第 5 回

セカンダリネームサーバの運用とゾーン転送の仕組み
馬場達也

前回は、メール配送におけるDNSの役割と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た。今回は、セカンダリネームサーバの運用法とゾーン転送
の仕組みについて紹介しよう。

ネームサーバを複数設置して
DNSサービスを確保する
名前解決やメール配送先の検索を行うDNSは、イン

メリットがある。
●１台がダウンした場合でもサービスを継続できる
●名前解決の問い合わせの負荷を分散できる

ターネットの重要なインフラとなっているため、ネー
ムサーバがダウンしてしまうことで、DNSの機能が停

このため、セカンダリネームサーバを多く設置した

止してしまう事態は避けなければならない。このため、

ほうがメリットは大きくなる。しかし、セカンダリネ

１台のネームサーバがダウンした場合でも、別のネー

ームサーバの設置場所には気を付ける必要がある。例

ムサーバによってサービスが提供できるように、ネー

えば、用意したセカンダリネームサーバをすべてプラ

ムサーバは複数台設置するようにする。

イマリネームサーバと同じセグメントに設置してはな

しかし、ゾーンデータファイルを複数のネームサー

らない。これは、ネットワーク障害や電源の障害によ

バ上で別々に管理すると、ゾーンデータの不整合が発

って、そのセグメント全体が機能しなくなり、セカン

生する可能性があるため、ゾーンデータファイルの原

ダリネームサーバも含めて、すべてのネームサーバに

本は１台のネームサーバ上で管理し、ほかのネームサ

対してアクセスできなくなる可能性があるからであ

ーバは、その原本を管理しているネームサーバからネ

る。このため、ネームサーバのうち、最低でも１台は

ットワーク経由でゾーンデータをコピーして管理す

離れた別のネットワークに設置し、ネットワークの障

る。ここで、ネットワーク経由でゾーンデータを転送

害や電源の障害が発生した場合でも、すべてのネーム

することを「ゾーン転送」と呼び、ゾーンデータファ

サーバへの到達性が失われるようなことは避けなけれ

イルの原本を管理するネームサーバを「プライマリネ

ばならない。

ームサーバ」
（
「プライマリマスタ」
とも言う）
、プライ

セカンダリネームサーバの運用について記述されて

マリネームサーバからゾーン転送によってゾーンデー

いるRFC 2182では、通常の規模の組織の場合は、ネ

タを取得し、そのコピーを管理するネームサーバを

ームサーバを３台用意し、そのうちの１台は、ほかの

「セカンダリネームサーバ」
（
「セカンダリマスタ」また

ネームサーバから十分に離れた場所に設置するのがよ

は「スレーブ」とも言う）と呼ぶ。
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いとされている。例えば、図１のように、同じような

プライマリネームサーバとセカンダリネームサーバ

規模の別の組織との間で、相手の管理するゾーンのセ

の違いは、原本をどこで管理しているかの違いだけで

カンダリネームサーバをお互いに運用し合うようにし

あって、クライアントやほかのゾーンを管理するネー

たり、契約しているISPにセカンダリネームサーバを

ムサーバは、その違いを意識する必要はない。

運用してもらったりするのがよいだろう。

セカンダリネームサーバを
設置するうえでの注意点

ゾーン転送に使われる
SOAレコードを理解する

セカンダリネームサーバを設置すると、次のような

ゾーン転送を行う際に重要となるパラメータが、
SOA

Dec 2002

レコードに記述されている「Serial

組織 A(example.com)

組織 B(example.net)
ゾーン転送
（example.comゾーン）

（シリアル番号）
」
「Refresh（リフレ
ッシュ間隔）
」
「Retry（リトライ間

example.netゾーンおよび
example.comゾーンの
セカンダリネームサーバ

example.comゾーンの
プライマリネームサーバ

隔）
」
「Expire（ゾーンデータの有効
期間）
」
である
（リスト１）
。シリアル
番号は、セカンダリネームサーバと
の間でゾーン転送を行う場合に、ゾ
ーンデータの内容が更新されている

