第 4 回

メール配送におけるDNSの役割とDNSによるサーバの探索
馬場達也

前回は、DNSの逆引きの仕組みと、逆引き用のゾーンデータファイルの記述法について紹介した。今回は、メール配送
におけるDNSの役割と、配送先メールサーバを指定するためのMXレコードの記述法、そして、ある特定のサービスを
提供するサーバを探索するために使用されるSRVレコードについて紹介しよう。

メールの配送先を教えてくれる
MXレコード

セットされたデフォルトの有効期間がセットされる。
<class>には、ネットワーククラスを記述し、インタ
ーネットでは「IN」と記述する。<class>を省略した

電子メールは、複数のメールサーバを経由して、目

場合には、自動的に「IN」がセットされる。MXレコ

的のユーザーのメールボックスに届けられる。このと

ードの記述例を次に示す。この例では、宛先メールア

き、メールを中継するメールサーバは、次の配送先の

ドレスが「〜@example.com」であるメールの配送先

メールサーバを宛先のメールアドレスから判断しなけ

が「mx1.example.com」であることを示している。

ればならない。配送先が組織内のメールサーバであれ
ば、次の配送先を静的に指定することも可能だが、ほ

$ORIGIN example.com.

かの組織のメールサーバへ配送する場合には静的に記

@

IN

MX

10 mx1.example.com.

述しておくことは難しい。このような場合は、DNSを
使用して配送先のメールサーバを検索することができ

では、ここで、MXレコードを利用した電子メール

る。DNSには「MXレコード」というリソースレコー

の配送手順について説明しよう。まず、メールを受信

ドがあり、メールアドレスの「@」よりもうしろのドメ

したメールサーバは、メールのエンベロープヘッダの

イン名をキーにしてMXレコードを引く
（検索する）
こ

「RCPT TO:」フィールドの宛先メールアドレスを確

とにより配送先のメールサーバを知ることができる。

認する（エンベロープヘッダとは、SMTPで使用され
る配送のための情報であって、メールメッセージに付

MXレコード
MX（Mail Exchange）レコードは、メールの配送

加される「To:」ヘッダとは異なる）
。例えば、この宛先
メールアドレスが「baba@example.com」となってい

先となるメールサーバを記述するためのリソースレコ

れば、配送元のメールサーバは、DNSで

ードである。MXレコードの書式はRFC 1035で次の

「example.com.」をキーにしてMXレコードを引く。す

ように規定されている。

ると、example.comゾーンを管理するネームサーバは、
「example.com.」のＭＸレコードと、そのＭＸレコード

<owner> <ttl> <class> MX <preference> <exchange-dname>

に含まれているネームサーバのＡレコードを返却する
（図１）
。もし、
Ａレコードが返却されずに、
ＭＸレコード

<owner>には、宛先のメールアドレスの「@」よ

だけが返却された場合は、配送先メールサーバのIPア

りもうしろのドメイン名を記述する。<preference>

ドレスを知るために、さらにＡレコードを引き直す。

には、配送の優先度を示すプリファレンス値（値が小

このようにして、
メールサーバは、
配送先のメールサーバ

さいほど優先される）を記述する。また、<exchange-

のホスト名とIPアドレスを得るのである。

dname>には、配送先のメールサーバの名前を正規名
で記述する。<ttl>には、このリソースレコードのキ
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メールサーバの配送の優先度

ャッシュの有効期間を秒単位で記述する。<ttl>を省

もし、システム障害やネットワーク障害などでメー

略した場合には、直前の$TTL制御ステートメントで

ルの配送に失敗した場合は、配送元組織のメールサー
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example.comのMXレコードの問い合わせ

example.comのすべてのMXレコードと該当するメールサーバのAレコード

example.comネームサーバ

配送元メールサーバ
図１● MXレコードを使って配送先メールサーバを検索する

mx.example.net

mx2.example.com

③
②

①

配送元メールサーバ

mx1.example.com
②'

mx3.example.com

図２● メール配送先の優先順位

$ORIGIN example.com.
@

IN

MX

10

mx1.example.com.

←

プライマリメールサーバ

IN

MX

20

mx2.example.com.

←

セカンダリメールサーバ

IN

MX

20

mx3.example.com.

←

セカンダリメールサーバ

IN

MX

30

mx.example.net.

