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ADSL(非対称デジタル加入者線) のインターネット接続では、多くの場合ダイヤルアップ型、つまり IP ア
ドレスの割り当ては動的に変化することが前提である。本稿ではダイヤルアップ型 ADSL 接続機器を外部か
ら接続可能にする時起こる DNS 上のセキュリティ問題を考察し、既存の DNS サーバーを利用した解決手法
を示す。
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In most installations of ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Link), the Internet connectivity is treated
as a dialup link, which means the assigned IP address to the connected equipment dynamically changes. In this
paper, we analyze the DNS security issues when connecting to the equipment over a dialup ADSL, and propose
a method to solve the issues using the existing DNS servers.

1 はじめに
個人や小規模事業所のインターネットへの安価

2400〜4500 円程度の価格帯のサービスが一般的
な状況となった [2]。この価格は世界各国の中で
も最も安価な部類に入る。

な常時接続アクセス手段として、ADSL（非対称

一方、より高品質な企業向け ADSL サービスを

デジタル加入者線）が 2001 年に入って爆発的に

インターネットアクセス回線として提供する業者

普及している。

も増えている [3]。これらは既存のデジタル専用

総務省 [1] によれば、DSL（デジタル加入者線）

回線の置き換えを狙っているため、価格は月額 1

の加入者数は、2000 年 12 月末には 9723 回線

万円〜5 万円程度であり、個人向けサービスに比

だったのに対し、2001 年 8 月末には 510339 回線

べ 5〜10 倍程度の価格となっている。

と指数関数的な伸びを示している。この伸びを受

個人向けと企業向け ADSL サービスの価格の

け、個人向けの ADSL サービスを提供する ADSL

違いには、利用者への IP (Internet Protocol) アド

回線事業者や ISP (Internet Service Provider) 間で

レスの割り当て方法の違いが反映されていると考

は、2001 年 9 月から月額 3017 円で加入者収容

えられる。個人向けサービスの多くは、IP アドレ

局から利用者への下り速度が最大で 8Mbps に達

スを利用者に動的に割り当てるダイヤルアップ型

するサービス（Yahoo!BB）の登場により、月額

であるため、外部から利用者の機器に接続する形

での利用が困難である。これは ISP にとってはア

ベートアドレス [11] を持つ機器で共有する。ただ

ドレス管理の手間を省け経費を節減できるが、利

し、NAT 単独では複数の利用者側機器で同時に外

用者から見れば双方向接続を前提とするインター

部接続はできない。アドレスの対応付けができな

ネット技術の利便性を著しく損う。一方、企業向

くなるからである。

けサービスでは、IP アドレスの固定ブロックを割
り当てることが前提であり、外部から接続する際

NAPT では、IP アドレスに加えてポート番号も
変換する。動的な NAPT では、複数の利用者側の

の問題はない。しかし、すでに固定アドレスの割

機器が同時に外部との通信をできるようになる。

り当てを受けている利用者にとっては、固定アド

ただし、この方法では利用者側から外部への TCP

レスのためだけに従来のデジタル専用回線の場合

(Transmission Control Protocol) 接続は（16bit 長

とほぼ同等の費用を払わねばならず、新規導入の

のポート番号が枯渇しない限り）自由にできる

利点が薄れる。
仮にダイヤルアップ型 ADSL サービスに接続し

が、逆はできない。外部から利用者側機器への

境に個人向け ADSL 回線を新たに追加すること

TCP 接続をするには、あらかじめ静的な対応付
けをしておく必要がある。UDP (User Datagram
Protocol) を使う場合も同様である。
2.2 動的 IP アドレスでの外部接続
動的 NAT や NAPT では、一つの IP アドレス

で、安価に利用可能帯域を増やし利便性を向上さ

を複数の機器で共有することが目的である。しか

せることができる。本論文では、ダイヤルアップ

し、これらの方法は利用者側から外部への接続を

型 ADSL サービスに接続した機器への外部から

行う場合には適用できても、外部から利用者側の

の接続を可能にする際に起こるセキュリティ上の

機器に接続するためには利用できない。

た機器に対し、既存の DNS (Domain Name Sys-

tem) サーバを利用して外部から安全に利用でき
る方法が実現できれば、既存のインターネット環

問題を考察すると共に、既存の DNS サーバを利
用して外部接続を行う方式を提案する。

2 ダイヤルアップ接続固有の問題
2.1 動的 IP アドレスの一般的利用形態

外部から利用者側の機器を利用可能にする最も
単純かつ明確な方法は、利用者側で接続する機器
を一つに限定し、ISP から割り当てられる IP アド
レスをその機器に対応させることである。他の利
用者側の機器はこの機器を中継用機器として利用