ゾーン転送
（example.comゾーン）

のかどうかをセカンダリネームサー

ゾーン転送
（example.netゾーン）
ゾーン転送
（example.netゾーン）

バが判断するために使用する。つま
り、ゾーンデータの内容を更新した

example.comゾーンおよび
example.netゾーンの
セカンダリネームサーバ

場合には、このシリアル番号を必ず

example.netゾーンの
プライマリネームサーバ

増やすようにする（シリアル番号を
小さい値に戻す方法についてはコラ
ムを参照）
。リフレッシュ間隔は、
セ

図１● セカンダリネームサーバの設置例。名前解決が途切れないようにネームサーバを配置する必要がある

カンダリネームサーバがゾーン転送
を行うためにプライマリネームサーバのゾーンデータ
のシリアル番号をチェックする間隔である。リトライ

$TTL 86400
@

IN

間隔は、セカンダリネームサーバが何らかの原因でゾ

の間隔である。ゾーンデータの有効期間は、セカンダ
リネームサーバが、取得したゾーンデータを利用でき
る期間だ。
また、ゾーンデータファイルには、リスト１のよう

スト名をNSレコードで記述しておく。そして、同時
にそのネームサーバのIPアドレスもAレコードで記述
しておくが、もし、そのネームサーバがほかのゾーン
に属しているのであれば（リスト１の例では、「ns.

ns1.example.com.

hostmaster.example.com. (

2002101800 ; シリアル番号

ーンデータのチェックに失敗した場合に行うリトライ

に、そのゾーンを管理するすべてのネームサーバのホ

SOA

28800

; リフレッシュ間隔（秒）

7200

; リトライ間隔（秒）

604800

; ゾーンデータの有効期間（秒）

3600

; ネガティブキャッシュの有効期間（秒）

)
IN

NS

ns1.example.com.

; このゾーンのプライマリマスタ

IN

NS

ns2.example.com.

; このゾーンのセカンダリマスタ

ns.example.net.

; このゾーンのセカンダリマスタ

IN

NS

ns1

IN

A

192.168.0.10

ns2

IN

A

192.168.0.11

example.net」が該当する）
、そのAレコードは別のゾ
ーンに記述するので、このゾーンデータ中では記述し

リスト１● ゾーンデータファイルの記述例

ない。
セカンダリネームサーバを初めて起動した場合には
ゾーンデータがまだ自ホストに存在しないので、セカ

Column

シリアル番号を小さな値に戻す方法

シリアル番号を誤って大きな値にしてしまい、その値がセカンダリネームサ

ンダリネームサーバはすぐにプライマリネームサーバ

ーバに伝播してしまった場合はどうすればよいだろうか？ シリアル番号をあ

に対してゾーン転送のリクエストを行い、ゾーンデー

わてて元に戻したところで、セカンダリネームサーバ上のシリアル番号は元に

タを取得する。このゾーン転送のリクエストは、取得

戻らない。このような場合に、シリアル番号を元の小さい値に戻す方法がRFC

したいゾーンのドメイン名と、
「AXFR」というレコ

1912に記述されている。

ードタイプを指定したDNSの問い合わせパケットをプ
ライマリネームサーバに送信することで行う。また、

まず、まちがったシリアル番号に2,147,483,647を足した値を新しいシリア
ル番号とする。ただし、その結果が4,294,967,296よりも大きくなる場合には、
4,294,967,296を引いた値を新しいシリアル番号とする。これにより、セカン

通常の名前解決の問い合わせでは、UDPを使用して

ダリネームサーバは、新しいシリアル番号を自分のものよりも新しいと認識し

DNSのパケットをやり取りするが、UDPでは、最大

てゾーン転送を行う。ここで、現在のシリアル番号が本来のシリアル番号より

512バイトのデータしか送ることができないという制

も小さい値である場合には、すべてのセカンダリネームサーバがゾーン転送を

限があるため、巨大なデータを送信する必要のあるゾ

完了したところで、本来のシリアル番号に上げればよい。もし、現在のシリア

ーン転送では、UDPの代わりにTCPを使用する。

ル番号が本来のシリアル番号よりも大きい場合は、本来のシリアル番号よりも
小さくなるまで、この作業を繰り返せばよい。

そして、セカンダリネームサーバは、取得したゾー
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ンデータのSOAレコードに記述されているリフレッシ

