．図 8 よ

れに対して，本論文の手法では，プロバイダ利用者

り，ドメイン利用者数とドメイン管理者数の間に明

単位でのメールボックス使用量の上限によって管理

らかな相関関係があるとは考えられず，小規模なド

されており，ドメイン管理者の管理コストが低減さ

メインであっても 2 人以上の管理者を置いているこ

れる．

とが多いことがわかる．

4.2 全体の負荷状況
2008 年 6 月 1 日から 2009 年 7 月 4 日までの期間

2009 年 6 月末時点でのプロバイダ利用者のメー
ルボックス使用量を表 1 に示す．プロバイダ利用者

に外部から受信したメール数の推移を図 10 に示す．

1 人あたりの平均メールボックス使用量は 6.4MB

2008 年 8 月から 9 月にかけて大きなピークが現れ

だった．ただし，表 1 より，メールボックス使用量

ているが，これは Directory Harvesting Attack に
よるものである．この時期を避けて，2008 年 12 月

ン管理者に追加しても良い，としている．

7 日から 2009 年 6 月 6 日までの期間を対象とし

㪄㩷 㪈㪊㩷㪄

㪊㪌㪇

㪌㪇㪇

㪊㪇㪇

㪋㪇㪇

㪏㪇
㪠㪤㪘㪧䊡䊷䉱ᢙ
㪧㪦㪧㪊䊡䊷䉱ᢙ
㪠㪤㪘㪧䉝䉪䉶䉴ᢙ
㪧㪦㪧㪊䉝䉪䉶䉴ᢙ

㪎㪇
㪍㪇

㪇
㪇㪏㪆㪈㪉㪆㪎

㪇㪐㪆㪍㪆㪈

㪇㪐㪆㪌㪆㪈

㪇㪐㪆㪋㪆㪈

㪇㪐㪆㪊㪆㪈

㪇㪐㪆㪉㪆㪈

㪇㪐㪆㪈㪆㪈

㪇㪏㪆㪈㪉㪆㪈

㪇㪏㪆㪈㪈㪆㪈

㪇㪏㪆㪐㪆㪈

㪇㪏㪆㪈㪇㪆㪈

㪇㪏㪆㪏㪆㪈

㪇㪏㪆㪎㪆㪈

ᣣᤨ

図 10

㪇㪐㪆㪌㪆㪉㪋

㪈㪇

㪇
㪇㪐㪆㪌㪆㪊

㪌㪇

㪇㪐㪆㪋㪆㪈㪉

㪉㪇

㪇

㪇㪐㪆㪊㪆㪉㪉

㪈㪇㪇

㪇㪐㪆㪊㪆㪈

㪊㪇

㪈㪇㪇

㪇㪐㪆㪉㪆㪏

㪋㪇

㪈㪌㪇

㪉㪇㪇

㪇㪐㪆㪈㪆㪈㪏

㪌㪇

㪉㪇㪇

㪊㪇㪇

㪇㪏㪆㪈㪉㪆㪉㪏

㪉㪌㪇

䉝䉪䉶䉴ᢙ㩷㪲ජ࿁㪆ㅳ㪴

㪋㪇㪇

㪍㪇㪇

䊡䊷䉱ᢙ㩷㪲ੱ㪆ㅳ㪴

㪎㪇㪇

㪇㪏㪆㪍㪆㪈

ฃା䊜䊷䊦ᢙ㩷㪲ਁઙ㪆ㅳ㪴

ቇⴚᖱႎಣℂ⎇ⓥ䇭㪥㫆㪅㪈㪊䇭㪉㪇㪇㪐

ᣣᤨ

外部から受信したメール数
図 12

メール受信数

㪉㪇

㪋㪇㪇

㪋㪇㪇㪇
ㅍା䊡䊷䉱ᢙ
ㅍା䊜䊷䊦ᢙ

㪊㪌㪇

䊡䊷䉱ᢙ㩷㪲ੱ㪆ㅳ㪴

ฃା䊜䊷䊦ᢙ㩷㪲ਁઙ㪆ㅳ㪴

㪈㪌

㪈㪇

㪌

㪊㪌㪇㪇

㪊㪇㪇

㪊㪇㪇㪇

㪉㪌㪇

㪉㪌㪇㪇

㪉㪇㪇

㪉㪇㪇㪇

㪈㪌㪇

㪈㪌㪇㪇

㪈㪇㪇

㪈㪇㪇㪇

㪌㪇

㪌㪇㪇

㪇㪐㪆㪌㪆㪉㪋

㪇㪐㪆㪌㪆㪊

㪇㪐㪆㪋㪆㪈㪉

㪇㪐㪆㪊㪆㪉㪉

㪇㪐㪆㪊㪆㪈

㪇㪐㪆㪉㪆㪏

㪇㪐㪆㪈㪆㪈㪏

㪇㪏㪆㪈㪉㪆㪉㪏

㪇㪐㪆㪌㪆㪉㪋

㪇㪐㪆㪌㪆㪊

㪇㪐㪆㪋㪆㪈㪉

㪇㪐㪆㪊㪆㪉㪉

㪇㪐㪆㪊㪆㪈

