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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のネットワークルーティングプロトコル、データリンクプロトコル、および物理プ
ロトコルを含む、第１の通信プロトコルを使用する、第１の通信ネットワーク上で通信す
るための通信デバイスであって、
　前記物理プロトコルを使用してデータパケットを受信および送信する、第１の通信ネッ
トワークに連結される物理層要素と、
　前記データリンクプロトコルを使用して前記データパケットを符号化および復号する、
第１の物理層要素に連結されるデータリンク層スタック要素と、
　第１のネットワークルーティング情報が前記第１のネットワークルーティングプロトコ
ルに準拠する、前記第１のネットワークルーティング情報を前記第１の通信ネットワーク
上で送信されるデータパケットに追加することによって、前記通信ネットワーク上で送信
されるデータパケットを符号化するように動作する、および前記第１の通信ネットワーク
を介して受信されるデータパケットから第１のネットワークルーティング情報を読み取る
ことによって、前記第１の通信ネットワークを介して受信されるデータパケットを復号す
るように動作する、前記データリンク層スタック要素に連結される第１のネットワークル
ーティング層スタック要素であって、前記第１のネットワークルーティング情報は、前記
第１のネットワークルーティングプロトコルに準拠する、第１のネットワークルーティン
グ層スタック要素と、
　前記第１のネットワークルーティング層スタック要素を使用して、前記第１の通信ネッ
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トワーク上で通信するアプリケーションを実行する、前記第１のネットワークルーティン
グ層スタック要素に連結される第１のアプリケーション層スタック要素と、
　第２のネットワークルーティングプロトコルに準拠するデータパケット内の第２のネッ
トワークルーティング情報を符号化および復号するように動作する、前記第１のネットワ
ークルーティング層スタック要素に連結される第２のネットワークルーティング層スタッ
ク要素であって、前記第２のネットワークルーティング層スタック要素は、第２のネット
ワークルーティング情報が前記第１のネットワークルーティングプロトコルとは異なる第
２のネットワークルーティングプロトコルに準拠する、前記第２のネットワークルーティ
ング情報を前記第１の通信ネットワーク上で送信されるデータパケットに追加することに
よって、前記通信ネットワーク上で送信されるデータパケットを符号化するように動作し
、および前記第１のネットワークルーティング層スタック要素から受信されるデータパケ
ットから第２のネットワークルーティング情報を読み取ることによって、前記第１のネッ
トワークルーティング層スタック要素から受信されるデータパケットを復号するように動
作し、前記第２のネットワークルーティング情報は、前記第２のネットワークルーティン
グプロトコルに準拠する、第２のネットワークルーティング層スタック要素と、
　前記第２のネットワークルーティング層スタック要素を使用するデータパケットを使用
して通信する、アプリケーションを実行する、前記第２のネットワークルーティング層ス
タック要素に連結される第２のアプリケーション層スタック要素と、
　を備え、
　前記第１のネットワークルーティング層スタック要素は、
　　前記データパケットが、前記第２のネットワークルーティングプロトコルと関連付け
られるデータを含むかどうかを判定するように、前記第１のネットワークルーティングプ
ロトコルに準拠する前記データリンク層スタック要素から、データパケット内の第１のネ
ットワークルーティング情報を復号し、
　　前記復号されたデータパケットが前記第２のネットワークルーティングプロトコルと
関連付けられるデータを含まない場合、前記復号されたデータパケットを前記第１のアプ
リケーション層スタック要素に送達し、
　　前記復号されたデータパケットが前記第２のネットワークルーティングプロトコルと
関連付けられるデータを含む場合、前記復号されたデータパケットを前記第２のネットワ
ークルーティング層スタック要素に送達し、
　前記第１のネットワークルーティング層スタック要素は、前記第１のアプリケーション
層スタック要素および前記第２のネットワークルーティング層スタック要素の両方を介し
て受信される、データパケットを符号化する、
　通信デバイス。
【請求項２】
　前記第２のネットワークルーティング層スタック要素は、
　　その中に第２のネットワークルーティング情報を含むようにデータパケットを符号化
し、
　　符号化された前記データパケットのそれぞれを２つ以上のデータパケットに断片化し
、
　　断片化された前記データパケットを前記第１のネットワークルーティング層スタック
要素に提供する、
　パケットフラグメンタを含む、請求項１に記載の通信デバイス。
【請求項３】