一般的なダイヤルアップ型接続では、ISP から

する。この場合、ISP からは中継用機器だけが接

IP アドレスを一つだけ割り当てられる。このアド

続しているように見える。外部からの接続要求は

レスは切断や再接続、一定時間以上の同一アドレ

この中継用機器で受け付けることで対応できる。

ス占有などの場合に、ISP が一方的に変更する。

また、途中で静的 NAT が行われていても、アド

利用者側では、割り当てられた IP アドレスの値は

レスの対応付けは固定であるため、外部から見た

知ることができるが、それがいつ変わるかを事前

プロトコル上の透過性は高い。利用者側機器から

に知ることはできない。

の外部への通信要求は、代理サーバ (proxy server)

このような環境下では一般的な機器接続方
法 と し て 、NAT (Network Address Translation)

などアプリケーション層での中継技術を使えば対
応できる。

と NAPT（Network Address Port Translation, IP

他の方法例としては、外部接続用ルータで最低

Masquerade とも呼ばれる）が使われる。
NAT では IP パケット内の送受信アドレスを付
け替える。静的 NAT では対応付けを固定して変
換する。動的 NAT では必要に応じて変換前後の
アドレスの対応付けを変えることで、 ISP から割

限必要なプロトコルだけ静的 NAT および NAPT

り当てられたアドレスを利用者側の複数のプライ

くくなるため、本研究では採用しないこととした。

による対応付けを行うやり方がある。しかし、こ
の方法では利用者側の機器と外部接続のポート番
号との対応付けが複雑になり、セキュリティ上重
要なポート番号などによるアクセス制限が行いに

2.3 動的 IP アドレス情報の取得

な dual-home gateway によるファイアウォールと

ダイヤルアップ型接続の場合、ISP から割り当

して使うことができる。最近は家庭利用者の常時

てられる IP アドレスの情報をどのようにして取

接続回線へのセキュリティ攻撃も頻繁に発生して

得するかという問題が生じる。解決方法として

いる [6]。本論文執筆時も頻繁に不正アクセスの

は、ISP からのアドレス変更要求を検知して情報

試みが観測された。このような状況下では、防衛

を得るか、あるいは定期的に割り当てられている

上の観点からも図 1 のような構成が適切であると

アドレスの値をポーリングして確認するかの 2 つ

考えられる。

がある。前者は PPPoE (PPP over Ethernet) [14]

3.2

DNS サーバの運用と情報更新

など、接続機器が直接アドレス情報を得られる場

動的に変化する IP アドレスを持つ機器へ外部

合に適している。一方、ADSL 接続専用のルータ

から接続するためには、その機器に固定したホス

などを介して接続している場合は、ISP からのア

ト名を割り当て、DNS サーバで IP アドレスと対

ドレス情報はルータが持っているため、後者を適

応付ける必要がある。図 1 の構成では、アドレ

用し、接続機器からルータを定期的にポーリング

ス A1 がホスト X に対応している旨知らせるため

してアドレス情報を調べるのが現実的である。本

の DNS サーバが必要になる。この DNS サーバ

研究では、後者を採用した。

のアドレスは上位サーバへ登録されるため固定さ

3 システム設計
3.1 システム構成と前提条件
本研究では図 1 に示す接続形態を前提として
システム設計を行った。この図のホスト X と Y
には FreeBSD 4.3-STABLE を OS として使用し

れていることが必要で、ホスト X 自身では DNS
サーバを動かすことはできない。この問題はネッ
トワーク B 上の固定アドレスを持つ別のホスト Y
で DNS サーバを動かすことによって解決できる。
実際の DNS サーバの運用と情報更新は、以下
の手順で行う。

ている。これは FreeBSD が実験に必要なネット
ワーク設定上の柔軟性を備えていることによる。
図 1 で、ネットワーク B は固定アドレスブロッ
クを持つ既設のネットワークである。これにホス
ト X を ADSL ISP との dual-home gateway とし
て接続する。ADSL ルータは、割り当てられたア
ドレス A1 とホスト X の ADSL ISP 向けアドレ
ス P2 との間の静的 NAT のみを行う。ホスト X
は、ADSL ISP からの IP パケットを受信し、必

• ホスト Y は本研究の実験と直接関連しない
DNS サーバ (アドレス B2) も運用しているた
め、実験用のサーバはアドレス B3 で別途動
かす。このサーバはホスト X に関する情報の
みを提供する。