←

セカンダリメールサーバ

リスト１● プリファレンス値による配送先の優先度の指定

バは、メールを送れるようになるまで待っていなけれ

ダリメールサーバから、小さいプリファレンス値を付

ばならない。このため、通常はメールを受け取るため

けていくようにする。

のメールサーバを複数用意しておき、主としてメール

例えば、リスト１のように、ＭＸレコードが記述さ

を受け取るメールサーバ（これを「プライマリメール

れていた場合には、通常はプリファレンス値が最も小

サーバ」という）がダウンしていた場合は、ほかのメ

さいmx1.example.comにメールを配送する（図2の

ールサーバ（これを「セカンダリメールサーバ」とい

①）
。しかし、このメールサーバがダウンしていた場

う）がメールを受け取れるようにしておく。この場合

合には、
次にプリファレンス値の小さいmx2.example.

のメールの配送先の優先順位は、MXレコードのプリ

comまたはmx3.example.comのどちらかにメールを

ファレンス値で指定する。つまり、プライマリメール

配送しようとする（図２の②および② ）。さらに、

サーバには、最も小さいプリファレンス値を付けてお

mx2.example.comとmx3.example.comの両方に対し

き、セカンダリメールサーバには、プライマリネーム

てもメールの配送に失敗した場合は、次にプリファレ

サーバよりも大きいプリファレンス値を付けておく。

ンス値の小さいmx.example.netにメールを配送しよ

セカンダリメールサーバの間では、プライマリメール

うとする
（図２の③）
。特に、ネットワーク障害が発生

サーバに近い（例えば、同じセグメント上の）セカン

した場合は、そのネットワーク上のすべてのメールサ
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ーバに対してアクセスできなくなる場合も考えられる

しかし、MXレコードで指定するメールサーバのホ

ため、別のネットワーク上にもセカンダリメールサー

スト名に別名を使用していた場合は、メールを受け取

バを設置しておくのがよいだろう。

ったメールサーバは、MXレコードの中に自ホストの

では、
プライマリメールサーバであるmx1.example.

名前を見つけられない可能性がある。この場合は、同

comがダウンしていて、セカンダリメールサーバであ

じプリファレンス値のMXレコードを無視できず、メ

るmx2.example.comがメールを受け取った場合には

ールの配送でループが発生してしまう可能性がある。

どうなるのだろうか。最終的には、プライマリメール

このため、MXレコードで指定するメールサーバのホ

サーバであるmx1.example.comにメールを配送しな

スト名は、必ず正規名で記述しなければならない。

ければならないが、すぐにmx1.example.comにメー
ルを配送しようとしても、まだ障害から復旧していな

＜

MXレコードを記述する際の
注意事項を整理する

いため配送に失敗してしまう。では、次にプリファレ
ンス値の小さいmx2.example.comかmx3.example.
comに配送するのであろうか。しかし、これらのメー

