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2. Internet under tunnelsとは

•  なかなか触る機会の無い，AS間ルーティング
プロトコル(BGP4)を使い倒すための，草の根
ネットワーク 

•  各自の自宅ネットワークを，GREトンネル経由
で相互接続．経路情報をBGP4で交換 

•  プロジェクトWeb page: 
http://sites.google.com/site/internetundertunnels/ 



モチベーション

•  ネットワーク技術は，「遊んでなんぼ」 
•  BGP4については，適当な遊び場が無い 

– キャリア，xSPで運用している人は身に付くが， 
そうでない人にとってはなかなか難しい 

– 自宅で試験環境を作っても，あまり面白くない 
•  じゃあ，皆で遊べる場を作ってしまえ! 
•  Twitterでmmasudaさんと話しているうち， 
なんとなくBGPピアが上がり，現在に至る



目標

•  AS間ルーティング技術など，Internetを構成す
る技術要素に「実践を通して」親しむ． 

•  Internetの中に，仮想Internetを作る． 
(Internet 2.0 !?) 

•  いろいろ楽しめるアイディアを入れて，がんが
ん遊ぶ．



Internet under tunnelsの進め方

1.  ネットワークを拡大 (参加者を増やす) 
2. サービスを乗っけて，トラヒックを増やす 

3.  Internet消滅を待つ 
(大手町に隕石が衝突するとか) 

4. 不測の事態に即座に対応し，新たなInternet
を作る (俺らがInternetを作るんだ!)



本日の発表の目標

•  「AS間ルーティング技術を使って遊んでみた
い」という人向けに，敷居を下げる． 
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3. ルーティングについての簡単な説明

•  IPパケットはルータを経由して他方ネットワークに到達 
•  パケットを中継する際に，宛先アドレスをもとに経路表を検索
し，next-hopを決める 

•  経路表を手作業でメンテナンス → 非常に大変 
•  自動的に経路表をメンテナンスする方法? 
→ ルーティングプロトコルの利用 

Prefix Next-hop

ネットワークA (eth0)

ネットワークB β

ネットワークA ネットワークB

α β

PC-A PC-B

Prefix Next-hop

ネットワークA α

ネットワークB (eth0)

Src-
IPaddr

Dest-
IPaddr

Payload

PC-A PC-B (データ)

IPパケット



ルーティングプロトコルとは

•  経路情報 (PrefixとNext-hopの組)を，相手側に通知するた
めのプロトコル 

•  経路情報を相手に通知することを「経路を広告する」という 
•  ルーティングプロトコルを喋るデーモン 
→ ルーティングソフトウェア

Prefix Next-hop

ネットワークA (eth0)

ネットワークB β

ネットワークA ネットワークB

α β

PC-A PC-B

Prefix Next-hop

ネットワークA α

ネットワークB (eth0)

ネットワークA : α

ネットワークB : β



ルーティングソフトウェアのやる事

•  経路情報を他のルータと交換 
(ルーティングプロトコルを用いる) 

•  プロトコルの動作により，得られた情報をもと
に，最適な経路を計算 

•  計算した経路情報をもとに，自身の経路表を
更新 

•  実装: Quagga，Zebraなど



ルーティングソフトウェアの動作のた
めに必要な要素

•  一意なIPアドレス 
– それぞれのネットワークに，一意なIPアドレスが
割り当てられていること． 

•  ルータ同士のIP接続性 
– ルーティングプロトコルによる通信 
–  IPパケットの中継 
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4. Internet under tunnelsの構成

•  一意なIPアドレス: IPv6アドレスを利用 
–  ISPよりサービス購入(mmasudaさん) 
– Freenet6を利用 (genta, qedqedqedさん) 

•  ルータ同士のIP接続性: 
– GREを用いてトンネルを確立 

•  ルーティングソフトウェア: 
– quagga 



ネットワーク構成 (現状)

IPv4 Internet

genta 
(AS64512) mmasuda 

(AS64514)2001:5c0:9d61::/48
2001:380:e02:f9::/64

GRE tunnel

2001:5c0:9d61:fd00::/64  ::2
::1

2001:5c0:1102:6300::/56

qedqedqed 
(AS64515)
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5. 設定の具体例

•  設定までの流れ: 
1.  IPv6アドレス取得，AS番号予約 
2.  自身のルータ(サーバ)でIPv6を有効にする 
3.  GREトンネル確立 
4.  ルーティングソフトウェアを導入 
5.  BGPピア確立を確認 

•  参照: 
http://sites.google.com/site/internetundertunnels/ 



GREトンネル確立

•  相手側ルータのIPv4アドレスをメモ 
•  GREトンネル作成 

•  Proto 47 (GRE)を，フィルタしないよう注意 

# ifconfig gre0 create 
# ifconfig gre0 tunnel 210.188.216.218 \ 
  (相手側IPv4アドレス) link0 
# ifconfig gre0 inet6 2001:5c0:9d61:fd00::2/64 
# ifconfig gre0 up 