• ホスト X とアドレス A1 の対応付けを行うに
は、ホスト X から ADSL ルータを定期的に
ポーリングしてアドレス A1 の値に変化がな

要なプロトコルに対してのみ処理を行う。また、

いか、あるいは回線切断などの異常が起きて

ネットワーク B から ADSL ISP へ向かう接続要

いないかどうかを確認する。実際に検知する

求に対して、代理サーバなどでアプリケーション

情報は、アドレス A1 の値（あるいは未割り

層の中継を行う。IP パケットの中継は行わない。

当ての状態）と、直前のポーリングの際とア

ホスト X のデフォルト経路は ADSL ISP 側へ向

ドレスが同じか違っているかどうかの 2 つで

いホスト X にログインしてから、さらに外部のホ

ある。これらの情報はホスト X で保持する。
• ホスト X はアドレス A1 の状態に変化が生
じたことを検知したら、ホスト Y 上の DNS
サーバ (アドレス B3) の登録情報を更新する。
この DNS サーバはホスト X の情報のみを保

ストへ ADSL 回線を通して接続するなど、一般的

持しているため、更新には登録情報ファイル

ける。
この構成では、ホスト X をネットワーク B から
の HTTP (HyperText Transfer Protocol) 代理サー
バとして使用したり、ssh (secure shell) [16] を使

ADSL ISP
Route to
address A1

Network P: private connection of ADSL Router − Host X
P1, P2: private addresses of Network P
A1: global address for ADSL (for Host X)
ADSL Router (performing static NAT)

Host X
Default Route

P1

(Host X polls ADSL Router)
P2
DNS data update
Host X
for address A1
(proxy server /
dual−home gateway)

Host Y
(serving dynamic
DNS for Host X)

B1: Host X address for Network B Host Y
Default Route
B4
Route to
Network B

B2: static DNS server address
B3: dynamic DNS server address for A1
Network B

Router for Fixed Link ISP
(no address translation)

Fixed Link ISP
図 1: ADSL 回線と既存ネットワークの接続図

を書き換えれば良い。

DNS サーバは、djbdns [9] 中の tinydns を使用
した。tinydns は特定アドレスの UDP ポート 53
への DNS 処理要求に対して、高速検索できるデー
タベース cdb [7] を参照し応答する単機能のプロ
グラムであり、安全性も高い。データベースの情
報更新は、ホスト Y 上の更新プログラムをホスト

X から ssh で起動することで行っている。セキュ
リティ事故の可能性を減らすため、ホスト X のア
ドレス監視プロセスと、ホスト Y の DNS サーバ
とデータベース更新プログラムは、それぞれ専用
の非特権ユーザで動かしている。

4 実装と考察
4.1 実験環境と実装評価
筆者の一人力武は自宅からテレワークの際に生
じる技術的・社会的問題に関する研究を行ってい
る [10]。本論文の実験はこの研究のテレワーク環
境構築作業の一部として行った。
力武自宅のネットワーク構成は図 1 に準拠
し て い る 。ADSL 回 線 で は PPPoA (PPP over

AAL5/ATM) [13] を採用しており、ADSL ルー
タにアドレス A1 が割り振られる。この ADSL

ルータでは ISP が NAT による利用を要請してい
るため、静的 NAT を行いホスト X はアドレス P2
で受けている。また、ネットワーク B の外部接続
には既設の専用回線を使い、ネットマスク/28（ホ
スト 16 個分）の固定アドレスブロックの割り当
てを受けている。
実験ではホスト X から ADSL ルータに約 30 秒
に 1 度ポーリングを行い、アドレス A1 に変動が
あれば、変動後のアドレス（あるいは接続が切れ
たという情報）をホスト Y 上のアドレス B3 で動
いている DNS サーバのデータベースに逐一反映
している。実際にはホスト X の名前に対応した

DNS の A リソースレコードを提供することで、
ホスト X へ ADSL 経由で外部から到達できるよ
うにしている。接続が切れた場合は、A リソース
レコードを消去する。これは、以前のアドレスへ
別の機器が割り当てられた場合の誤接続の可能性
を減らすためである。ホスト X の名前に対応する

DNS サーバはアドレス B3 で動いているものだけ
であるため、DNS 情報の伝播遅延の問題は生じ
ない。
リソースレコードの有効期間 (TTL) は 30 秒に
設定している。これは上記のポーリング間隔を反

