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私は誰



DNSを理解するには
浸透いうな! 
浸透などという(pushな)仕組みは DNS に
は無い! あいまいな理解は捨てよう 
言葉狩りではない (言い換えてもダメ) 
「ネームサーバー(DNS)の変更に関して、
インターネット全体に変更情報が浸透す
るまで、数日～1週間以上かかることが
あります。」



DNSを理解するには
本やウェブに書かれたものを読んでもダメ 
だいたい間違っています 
滝澤さんの発表資料はおすすめですが、 
それでわかったつもりになっちゃダメ。 
JPRSの『実践DNS』の改版待ち 
(ただしDNSSECやBINDの説明は不要) 

RFCを読むだけじゃダメ 
不明確すぎます 　(悪法も法?) 
RFC通りに動作していない実装も多い



DNSを理解するには
人に訊くのもダメ 
だいたい間違っています 
森下さんとかなら、、、 ;-) 

大学で講義を受けてもダメ 
だいたい間違っています 
中京大学なら、、、 ;-)



DNSを理解するには
手を動かしましょう 

キャッシュサーバの気持ちになる 

道具を選ぶ 

正しい設定に学ぶ



キャッシュサーバ 
の気持ちになる

非再帰問い合わせだけを用いてルートサー
バから委譲を辿る 
理解すべきポイント 
ゾーンとは何か 
委譲(委任)とは何か 
グルーとは何か 
 (多くの説明は間違いなので注意)



道具を選ぶ
nslookup　←ダメ 

dig +norec 

drill -o rd  (ldns) 

dnsq  (djbdns)  ←オススメ 

サーバ立ててみるなら NSD と Unbound 
(djbdns が学習には良いが実用には多少問題あり)



正しい設定に学ぶ
現実のサイトは学習の妨げ 
間違いだらけだから 
間違いから学ぶのは中級者になってから 

BINDを使っているから 
自分でルートから委譲ツリーを構築してみよう 
シミュレータのススメ 
そんなものは素人には作れない? 
出来たものがあります! → VITOCHA



DNS温泉で学びましょう
人に訊くのはダメなのでは? 
そうだいたい間違っています 
でもDNS温泉なら! 
良い道具を使い 
手をうごかして確認しつつ学べます 
知識と温泉とお酒が浸透します!



DNS温泉で学びましょう
期日: 10月18日(土)-19日(日) 
場所: 中京大学 & 猿投温泉 (豊田市)



DNSセキュリティ学びたい?
やめておいたほうがよいです 
10階建てのビルを上から建てるようなもの  
(森下さん) 
DNS を学べば自ずとわかってきます 
DNS はその存在が脆弱性です 
わかってくると絶望できます 
それでも学びたい?



DNS攻撃アラカルト
反射/アンプ (Reflection/Amplification) 
水責め (Water Torture) 
DNS Rebinding  
偽プロキシ (中間者攻撃) 
キャッシュへの毒入れ (Poisoning) 
共用サーバーへの毒入れ 
Lame Delegation ハイジャック (VISA問題) 
幽霊ドメイン名脆弱性 (浸透いうな)



DNSを学べる攻撃
反射/アンプ (Reflection/Amplification) 
水責め (Water Torture) 
DNS Rebinding  
偽プロキシ (中間者攻撃) 
キャッシュへの毒入れ (Poisoning) 
共用サーバーへの毒入れ 
Lame Delegation ハイジャック (VISA問題) 
幽霊ドメイン名脆弱性 (浸透いうな)



Lame Delegation 乗っ取り
 VISA事件 (2005.5)  
$ date ; dnsq ns visa.co.jp a.dns.jp  
Thu May 19 04:35:38 JST 2005 
2 visa.co.jp:  
99 bytes, 1+0+2+0 records, response, noerror 
query: 2 visa.co.jp  
authority: visa.co.jp 86400 NS ccdnsi01.singtel-expan.com 
authority: visa.co.jp 86400 NS escdns01.e-ontap.com  