㪇㪐㪆㪉㪆㪏

㪇㪐㪆㪈㪆㪈㪏

㪇㪏㪆㪈㪉㪆㪉㪏

㪇㪏㪆㪈㪉㪆㪎

㪇

図 11

㪇
㪇㪏㪆㪈㪉㪆㪎

㪇

ㅍା䊜䊷䊦ᢙ㩷㪲ㅢ㪆ㅳ㪴

ਛᢿ
ተవ⺋䉍
䉡䉟䊦䉴
ฃℂ
ว⸘

ᣣᤨ

ᣣᤨ

図 13

外部から受信したメールに対する処理

メール送信数

て，外部から受信したメールがどのように処理さ

者によるメール受信アクセス回数と，IMAP/POP3

れたかを図 11 に示す．図 11 の時期に，遅延応答

デーモンによって認証されたユーザ数の推移を図 12

により接続を中断した件数は平均約 27,000 件/週

に示す．図 12 より，2009 年 4 月以後に IMAP 利

(18.8%) だった．また，宛先アドレスが存在しない

用者数が伸び，POP3 の利用者数に近づいたこと

ために，受信を拒否したメールは平均約 69,000 件/

が分かる．これは，新入生が IMAP の使い方の授

週 (48.2%) だった．(1) 接続を中断したメールおよ

業を受けたことと対応していると考えられる．ま

び存在しないアドレス宛のメールは全て spam であ

た，プロバイダ利用者によって送信されたメール数

る，(2) 実際に受理したメール (平均約 47,000 件/

および送信時認証されたユーザ数の推移を図 13 に

週) にも，全体と同じ比率で spam が含まれる，と

示す．図 13 より，2009 年 4 月以後については，本

いう 2 つの仮定をおくと，本環境における spam ブ

環境から外部に送信されたメールは約 2,500 通/週

ロック率は次式によって求められる．

で推移していることが分かる．図 11 より，外部か

27, 000
= 46.2%
47, 000 × (18.8% + 48.2%) + 27, 000

ら受信されるメール数は約 15 万通/週であるから，
送受信メール数には約 60 倍の違いがある．つまり，

この spam ブロック率はけっして高くはないが，本

メールサーバの設計にあたっては，外部から受信し

論文で採用した Starpit 法がほぼ完全にメンテナン

たメールのスループットが重要である．

スフリーであることを考えると，やむを得ない値と

4.3

Directory Harvesting Attack

実際には存在しないアドレス宛の spam メール

考える．
図 11 と同じ時期を対象として，プロバイダ利用

を受信すると，その spam メールに対するバウンス

㪄㩷 㪈㪋㩷㪄
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メールを送信しようとして，メールサーバの資源が
浪費される問題がある [8]．そのため，最近のメー