映したものである。また、ADSL 回線は一度接
続が切れると再接続が完了しアドレスが確定す

DNS UPDATE では原理的に外部からの DNS パ
ケットだけで DNS データベースの更新ができる

るまで実測で 30〜40 秒かかる。これらの理由か

ため更新要求の認証が必要だが、実際の認証手順

ら、ポーリング間隔は現状程度で問題ないと考え

はまだ発展途上である [15]。本研究ではまず単独

られる。ADSL ルータの電源を切って入れ直すこ

のダイヤルアップ型接続に対応できる仕組みを作

とで切断状況を作り出した限りでは、リソースレ

ることが目標であり、DNS UPDATE ほどの大規

コードの消去から 4 回のポーリング、つまり 2 分

模かつ複雑な仕組みは必要ないと判断した。本研

程度でリソースレコードが復帰している。また、

究での DNS データベース更新方式は ssh の公開

ADSL 回線のアドレスの変更頻度は長い場合は数

鍵認証と暗号化で安全性を確保しており、DNS

日に一回、短くても数十分に一度と頻度は少ない

UPDATE に比べ問題は少ないといえる。
4.3 ダイヤルアップ接続の本質的な問題

ため、実用上は問題ないものと思われる。
実際に DNS サーバの動作を確認するため、外

一般的には一定範囲のアドレスブロックを複数

部からホスト X の名前で TCP 接続を試みた限り

の利用者が共用する場合は、DNS のホスト名と

では、毎回失敗なく接続できた。これにより、本

IP アドレスの対応に依存した認証は安全ではな

研究の最初の目標である外部接続性の実現は達成

い。相手が知らない間に別のホストに変わってい

できたものといえる。

る可能性があるからである。ssh など公開鍵認証

本研究では一つの ADSL 接続に対して単独の
DNS サーバを対応させることで、複数の更新要求

の応用では、各ホストが秘密鍵を持つことで、ク
ライアントと相互に認証してホストのなりすまし

が同時に発生した場合の排他制御の問題を回避し

を防いでいる。今後は IP アドレスに依存しない

ている。複数の接続に対して単独の DNS サーバ

認証方式の普及が必要であろう。

でデータベースを共用するためには、内容更新の

本研究の実装方式でも、動的 IP アドレスが変

際に排他制御が必要になる。この方法の実装は今

わった瞬間の接続性を迅速に確保することはでき

後の課題である。

ていない。これを実現するためには、ISP から利

4.2 類似手法とその評価

用者へアドレス変更の際の通知を明示的に行う仕

本研究と類似の機能と目的を持つプログラム

組みが必要である。本研究の環境では実験できな

として、DHIS (Dynamic Host Information Sys-

かったが、例えば PPPoE で直接ホスト OS のイ

tem) [8] がある。DHIS では UDP 上の専用プロ
トコルで IP アドレスの変動するホストから専用

ンターフェースにアドレスが割り当てられる事例

サーバが定期的にポーリングを受けて相手ホス

迅速な対応が可能と考えられる。

では、OS カーネルで情報が把握できるのでより

トを認証することで、アドレスとホスト名の対応

仮にダイヤルアップ接続の場合でも、各利用者

付けを行う。しかし、DHIS を DNS 情報の更新

に固定 IP アドレスを割り振ることができるとす

に使うためには、BIND (Berkeley Internet Name

れば、本研究の課題とした問題はほぼ解決する。

Domain) [4] の DNS UPDATE プロトコル [12] を
使う必要があった。BIND はセキュリティ上多く
の問題を抱えており [5]、本研究の実験環境には
不適当と判断した。そのため DHIS も本研究では
評価していない。ただし、DHIS の仕組み自身は

しかし、IPv4 ではアドレスは有限の資源であり、

すでに運用実績があり、今後の研究用素材として

究の提案は応用可能であると考えられる。

は有望と思われる。

DNS UPDATE は、Microsoft の Active Directory で使われるなど普及しつつある。しかし、

その利用は技術的側面よりも社会的また経済的理
由で現在は決まっている。また IPv6 でアドレス
空間が広がっても動的 IP アドレス割り当ては必
要に応じて使われることが予想されるため、本研

5 まとめ
本研究では、ダイヤルアップ型 ADSL 接続の際
の動的に変化する IP アドレスを、既設の固定 IP
アドレスネットワーク上にある DNS サーバで対
応づけるための実装方式を提案し、単独の ADSL
回線に対して提案方式が有効であることを示し
た。本研究の方式は、基本的に ADSL だけでな
くダイヤルアップ型接続全てに応用が可能であ
るため、ISDN やケーブルテレビなどの個人向け
常時接続サービスの利用でも有効であると予想さ
れる。
今後の検討課題としては、多数の動的 IP アドレ
スを処理する際のスケーラビリティの確保、また
割り当てアドレスの変化への迅速な追従を可能に
することがある。
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