バは、SOAレコードに記述されているリトライ間隔ぶ

ュ間隔ごとに、プライマリネームサーバに対してSOA

んだけ待ち、再度プライマリネームサーバに対して問

レコードの問い合わせを行う（図２の
（a）
）
。ここで取

い合わせを行う。何度リトライしてもプライマリネー

得したSOAレコードのシリアル番号が、すでに持って

ムサーバからの応答がなく、ゾーンデータを取得して

いるゾーンデータのSOAレコードのシリアル番号より

からSOAレコードに記述されているゾーンデータの有

も大きい場合は、プライマリネームサーバ上のゾーン

効期間が過ぎてしまった場合には、セカンダリネーム

データが更新されていることになるので、プライマリ

サーバは、そのゾーンデータを破棄しなければならな

ネームサーバに対して、再びゾーン転送のリクエスト

い。この場合には、セカンダリネームサーバは、その

を行う（図２の
（b）
）
。もちろん、取得したSOAレコー

ゾーンに対する名前解決サービスを提供することがで

ドのシリアル番号が、すでに持っているゾーンデータ

きなくなる。

のSOAレコードのシリアル番号と同じであれば、ゾーン
データは更新されていないので、ゾーン転送のリクエ

AXFRによるゾーン転送は、リスト２のようにdig
コマンドを使用して行うことも可能である。

ストは行わない。
プライマリネームサーバがダウンしているなどの理
由で応答しなかった場合には、セカンダリネームサー
（a）ゾーン転送の前に
SOAレコードをチェッ
クする

プライマリネームサーバ

ゾーンの変更を知らせる
DNS NOTIFY
これまで説明したゾーン転送の仕組みでは、セカン
ダリネームサーバは、SOAレコードのリフレッシュ間
隔で指定された時間だけ待たないとゾーン転送を試み
ようとしない。つまり、ゾーンデータファイルを更新
しても、その内容がセカンダリネームサーバに伝わる

①SOAレコードの問い合わせ
①SOAレコードの問い合わせ

までには、最悪の場合、リフレッシュ間隔で指定され
た時間だけ待たなければならないわけだ。これを解決

②SOAレコードを返却

するための機能として、ゾーンデータが更新された場
合に、プライマリネームサーバからセカンダリネーム

②SOAレコードを返却

サーバに対して更新が行われたことを知らせる「DNS
NOTIFY」という機能がある（詳しくはRFC 1996を
参照していただきたい）
。この機能を有効にすると、
プ
ライマリネームサーバ上のゾーンデータが更新された
セカンダリネームサーバ

セカンダリネームサーバ

場合、プライマリネームサーバがセカンダリネームサ
ーバに対して「NOTIFYリクエスト」という特別な

（b）シリアル番号が新
しい場合にはゾーン転
送を行う

プライマリネームサーバ

DNSパケットを送信する。NOTIFYリクエストには、
更新されたゾーンのドメイン名が記述されているので、
NOTIFYリクエストを受信したセカンダリネームサー
バは、更新されたゾーンを認識し、SOAレコードのリ
フレッシュ間隔を無視して、すぐにゾーン転送のリク
①AXFRリクエスト

①AXFRリクエスト

エストを行うのである。
DNS NOTIFYは、バージョン8.2.3以降のBINDや、

②ゾーン転送

Windows2000 Serverに 搭 載 さ れ て い る Microsoft
DNS Serverでも実装されている。そこで、ここでは、

②ゾーン転送

BIND 9の動作を基にDNS NOTIFYの仕組みを説明
しよう。まず、ゾーンデータが更新されると、プライ
マリネームサーバは、NOTIFYリクエストを送信する
先のネームサーバのホスト名をゾーンデータ中のNS
セカンダリネームサーバ

セカンダリネームサーバ

図２● AXFRリクエストによるゾーン転送の手順
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レコードから取得する。このNSレコードに記述され
ているネームサーバの中には、プライマリネームサー

バも含まれているため、これを削除し（プライマリネ
ームサーバのホスト名はSOAレコードに記述されてい

$ dig

@192.168.0.10

example.com.

axfr
↑

る）
、セカンダリネームサーバのみに対してNOTIFY

↑

↑

リクエストを送信する
（図３）
。
そして、
NOTIFYリクエ

プライマリネームサ
ーバのIPアドレス

取得するゾーンのド
メイン名

レコードタイプとし
てAXFRを指定

ストを受信したセカンダリネームサーバは、NOTIFY
リクエストを受信したことを知らせるための

リスト２● digコマンドを使ったゾーン転送の例

「NOTIFYレスポンス」を返し、先に説明した方法で、
プライマリネームサーバ

ゾーン転送のリクエストを行うのである。
これで完了だと思われるかもしれないが、実は、
BINDではプライマリネームサーバだけでなくセカン
ダリネームサーバもNOTIFYリクエストを送信する。
つまり、プライマリネームサーバからのNOTIFYリク

