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今日の話	

  前回の質問: IPv6でのUDP, AS番号とは 
  電子メールとは 
  電子メールの仕組み 

¡ ヘッダーと本文,MIME 
  電子メールシステム 

¡ MTAとMUA 
  電子メールの利用方法 

¡ 整理方法、複数アドレス 
¡ 暗号メール、Webメール	
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経路制御(1)	

  ルーター機能:IPパケットを振り分ける 
¡ IPパケットが届いたら 

¡ 自分のネットならしかるべき所に 
¡ 別のネットならゲートウェイ機器に渡す 
¡ その他はdefault機器へ 

  経路情報テーブル 
  Default Route:  

¡ 相手が見つからなかった時の経路 
  静的経路制御と動的経路制御 
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経路制御(2)	

  動的経路制御 
¡ RIP 

¡ Routing Information Protocol 
¡ ルータからmetricやdefaultが流される 
¡ 機器はその情報を見て相手に応じてルータ

を選ぶ 
  今のインターネットは組織がAS番号 

¡ Autonomous System: 自律システム 
¡ OCUNETのAS番号は18286 
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経路制御(3)	

  インターネット網の仕組み 
¡ IANA – APNIC – JPNIC 
¡ JPNICが日本のAS番号を割当管理 

  AS番号をもつ組織では 
¡ BGP4で他のASとルーティング 

¡ AS内部のIPアドレスを情報交換 
¡ AS内部は内部用経路制御プロトコルで制御 
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電子メールとは	

  郵便の形式を模して1対1の通信 
¡ 宛名や差出人や付加情報(ヘッダー) 

¡ 封筒の外側と中身 
¡ 本文 
¡ 通過する地点毎にスタンプ(Envelope) 

  MIMEの出現で色々なものが送れるように 
  メーリングリストで複数人やグループにも 
  自由度が多すぎて脆弱性も 

¡ ソーシャルメディアとの組合せか	
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電子メールの構成	

  Envelope 
¡ 通過地点毎に頭に追加 

  Header 
  1行の空行 
  Body(本文) 

¡ 最初は文字だけ 
¡ MIME：文字以外は符号化 

¡ 添付ファイル 
¡ 複数メール	
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Envelope	

Header 
ヘッダー	

Body 
本文	

Envelope	

  MTA(メールサーバ)を通過する毎に 
  頭の行に1行追加 

¡ Received: なのでヘッダーの一部 
  MTAでは時刻や送ってきたのMTAを記述 
  郵便のスタンプ	
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Header(ヘッダー)(1)	

  From: 発信メールアドレス 
  To: 宛先メールアドレス( , で複数可) 
  Cc: コピーして送る宛先メールアドレス 
  Bcc: Ccと同じだが送付先には表示なし 

¡ メールアドレスは個人情報なので 
¡ CcとBccは使い分ける 

  Subject: 件名 
¡ なるべく簡潔に。でも最近はスパムで変化 

  Date: 日付	
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Header(ヘッダー)(2)	

  Message-Id: メールのID 
¡ 同じメールが来ないように(転送設定ミスとか) 

  Reply-To: 返信するためのメールアドレス 
  X-Mailer: 作成したメールソフト(メーラ) 
  X-Spam-xxx: スパムメールチェック関係 
  X-Anti-Virus: ウィルスチェック 
  X-ML-xxx: メーリングリスト関係 
  Content-Type: ファイルの形式や文字コード	
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MIME(1)	

  Multi-purpose Internet Mail Extension 
  US-ASCII文字以外を扱うための仕組み 
  区切り文字列を決めて複数の本文 
  Context-Type 

¡ テキスト(plain, rich) 
¡ マルチメディア系のファイル形式 

¡ 画像、音声、動画 
¡ アプリケーション(WordとかExcelとか) 
¡ 複数ファイル(複数のメールを一括で) 
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MIME(2)	

  Context-Transfer-Encoding(符号化形式) 
¡ 7bit, 8bit 
¡ 符号化 

¡ BASE64(MIME形式) 
¡ BinHex(Mac) 
¡ Uuencode(UNIX) 

  MIMEの功罪 
¡ 功：電子メールが基盤の一つに(何でも運べる) 
¡ 罪：コンピュータウィルスの温床に	
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本文	

  MIMEが出たので色々な形式の本文が 
¡ HTML形式 
¡ 添付ファイル 

  良いメールソフトを使うと適正に処理 
¡ HTML 
¡ 画像ファイル 
¡ URLやメールアドレス 
¡ 漢字コードの違い	
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電子メールシステム	

  MTA: Mail Transfer Agent 
¡ メールサーバ 

¡ 受信サーバ: POPサーバ 
¡ 送信サーバ: SMTPサーバ 

  MUA: Mail User Agent 
¡ メールソフト(メーラ)	

ユーザ 
メールソフト	

送信サーバ(SMTP)	

受信サーバ(POP)	

 
インターネット	

メールソフト(メーラ)	

  Outlook(Microsoft Windows系) 
  Webメール 
  携帯メール 
  中野の歴史 

¡ サーバにログインして 
¡ UNIX, Emacs, MH 
¡ UNIX, Emacs, Mew(PGP) 
¡ 平行してWebメール等(添付ファイル用) 

¡ 今はSylpheed (MH形式可、PGP)	
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コンピュータウィルス	

  MIMEが出るまではメールは文字だけ 
  添付ファイル付きメールの出現 

¡ Excelのマクロ命令から「マクロウィルス] 
  各PCにアンチウィルスソフト 
  組織毎のサーバにアンチウィルスチェック 

¡ 組織毎に違うウィルス対策が違う 
¡ 外から、内から、内同士、ローカル 

¡ スパムメール対策も始まる 
¡ SpywareやAdware 
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電子メールの整理	

  どのように分けるか 
¡ 自動フォルダー分け 
¡ 削除(ゴミ箱)や迷惑メール 
¡ フォルダー 

¡ 相手(組織、個人) 
¡ 事項 
¡ メーリングリスト 

  自分のPC等に取り込むか、サーバに残すか 
  複数メールアドレスと集約メールアドレス	

July/20/2012 情報ネットワーク論 17 

電子メールの暗号化、電子署名	

  差出人の認証(詐称防止) 
  本文の秘匿化 
  電子署名(本文などの変更防止) 
  PGP 

¡ Pretty Good Privacy 
¡ ファイルの暗号化ツールだがメールにも応用 
¡ Phil Zimmermannさん 

  S/MIME, DKIM	
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電子メールその他	

  Webメール 
¡ ブラウザがあればどこでも 
¡ 簡単にとれるメールアドレス(匿名) 
¡ 個人用のメールアドレス 

  電子メールの脆弱性 
¡ 匿名に近いメールアドレス 
¡ 脆弱なSMTP 

¡ SMTP after POP 
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コモディティとしてのメール	

  メールと言えば携帯メール 
  信用されなくなってきたメール 

¡ ソーシャルメディアのメッセージの利用 
  あやしいメール 

¡ メール爆弾、デマメール(Hoax) 
¡ チェーンメール(不幸の手紙) 

  メールの返信の作法(?) 
¡ 全文引用、「インラインで失礼します」 
¡ 上司をCc 
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議論	

  電子メール:いろいろありますね	
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