5 結論

ルサーバでは，実際には存在しないアドレス宛の

本論文では，2 つの特長を持つメールホスティ

メールは最初から受信しないという対策が一般的で

ング環境について述べた．第 1 に，認証用 LDAP

ある [9]．Directory Harvesting Attack (DHA) と

データベースのツリー構造とアクセス制御リストに

は，この対策を逆用した攻撃手法であり，以下のよ

基づいて，ドメイン管理者に対する権限委譲を実現

うな手順で行われる．まず，大量のユーザ名候補を

した．第 2 に，本環境にはドメイン毎のメールボッ

格納した辞書と実在するドメイン名を組み合わせ

クスは存在せず，利用者毎に容量制限が設定された

て，大量のアドレス候補を生成する．次に，このア

メールボックスのみが存在する．これにより，ドメ

ドレス候補に対するメール送信を試みて，受信拒否

イン管理者の交替を円滑かつ安全に行うことができ

応答 (応答コード = 550) を利用して，実在するア

ると同時に，安全性の高いメールホスティング環境

ドレスのみからなるリストを作成する．

を実現した．

あるドメインに対して，2008 年 8 月末に DHA

最近では，情報系センターは大学構成員全員のア

が仕掛けられた．2008 年 8 月 24 日から 31 日まで

カウントを作成し，全員がメールを利用できる状態

の 1 週間に，約 546 万通のメールに対して受信拒否

を整えていることが一般的である．ただし，その場

応答を行い，10 個のアドレス宛のメールを受信し

合のメールアドレスは，機械的に生成されたアドレ

た．よって，546 万アドレスの試行によって，10 個

ス (例えば，職員番号や学籍番号など) になるため，

のアドレスが漏洩したと考えられる．このドメイン

あまり利用されていないことが多い．この問題を解

には，実際には 62 個のアドレスが存在しているの

決するには，ユーザが希望するメールアドレスを発

で，このドメインを網羅するアドレスリストを作成

行することが有効である [11]．本論文のメールホス

しようとする攻撃者は，約 3390 万通のメールを送

ティングシステムは，ドメイン管理者に対してドメ

り込まなければならない．よって，3.2 節で述べた

イン利用者が希望するメールアドレスを発行する権

ように，すぐに受信拒否応答するのではなく，わず

限を委譲するシステムと見なすこともできる．その

かな遅延 (本環境では 45 秒) を行うようにすれば，

ような目的のためには，図 1 の受信用 SMTP デー

網羅的なアドレスリストが漏洩する危険性はかなり

モン，ドメイン配送処理，LDAP サーバのみを，既

低くできる

*15

．

存のメールシステムに追加すれば良い．この場合，

このように，DHA のセキュリティリスクは小さ
いが，サービス拒否攻撃としては実害がある．実際

2 台のサーバを用意すれば，サービスを開始するこ
とが可能である．

に DHA が行われていた期間には，メールサーバが

また，情報系センターのメールシステムをアウト

過負荷状態になり，正規のプロバイダ利用者がメー

ソースする事例も増えてきている．しかし，各大学

ルを送信できなかったり，正規のメールの受信が遅

の事情に合わせたカスタマイズを行うとアウトソー

延したりした．そのため，同時に実行できるプロセ

ス費用がかさんでしまい，アウトソースの効果が薄

ス数の上限値を緩和するなどの対策を行う必要が

れる．そのため，各大学の事情に合わせたラッパー

あった．根本的には，受信用 SMTP デーモンを分

システムと，アウトソース事業者が提供するメール

離するなどの対策が必要となると考えられる [10]．

システムを組み合わせることが有効である．本シス
テムは，そのようなラッパーシステムとしても用い
ることができる．

*15

今回の攻撃事例では，第 3 者転送可能なメールサーバが
踏み台として使われていた．そのため，spam ボットとし
て可能性が高いホストとは判定されず，攻撃に気づくまで
の間に多数のアドレスについて受信拒否をしてしまった．
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