① NOTIFYリクエスト

エストによってゾーン転送を行い、自身のゾーンデー
タが更新されると、各セカンダリネームサーバは、ほ

① NOTIFYリクエスト

② NOTIFYレスポンス

かのセカンダリネームサーバに対してNOTIFYリクエ
ストを送信するのである。ただし、NOTIFYリクエス

② NOTIFYレスポンス

トを受信した別のセカンダリネームサーバは、NO
TIFYリクエストの送信元が、ゾーン転送のリクエス
トを行う先のネームサーバでなければ、このNOTIFY
リクエストを無視する。では、なぜセカンダリネーム
サーバが別のセカンダリネームサーバに対してNO
TIFYリクエストを送信する必要があるのだろうか。

セカンダリネームサーバ

セカンダリネームサーバ

図３● NOTIFYリクエストによってゾーンデータ更新が通知される

これは、図４のように、ほかのセカンダリネームサー
プライマリネームサーバ

バが、ファイアウォールを隔てているなどの理由で、
プライマリネームサーバと直接通信できない場合に、
ゾーン転送をほかのセカンダリネームサーバから行っ
ている場合があるためだ。どのネームサーバが自分と
の間でゾーン転送を行うのかを知ることができれば、
そのネームサーバにだけNOTIFYリクエストを送信す

直接通信できない

ればよいが、NOTIFYリクエストを送信するネームサ

①AXFRリクエスト

②ゾーン転送

ーバは、どのネームサーバが自身をゾーン転送元とし
て設定しているのかを知ることができないため、すべ

② NOTIFYレスポンス

てのネームサーバに対して、NOTIFYリクエストを送
信するようにしているのである。

①AXFRリクエスト

②ゾーン転送

差分ゾーン転送で
ネットワーク負荷を軽減
これまでに説明したAXFRによるゾーン転送では、

セカンダリネームサーバ

セカンダリネームサーバ

図４● セカンダリネームサーバからゾーン転送のリクエストを行う。セカンダリネームサーバがプライ
マリネームサーバと直接通信できない環境では、別のセカンダリネームサーバからゾーン転送を行ってい
る場合もある

ゾーンデータの内容が1レコードだけ変更された場合
でも、ゾーンデータ全体を転送するようになっている。

れた部分（差分データ）だけを送信する、差分ゾーン

しかし、特に、ゾーンデータが頻繁に更新される環境

転送（IXFR：Incremental Zone Transfer）という

で、DNS NOTIFY機能を有効にしている場合は、巨

機能がある（詳しくはRFC 1995を参照していただき

大なゾーンデータを頻繁に転送することになり、ネッ

たい）
。

トワークに非常に負荷がかかることになる。
このため、
ゾーンデータ全体を転送せず、ゾーンデータの変更さ

差分ゾーン転送のリクエストは、レコードタイプと
して「AXFR」の代わりに「IXFR」を指定し、UDP
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を使用して行われる（ただし、プライマリネームサー

ームサーバが保持するゾーンデータのバージョンをプ

バから転送する差分データが512バイトを超えた場合

ライマリネームサーバに知らせるために、セカンダリ

は、TCPで再度リクエストする必要がある）
。また、

ネームサーバが保持しているSOAレコードの内容が含

この差分ゾーン転送のリクエストには、セカンダリネ

まれる。このリクエストを受信したプライマリネーム
サーバは、セカンダリネームサーバから送信された

プライマリネームサーバ

SOAレコードのシリアル番号を確認することで、プラ
イマリネームサーバが保持する現在のゾーンの内容と
の差分を取り出し、その差分だけをセカンダリネーム
サーバに送信するのである
（図５）
。
プライマリネームサーバでは、過去のゾーンデータ
①IXFRリクエスト

①IXFRリクエスト

と現在のゾーンデータとの差分情報を保持する必要が
あるが、AXFRによるゾーン転送で必要であった、シ

②差分ゾーンデータ

リアル番号をチェックするためのSOAレコードの問い
合わせが不要になり、また、巨大なゾーン全体を転送

②差分ゾーンデータ

する必要もなくなるため、ネットワークの負荷を減少
させることができる。ただし、セカンダリネームサー
バのゾーンデータが古すぎるなどの理由でプライマリ
ネームサーバ上に差分データが存在しない場合には、
セカンダリネームサーバ

セカンダリネームサーバ

AXFRによるゾーン転送と同じようにゾーン全体が転
送される。

図５● 差分ゾーン転送。効率的にDNS情報の転送を行える

例えば、リスト３のようにゾーンデー
タが更新されたとしよう。すると、図６
（更新前）

のように、AXFRによるゾーン転送では、

$ORIGIN example.com.