　前記第２のネットワークルーティング層スタック要素は、その中に前記第２のネットワ
ークルーティング情報を含むデータパケットを生じるように、前記第１のネットワークル
ーティング層スタック要素から受信される２つ以上のデータパケット断片を組み立てる、
デフラグメンタを含む、請求項２に記載の通信デバイス。
【請求項４】
　前記第１のネットワークルーティング層スタック要素は、前記第１のネットワークルー
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ティングプロトコルに準拠する前記データリンク層スタック要素から受信された前記デー
タパケット内の第１のネットワークルーティング情報内の識別子を読み取ることによって
、前記第１のネットワークルーティング情報を復号する、請求項１～３のいずれか一項に
記載の通信デバイス。
【請求項５】
　前記第１のネットワークルーティング層スタック要素は、データパケットが前記第２の
ネットワークルーティングプロトコルと関連付けられるデータを含むという識別子を、前
記第２のネットワークルーティング層スタック要素から受信されるデータパケット内の前
記第１のネットワークルーティング情報内に配置することによって、前記第２のネットワ
ークルーティング層スタック要素から受信される前記データパケット内の第１のネットワ
ークルーティング情報を符号化する、請求項１～４のいずれか一項に記載の通信デバイス
。
【請求項６】
　前記第１の通信ネットワークのトランスポートプロトコルに従って、データパケットの
トランスポート情報符号化および復号を行う、前記第１のネットワークルーティング層ス
タック要素と前記第１のアプリケーション層スタック要素との間に連結される第１のトラ
ンスポート層スタック要素をさらに含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の通信デバ
イス。
【請求項７】
　第２の通信ネットワークのトランスポートプロトコルに従って、データパケットのトラ
ンスポート情報符号化および復号を行う、前記第２のネットワークルーティング層スタッ
ク要素と前記第２のアプリケーション層スタック要素との間に連結される第２のトランス
ポート層スタック要素をさらに含む、請求項６に記載の通信デバイス。
【請求項８】
　前記第２のネットワークルーティングプロトコルは、インターネットプロトコルルーテ
ィングを使用するインターネットプロトコル（ＩＰ）であり、
　前記第１のネットワークルーティングプロトコルは、非ＩＰプロトコルである、
　請求項１～７のいずれか一項に記載の通信デバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、第２のネットワークルーティングプロトコルを使用してネットワーク上で送
信される１つのネットワークルーティングプロトコルを使用して、通信データフレームの
ルーティングを可能にするように、異なる通信ネットワークを介して、デバイス間でデー
タフレームを受信、処理、および伝送することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　当初は、プロセスプラントにおいてプロセス制御を達成するために採用されたプロセス
制御システムおよびフィールドデバイスは、概して、分散様式で監視および制御されてい
た。標準化通信プロトコルおよび計算能力を欠いていたため、閉ループ監視および制御は
、原位置がプロセスプラント自体に局所的であったプラントオペレータに委ねられたもの
であった。遠隔集中プロセス制御監視および制御の必要性は、例えば、周知の２線式４～
２０ｍＡ電流ループ計器および他の２点間配線通信システムを採用する、フィールドデバ
イスの開発ならびに展開をもたらした。
【０００３】
　低費用で低電力のコンピュータデバイスの可用性が、増進した処理能力（マイクロプロ
セッサ）および電気通信能力を装備した知的フィールドデバイスの展開を助長した。知的
フィールドデバイスは、現在ではますます、相互に、および自動制御を行うように集中プ
ロセス制御システムと通信（ネットワーク化）することができる。この向上したネットワ
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ーキング能力は、増進したプロセスプラント制御、その結果として、向上したプロセスプ
ラント出力に変わった。
【０００４】
　プロセス制御業界で知的フィールドデバイスの受け入れを向上させることに配慮し、部
分的に、これらのフィールドデバイス間の内部運用性を向上させるために、フィールドデ
バイスベンダは、プロセスプラント間フィールドデバイス通信を可能にするように、いく
つかのデジタルネットワークプロトコルを開発し、標準化した。標準のうちのいくつか、
例えば、ハイウェイアドレス可能遠隔トランスデューサ（ＨＡＲＴ）プロトコルは、フィ
ールドデバイス間でデジタル情報を伝送および受信するように、現在ではプロセスプラン
ト作業場の至る所にある、既存のアナログ２線式４～２０ｍＡインフラストラクチャを活