共用DNSサーバのリスク
「サービス運用上の問題に起因する 
　ドメイン名ハイジャックの危険性について」 
株式会社日本レジストリサービス（JPRS）2012/06/2  
http://jprs.jp/tech/security/2012-06-22-shared-
authoritative-dns-server.html 
こういうゾーンがあるサーバに 
example.jp.      　 IN NS bogus.example.ad.jp.  
www.example.jp.  IN A 192.0.2.1 
こんなゾーンを他人に作られると怖い (実装による)  
www.example.jp. IN NS bogus.example.ad.jp.  
www.example.jp. IN A 192.0.2.100



共用DNSサーバのリスク
脅威 

サブドメイン名乗っ取り 

Lame Delegation 乗っ取り 

兼用キャッシュへの毒入れ (まさか) 

対策 

登録ドメイン名の所有者確認 (継続的に)



まさかの共用サーバ
「権威／キャッシュDNSサーバーの兼用に
よるDNSポイズニングの危険性について」 
株式会社日本レジストリサービス（JPRS）
2012/07/04（Wed） 

http://jprs.jp/tech/security/
2012-07-04-risk-of-auth-and-
recurse.html



「まさか」は実際した
◯ ◯ ◯ ◯ ◯.com FAQ お知らせ 
  
DNS関連サービス／システムにおける危険性への緊急対策について [2012年7月3日]  
!
!
JPRSより、2012年6月22日に公開した注意喚起文書「サービス運用上の問題に 
起因するドメイン名ハイジャックの危険性について」に関する追加情報の一般 
公開に際し事前に連絡を頂きました。 
  
○サービス運用上の問題に起因するドメイン名ハイジャックの危険性について 
 <http://jprs.jp/tech/security/2012-06-22-shared-authoritative-dns-server.html> 
  
弊社ではレンタルDNSのサービスを行っております。 
上記の危険性について以下の対策を行いました。 
  
　　 ＊権威DNSサーバーとキャッシュDNSサーバーの分離 
  
以下の内容については2012年7月7日を目処に対応を行います。 
  
　　＊別顧客による既存サブドメイン／上位ドメインの新規登録の抑制 
　　＊利用者が登録不可能なドメイン名の登録抑制 
  
上記二件については自動化を停止し人的目視により安全性を確認した上でサー 
ビスの受付をさせて頂きます。何卒、宜しくお願いいたします。

http://jprs.jp/tech/security/2012-06-22-shared-authoritative-dns-server.html


幽霊ドメイン名脆弱性
2012,2.7 ISC Security Advisory 
Ghost Domain Names: Revoked Yet Still 
Resolvable (CVE-2012-1033) 
 Severity: High 

2012.2.8 NDSS 2012 
「Ghost Domain Names: Revoked Yet Still 
Resolvable」, 清華大学 Haixin Duan（段海新）他

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-1033


幽霊ドメイン名脆弱性
1. キャッシュ 

www.example.jp.  　421 IN A  192.0.2.10 
example.jp.      　 　421 IN NS ns1.example.jp. 
ns1.example.jp.    　421 IN A  192.0.2.1 

2. 権威サーバ書換え 
example.jp.        86400 IN NS ns2.example.jp. 
ns2.example.jp.  86400 IN A  192.0.2.1 

3. ns2.example.jp を問い合わせ  
4. キャッシュ更新 

www.example.jp.         3 IN A  192.0.2.10 
example.jp.      　86400 IN NS ns2.example.jp. 
ns1.example.jp.           3 IN A  192.0.2.1  
ns2.example.jp.   86400 IN A  192.0.2.1 



幽霊ドメイン名脆弱性
影響 

レジストリが取り消したドメイン名が幽霊のようにキャッ
シュに取り憑く 

NS 引っ越しに対するDoS 

中古ドメイン名に幽霊が憑いているかも 
 (貴方のドメイン名は本当に新品?) 

一応対策済(なぜかISCからの公式発表なし) 
BIND 9.9.0/9.8.2/9.7.5/9.6-ESV-R6 
Unbound 1.4.8 (TTL上書き問題対策）



そして毒入れ
パンドラキャッシュポイズニングとは… 

JPRSさんはなかなか教えてくれません 
　あぶなすぎて解説が憚られる? 

DNSSEC にも大きな弱点があります 

DNS温泉でお待ちしております

つづく