ここでは、MXレコードを記述する際の注意事項に

ルサーバは、自分自身か、自分とプリファレンス値が

ついて説明する。ここで紹介する注意事項については、

同じメールサーバである。自分自身にメールを配送す

RFC 1912とRFC 2181で詳しく述べられているので、

ると、メールプログラムがループを検出し、エラーと

こちらもぜひ参照していただきたい。

してメールが返されてしまう。
また、自分とプリファレンス値が同じである
mx3.example.comに配送しても、配送先で同じ処理

ＭＸレコードで指定するメールサーバのホスト名は正
規名でなければならない

を行い、mx2.example.comとmx3.example.comの間

先に説明したとおり、MXレコードに含まれるメー

でループが発生する可能性がある
（図３）
。自分よりプ

ルサーバのホスト名を別名（CNAMEで記述してある

リファレンス値の大きいmx.example.netに送っても、

ホスト名）で指定すると、プライマリメールサーバが

プライマリメールサーバからさらに遠ざかるだけだ。

ダウンしていた場合に、セカンダリメールサーバの間

このため、メール配送プログラムは、取得したすべ

でメールの配送ループが発生してしまう可能性があ

てのMXレコードのホスト名を確認し、その中に自分

る。さらに、DNSでMXレコードを検索した場合には、

自身が含まれていれば、そのプリファレンス値を調べ

通常はMXレコードとともに、MXレコードに含まれ

て、そのプリファレンス値と同じかさらに大きいプリ

るメールサーバのAレコードも返却されるが、多くの

ファレンス値を持つMXレコードを無視するという処

場合、CNAMEレコードまでは返却されない。このた

理を行う。こうすることによって、
メールの配送先は、

め、MXレコードに含まれるメールサーバのホスト名

自分よりも小さいプリファレンス値を持つメールサー

を別名で指定していた場合には、MXレコードしか返

バのみに限定されるため、エラーの発生やむだな配送

却されないことになり、配送元のメールサーバは、さ

を防ぐことができるのである。

らにMXレコードで返却されたメールサーバのホスト
名の名前解決を行わなければならず、DNSの検索によ

図３● プライマリメールサーバがダウン
していると配送ループが発生する

けいな負荷と時間がかかってしまう。このため、MX
レコードで指定するメールサーバのホスト名は、必ず
正規名（Aレコードで記述した名前）で記述する。
mx2.example.com

配送元メールサーバ

［まちがった例］

障害発生

mx1.example.com

@

IN

MX

10

mx1 ← mx1はfooの別名である

mx1

IN

CNAME

foo

IN

A

192.168.0.20

foo

セカンダリメールサーバに
メールを送信
メール配送
ループが発生

mx3.example.com
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［正しい例］
@

IN

MX

10

foo ← 正規名であるfooを記述する

foo

IN

A

192.168.0.20

ワイルドカードMXは使用しない
ＭＸレコードでは
「ワイルドカードＭＸ」
という一見

別名

サーバの種類

archie

Archieサーバ

finger

Fingerサーバ

ftp

FTP（File Transfer Protocol）サーバ

com」というアドレスあてのメールをすべてmx1.exam

gopher

Gopherサーバ

ple.comに配送させるように設定するためには、ワイ

ldap

LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）サーバ

ルドカードを使用して次のように記述できる。

mail

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）サーバ

news

NNTP（Network News Transfer Protocol）サーバ

便利そうな記述も可能だ。例えば、
「〜@〜.example.

*.example.com. IN MX 10 mx1.example.com.
しかし、このように記述すると、存在しないドメイ
ン名を含むメールアドレスあてのメールが送信された

ntp

NTP（Network Time Protocol）サーバ

ph

CCSO（Computing and Communications Services Office）ネームサーバ（Ph）

pop

POP（Post Office Protocol）サーバ

rwhois

RWHOIS（Referral WHOIS）サーバ

wais

WAIS（Wide Area Information Service）サーバ

whois

WHOISサーバ

場合に、本来はDNSの検索でエラーとなるはずなのに

www

Webサーバ

ワイルドカードMXにマッチするので、mx1.example.

表１● サーバに対して付与する別名

comがそのメールを受け取ってしまい、そのあとにメ
ールをエラーとして返すというむだな処理が発生す

「www」を付けたものがWebサーバであると予測して

る。さらに、ワイルドカードは、検索したドメイン名

アクセスするだろう。このように、ホスト名に、サー

に対してAレコードやNSレコードなどのほかのレコー

ビスの内容を連想させる別名を付けるということが一

ドが存在する場合には無視されるので、あまり有効に

般的に行われている。この方法はRFC 2219にも記述

機能しない。このため、ワイルドカードMXは使用せ

されており、サーバには、
提供するサービスに応じて、

ず、MXレコードは、必要なぶんだけ正しく記述する

表１の別名を付けることが推奨されている。

ようにする。

しかし、これらの別名を付与するのは面倒な場合も
多い。このため、DNSである特定のサービスを提供す
るサーバを発見するためのSRVレコードが提案されて

［まちがった例］
$ORIGIN example.com.
@

IN

MX

10 mx1.example.com.

*

IN

MX

10 mx1.example.com.
↑
ワイルドカードMXを使用

$ORIGIN example.com.
IN

SRVレコード
MXレコードは、あるドメイン内のメールサーバの
ホスト名を取得するためのリソースレコードである。
これに対して、SRV（Server Selection）レコードは、

［正しい例］

@

おり、現在利用され始めている。

MX

10 mx1.example.com.

sub1

IN

MX

10 mx1.example.com.

sub2

IN

MX

10 mx1.example.com.