すべてのゾーンデータが転送されるが、

$TTL 86400
@

IN

IXFRによるゾーン転送では、差分デー

SOA

ns1.example.com.

hostmaster.example.com. (

2002091800 8800 7200 604800 3600)
IN

NS

ns1

IN

NS

ns2

ns1 IN

A

192.168.0.10

ns2 IN

A

192.168.0.11

foo IN

A

192.168.0.20

bar IN

A

192.168.0.21

タ（削除する古いレコードと追加する新
しいレコード）だけが転送される（転送
されるゾーンデータの最初と最後に同じ
SOAレコードが挿入されているが、こ
れは、ゾーン転送の開始と終了がわかる
ようにするためである）
。
BIND 9では、
デフォルトで差分ゾーン
転送が有効になっている。しかし、
プラ
イマリネームサーバでは、
ダイナミック

（更新後）

アップデートによって更新されたデータ

$ORIGIN example.com.

しか差分データとして保持しない（ダイ

$TTL 86400
@

IN

SOA

ナミックアップデートについては、
次回
ns1.example.com.

hostmaster.example.com. (

2002101800 8800 7200 604800 3600)
IN

NS

ns1

IN

NS

ns2

ns1 IN

A

192.168.0.10

ns2 IN

A

192.168.0.11

foo IN

A

192.168.0.30

bar IN

A

192.168.0.21

リスト３● 更新されたゾーンデータの例
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詳しく説明する）
。
このため、
差分ゾーン
転送を有効に機能させるためには、ゾー
ンデータファイルを手動で書き換えず
に、nsupdateなどのダイナミックアッ
プデートを行うツールを用いて更新する
必要がある。

←

変更されたレコード

また、BIND 9において、差分ゾーン
転送のリクエストを行わないようにする
ためには、named.confファイルでリス

（a）AXFRによるゾーン転送で転送するゾーンデータ

（b）IXFRによるゾーン転送で転送するゾーンデータ

example.com. IN SOA serial=2002101800

example.com. IN SOA serial=2002101800

example.com. IN NS ns1.example.com.

example.com. IN SOA serial=2002091800

example.com. IN NS ns2.example.com.

foo.example.com. IN A 192.168.0.20

ns1.example.com. IN A 192.168.0.10

example.com. IN SOA serial=2002101800

ns2.example.com. IN A 192.168.0.11

foo.example.com. IN A 192.168.0.30

foo.example.com. IN A 192.168.0.30

example.com. IN SOA serial=2002101800

bar.example.com. IN A 192.168.0.21

}
}

削除するレコード

追加するレコード

（TTLやSOAレコードのパラメータは省略してある）

example.com. IN SOA serial=2002101800
図６● ゾーン転送で転送されるデータの例

server 192.168.0.10 {
request-ixfr no;

←

プライマリネームサーバのIPアドレスを記述する

←

IXFRリクエストを行わない

};
リスト４● named.confファイルの設定例（IXFRリクエストを行わないようにする）

$ dig

@192.168.0.10

example.com.

↑
プライマリネームサ
ーバのIPアドレス

ixfr=2002091800

↑

↑

取得するゾーンのド
メイン名

レコードタイプとして
IXFRを指定（数字
は古いシリアル番号）

リスト５● digコマンドを使った差分ゾーン転送の例

zone "example.com" {
type master;
file "example.com.zone";
allow-transfer { 192.168.0.11; 10.8.3.11; };

←

セカンダリネームサーバのIPアドレス
を記述する

};
リスト６● named.confファイルの設定例（ゾーン転送を制限する）

ト４のように設定すればよい。
差分ゾーン転送は、リスト５のようにdigコマンドを
使用して行うことも可能である。

を許可しておき、必要のないホストからのリクエスト
は拒否するように設定しておくべきである。また、セ
カンダリネームサーバにおいても同様に設定してお
く。この場合は、基本的にどのホストに対してもゾー
ン転送を許可しないように設定しておく。

ゾーン転送のアクセス制御

BIND 9で、ゾーン転送の制限を行うためには、
named.confファイルのzoneステートメント中でリス

頻繁にゾーン転送を行うと、ゾーン転送を行うネー
ムサーバやそのネットワークに負荷がかかることにな
る。このため、プライマリネームサーバでは、ゾーン

ト６のように設定すればよい。
次回は、DNSのダイナミックアップデートの仕組み
について説明する。

転送はセカンダリネームサーバからのリクエストだけ

NTTデータ 馬場達也

●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 1995

Incremental Zone Transfer in DNS

RFC 1996

A Mechanism for Prompt Notification of Zone Changes (DNS NOTIFY)

RFC 2181

Selection and Operation of Secondary DNS Servers
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