# ping6 -I gre0 2001:5c0:9d61:fd00::1 



ルーティングソフトウェア導入

•  Ports経由でquaggaをインストール 

•  設定ファイル類:  
/usr/local/etc/quagga 以下 

•  disc (4) インターフェースを作っておくと良い

# cd /usr/ports 
# portinstall net/quagga 

# ifconfig disc0 create 
# ifconfig disc0 up 



Quagga設定 (zebra.conf)
hostname my-gw0 
password zebra 
enable password zebra 
log file /var/log/quagga/zebra.log 
! 
interface disc0 
! 
interface fxp0 
 ipv6 nd suppress-ra 
! 
interface gre0 
 ipv6 nd suppress-ra 
! 
interface lo0 
! 
ipv6 route 2001:5c0:9d61::/48 disc0 
! 
access-list restrict-vty permit 127.0.0.1/32 
! 
ipv6 access-list restrict-vty permit ::1/128 
! 
ipv6 forwarding 
! 
line vty 
 access-class restrict-vty 
 ipv6 access-class restrict-vty 



Quagga設定 (bgpd.conf)
hostname my-gw0-bgpd 
password zebra 
enable password zebra 
log file /var/log/quagga/bgpd.log 
! 
router bgp 64512 
 bgp router-id 210.188.216.218 
 bgp log-neighbor-changes 
 no bgp default ipv4-unicast 
 bgp graceful-restart 
 neighbor peer peer-group 
 ! neighbor <PEER_IPV6_ADDRESS> remote-as <PEER_AS_NUMBER> 
! 
 address-family ipv6 
 network 2001:5c0:9d61::/48 
 neighbor peer activate 
 neighbor peer soft-reconfiguration inbound 
 neighbor peer distribute-list peer-in in 
 neighbor peer distribute-list peer-out out 
 ! neighbor <PEER_IPV6_ADDRESS> peer-group peer 
 exit-address-family 
! 
ipv6 access-list peer-in deny ::/0 exact-match 
ipv6 access-list peer-in deny 2001:5c0:9d61::/48 
ipv6 access-list peer-in permit any 
ipv6 access-list peer-out deny ::/0 exact-match 
ipv6 access-list peer-out permit 2001:5c0:9d61::/48 
ipv6 access-list restrict-vty permit ::1/128 



Quagga起動~ピア設定 (1)

# /usr/local/etc/rc.d/quagga start 

# telnet localhost bgpd 
  : 
User Access Verification 

Password: zebra 
my-gw0-bgpd> enable 
Password: zebra 
my-gw0-bgpd# conf t 
my-gw0-bgpd(config)# 



Quagga起動~ピア設定 (2)
router bgp 64512 
 neighbor 2001:5c0:9d61:fd00::1 remote-as 64514 
 neighbor 2001:5c0:9d61:fd00::1 shutdown 

 address-family ipv6 
  neighbor 2001:5c0:9d61:fd00::1 peer-group peer 
  exit address-family ipv6 

 no neighbor 2001:5c0:9d61:fd00::1 shutdown 
 end 

my-gw0-bgpd# 



BGPピア確立を確認 (1/3)

teeda-bgpd# show ipv6 bgp summary  
BGP router identifier 210.188.216.218, local AS number 64512 
RIB entries 3, using 192 bytes of memory 
Peers 3, using 7560 bytes of memory 
Peer groups 2, using 32 bytes of memory 

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/
PfxRcd 
2001:5c0:9d61:fd00::1 
                4 64514   28416   28426        0    0    0 01w4d01h        0 
2001:5c0:9d61:fd01::1 
                4 64515       0       0        0    0    0 never    Active      
2001:5c0:9d61:fe01::3 
                4 64513       0       0        0    0    0 never    Active  



BGPピア確立を確認 (2/3)

teeda-bgpd# show ipv6 bgp neighbors 2001:5c0:9d61:fd00::1 received-routes  
BGP table version is 0, local router ID is 210.188.216.218 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - 
internal, 
              r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*> 2001:380:e02:f9::/64 
                    ::                       0             0 64514 i 

Total number of prefixes 1 
teeda-bgpd#  



BGPピア確立を確認 (3/3)

teeda-bgpd# show ipv6 bgp neighbors 2001:5c0:9d61:fd00::1 advertised-routes  
BGP table version is 0, local router ID is 210.188.216.218 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - 
internal, 
              r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*> 2001:5c0:9d61::/48 
                    2001:5c0:9d61:fd00::2 
                                             0         32768 i 

Total number of prefixes 1 
teeda-bgpd#  



6. 課題
•  固定IPv6アドレスをどうやって取るか問題 

– Freenet6は，最近，/48をくれなくなった． 
/58 しかくれない．(しかもリナンバしてる!) 

– 固定IPv6アドレスを，気軽に取得する方法は? 
•  トンネル確立の方法 

– GREを張るには，(ほぼ固定の)IPv4アドレスが必要 
– OpenVPNを試す? 

•  トラヒックを流したい! (ircd上げる?) 
•  BGPピア監視を仕込みたい 
•  Twitterでの情報交換は何かとつらい



7. まとめ

•  Internet under tunnelsという取り組みを紹介 
•  BGP4ピアを張って，いろんな実験をするテス
トベッドにしていきたい 

•  参加者募集中! 一緒に遊びましょう 

•  近々，IPv6アドレスをリナンバします 
(ごめんなさい)



ご清聴ありがとうございました 

Thank you for your attention! 