sub3

IN

MX

10 mx1.example.com.
↑

メールアドレスに含まれるドメイン名のすべてに対して
MXレコードを記述する

あるドメイン内で特定のサービスを提供しているサー
バのホスト名を取得するためのリソースレコードであ
り、MXレコードを汎用的なものにして、ほかのサー
ビスにも適用できるようにしたものと考えることがで
きる。また、MXレコードと比較して、ロードバラン
シングの機能が強化されている。WindowsのActive
Directoryでは、
「ドメインコントローラ」やKerberos
のKDC（Key Distribution Center）、LDAPサーバ
などを探索する場合にこのSRVレコードを使用してい

MXレコードを汎用的にした
SRVレコード
ある組織のメールサーバを探すにはDNSのMXレコ

る。SRVレコードはRFC 2782に記述されており、次
のような書式になっている。

<owner> <ttl> <class> SRV <priority> <weight> <port> <target>

ードを引けばよいことは説明した。それでは、そのほ
かのサービスを提供するサーバを見つけるにはどうす

<owner>には、
「̲サービス名.̲トランスポート層プ

ればよいのだろうか。例えば、ある組織のWebサーバ

ロトコル名.ドメイン名」の形式で、あるドメインにお

にアクセスする場合には、その組織のドメイン名に

けるサービス名を記述する。例えば、example.comド
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example.comのLDAPサービスは
どのホストで提供しているの？
（̲ldap.̲tcp.example.comのSRVレコードを検索）

ldap1.example.comのTCPポート389で
提供しているよ

クライアント

全アクセスの60％

全アクセスの40％

example.com
ネームサーバ

図４● SRVレコードを使ってサーバを発見する

$ORIGIN example.com.
_smtp._tcp

IN

SRV

10

0

25

mx1.example.com.

IN

SRV

20

1

25

mx2.example.com.

ldap1.example.com

IN

SRV

20

4

25

mx3.example.com.

図５● SRVレコードを使ってロードバランシングを実現できる

IN

SRV

30

0

25

mx.example.net.

ldap2.example.com

リスト２● SRVレコードによるメールサーバの指定

メインのKerberosサービスであれば、「̲kerberos.

$ORIGIN example.com.

̲tcp.example.com.」のようになる。

_ldap._tcp IN SRV 0 0 389 ldap1

<priority>は、MXレコードの<preference>と同
じであり、<target>で記述したホストの優先度を記

ロードバランシングを使用する場合は、次に示すよ

述する。この値が小さいほど優先度が高いことになる。

うに記述する。このように記述すると、
図５のように、

<weight>には、優先度が同じサーバに対して、選択

ldap1.example.comとldap2.example.comで６：４の

される確率の高さ（ロードバランシングの比重）を記

割合でアクセスの負荷がかかるようにロードバランシ

述する。この値が大きいほど選択される確率が高くな

ングを実現できる。ロードバランシングを行うマシン

る。ロードバランシングを行わない場合には「０」と

で処理能力が異なる場合に有効である。

記述する。
<port>には、
そのホスト上でサービスを提供してい

$ORIGIN example.com.

るTCPまたはUDPのポート番号を記述する。
<target>
には、<owner>で記述したサービスを提供するサー

_ldap._tcp IN SRV 0 6 389 ldap1

バのホスト名を記述する。もし、サービスを提供する

IN SRV 0 4 389 ldap2

サーバが存在しないことを記述する場合には、このフ
ィールドに「. 」と記述する。

このSRVレコードは、
リスト２のように記述すると、

例えば、
LDAPサーバのホスト名が「ldap1.example.

リスト1に示したMXレコードの代わりにもなる。当分

com.」である場合には次のように記述する。これによ

はMXレコードが使われ続けるだろうが、そのうちに

り、
「example.com内のLDAPサーバは？（̲ldap.̲tcp.

SRVレコードがMXレコードを置き換えるかもしれな

example.com.のSRVレコードは？）
」という問い合わ

い。

せに対して、LDAPサーバのホスト名（ldap1.example

次回は、ゾーン転送の仕組みについて説明する。

.com）とサービスを提供しているポート（389）を答
えることができる
（図４）
。

●今回の内容に関連するRFC
RFC 1035 Domain names - implementation and specification
RFC 1912 Common DNS Operational and Configuration Errors
RFC 2181 Clarifications to the DNS Specification
RFC 2219 Use of DNS Aliases for Network Services
RFC 2782 A DNS RR for specifying the location of services (DNS SRV)
RFC 2821 Simple Mail Transfer Protocol
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