用したため、特に魅力的であった。他の標準は、ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ（登録商標）フィ
ールドｂｕｓ標準、Ｐｒｏｆｉｂｕｓ標準等のバスベースのシステムを含んだ。
【０００５】
　最終的に、計算能力の増加、構成要素統合の増加、および信号処理の一般分野における
発展が、プロセス制御業界で使用するための低域で低スループットの無線周波数（ＲＦ）
または無線通信標準を開発および展開することを経済的に実行可能にした。これらのプロ
トコルのうちのいくつかは、２．４ＧＨｚ帯域等の、認可されていない、または認可が緩
い、工業、科学、および医療（ＩＳＭ）電磁周波数で動作するように開発された。ＩＳＭ
帯域内でそのような低域で低スループットのＲＦ通信プロトコルをサポートする、フィー
ルドデバイスが、プロセスプラント環境で展開され、かつ展開され続けている。無認可で
あっても、政府機関が、最大伝送電力を制限し得る、規制を制定し得る。したがって、頻
繁に、そのようなプロトコルは、低電力通信プロトコルと呼ばれる。また、例えば、ＨＡ
ＲＴプロトコルを含む、いくつかの有線ネットワークプロトコルが、そのようなフィール
ドデバイスの無線能力を活用するように適合された。具体的には、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴプロトコルが、有線ＨＡＲＴプロセスプラントネットワーク内のＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴ対応フィールドデバイスの相互運用性を活用して可能にするように、有線ＨＡＲＴ
プロトコルから進化した。これらの改良にもかかわらず、プロセスプラント通信は、概し
て、非常に特異的なロバスト性およびセキュリティの問題を有する、プロセスプラント環
境に限定される。
【０００６】
　しかしながら、別個の業界では、およそ１９６０年代に始まって、パーソナルコンピュ
ータが、ますます世界中で一般的になってきた。同時に、汎用コンピュータネットワーキ
ングの分野で遂げられた進歩は、それを介してパーソナルコンピュータが相互にシームレ
スに通信する、インターネットの構築につながった。このシームレスな通信は、大部分が
、インターネットプロトコルバージョン４（ＩＰｖ４）の受け入れおよび順守によって可
能にされてきた。ＩＰｖ４プロトコルは、部分的に、ネットワーク、一般的には、インタ
ーネットを介して通信するコンピュータに、一意的なＩＰアドレスを割り当てる。ＩＰｖ
４の広範囲に及ぶ受け入れを予想することができず、ＩＰｖ４仕様の開発者は、コンピュ
ータのＩＰアドレスの最大サイズを３２ビットに制約した。しかしながら、サーバ、ハン
ドヘルドコンピュータ、およびパーソナルコンピュータを含む、相互接続されたコンピュ
ータの増設は、ＩＰｖ４アドレスが予知できる未来に使い尽くされ得る状況を生み出して
きた。この状況を先制して阻止するために、新たに提案されたＩＰｖ６プロトコル標準は
、部分的に、ＩＰアドレス空間または長を１２８ビットに増加させる。数学的に、これは
、３．４×１０３８個の一意的なＩＰｖ６アドレスに変わる。いずれにしても、有線およ
び無線環境の両方でルーティングおよび他の通信活動を行うためのインターネットプロト
コル（本明細書では、概して、ＩＰまたはＩＰネットワークプロトコルと呼ばれる）の使
用が、普及してきた。実際に、デバイス外で通信するために現在開発されているほとんど
のアプリケーションは、通信のバックボーンとして、またはネットワーク通信を行うため
に、インターネットプロトコルを使用して開発される。
【０００７】
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　また、プロセスプラント業界での必要性は、ますます、一般コンピューティング技術で
遂げられている発展に関係または関連してきている。例えば、精油所、油田、および採掘
作業所等のプロセスプラントが、ますます、原材料の場所に近い、地球の最遠隔の隅々で
開発されている。グローバル化の増加により、これらのプラントは、別個の大陸上ではな
いにしても、少なくとも別個の国に位置する、複合企業によって、所有、監視、および制
御されている。そのようなプロセスプラントの場所における地政学的な不安定性、天候条
件、および／または住みやすい条件の入手不能性が、企業に、そのようなプロセスプラン
トを遠隔で監視および制御するための手段を探すことを余儀なくさせてきた。携帯電話、
セキュリティ監視アプリケーション等の他の種類のネットワーク通信で使用されている、
汎用コンピュータネットワーキングの進歩の多くの用途があるが、既存のプロセス制御ネ
ットワークプロトコルは、設備が不十分であり、概して、有意な支援通信インフラストラ
クチャがないプロセスプラント環境内で、これらのプロトコルの統合を可能にする、ＩＰ
ｖ４またはＩＰｖ６等の汎用コンピュータネットワークプロトコルと互換性がない。実際
に、既存のプロセス制御ネットワークプロトコルの大部分は、ＩＰｖ４またはＩＰｖ６通
信プロトコル等の現在ではより一般的または包括的な汎用コンピュータプロトコルとは独
立して、またはそれらとは関係なく、開発された。さらに、１２８ビット暗号化等の汎用
コンピュータプロトコルで利用可能であるロバストなセキュリティ機構は、プロセスプラ
ント作業場ネットワークまで進展しておらず、再度、制御されたプラント環境外にプロセ
スプラントネットワークを拡張する能力を制限する。実際に、セキュリティ特徴を実装す
る、全てではないにしても、ほとんどのプロセスプラント通信プロトコルは、広く採用さ
れているＩＰｖ４およびＩＰｖ６セキュリティプロトコルと互換性がない。
【０００８】
　しかしながら、新たに拡張されたＩＰｖ６アドレス空間を用いて、ＩＰｖ６アドレスと
の通信が可能であるプロセスプラント内で各知的フィールドデバイスを割り当てることが
、現在は実行可能であり得る。したがって、プラント環境内で通信を行うため、およびこ
れらの通信をプラント外のデバイスまで容易に拡張可能にするために、ＩＰｖ４またはＩ
Ｐｖ６等の汎用コンピュータネットワーキングプロトコルを単純に使用することが、極め
て有利になるであろう。しかしながら、全ての知的フィールドデバイスが、ＩＰｖ４また
はＩＰｖ６プロトコルに準拠するか、またはそれを使用するように適合されるわけではな
く、または容易に適合できるわけではなく、したがって、プロセスプラント環境内で通信
および他のルーティング機能を果たすためにＩＰｖ４またはＩＰｖ６通信プロトコルを使
用することは、現在実行可能ではない。具体的には、限定されたフィールドデバイスメモ
リおよび処理能力等のハードウェア制約が、ＩＰｖ４またはＩＰｖ６プロトコルに準拠し
ている、またはそれをサポートするために必要とされるソフトウェアおよび／またはハー
ドウェアを用いて、既存のフィールドデバイスを改造することを技術的に実行不可能にす
る。同様に、プロセスプラント作業場で遭遇するもの等の、現在の特殊用途ネットワーク
で実装される既存の低電力で低スループットの通信プロトコルを実装する全ての知的フィ
ールドデバイスを、ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイスと交換することは、経済的に実
行可能ではない。結果として、たとえプロセスプラント内の多くのコンピュータデバイス
が、ＩＰｖ４またはＩＰｖ６通信プロトコル環境内で使用するために開発されるアプリケ
ーションを実行できること、またはそのような通信ネットワークプロトコルを使用するプ
ロセスプラントネットワーク外のデバイスと容易に通信できることから利益を享受し得る
としても、プロセスプラントの中のデバイス内または間で通信を行うために、周知かつ現
在では遍在的なＩＰｖ４またはＩＰｖ６プロトコルを使用することは、現在実行可能では
ないか、またはあまり実用的ではない。結果として、同時にインターネット上のどこにで
も位置するデバイスと通信するように適合される一方で、レガシー無線プロセスプラント
ネットワーク内で動作するように適合される、フィールドデバイスの必要性がある。
【発明の概要】
【０００９】
　通信方法は、非ＩＰネットワークルーティングプロトコルを使用する通信ネットワーク
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、すなわち、メッシュネットワークルーティングプロトコル、または明示宛先アドレス指
定プロトコルであるＩＰネットワークルーティングプロトコル以外であるか、またはそれ
とは互換性がない、暗示宛先あるいはアドレス指定ルーティングプロトコル等のネットワ
ークルーティングプロトコルを実装する通信ネットワーク上で、ＩＰｖ６データフレーム
または他のタイプの汎用コンピュータデータフレーム等のインターネットプロトコル（Ｉ
Ｐ）データフレームをシームレスに伝送するように動作する。ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
プロトコルは、（暗示宛先またはアドレス指定ネットワークルーティングプロトコルでも
あり、ネットワーク層においてグラフルーティングを使用する）非ＩＰ通信ネットワーク
の実施例であるため、ＩＰネットワークルーティングプロトコル、例えば、ＩＰアドレス
ルーティングまたは明示宛先アドレス指定を使用するプロトコルを使用する、ＩＰデータ
フレームのルーティングを本質的にサポートしない。この通信方法は、例えば、非ＩＰ通
信ネットワーク（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信プロトコル等のＩＰベースのネットワー
クルーティングを使用しないネットワーク）を使用するプロセスプラントネットワーク内
のフィールドデバイスまたは他の知的デバイスが、プロセスプラントネットワーク内また
はプロセスプラントネットワーク外のいずれかで、インターネットプロトコル使用可能デ
バイスによって生成および受信されるＩＰデータフレームを使用して、メッセージルーテ
ィングを行うことを可能にする。重要なことに、本通信方法は、ＩＰベースの通信ネット
ワーク内で後にメッセージをルートするため、またはＩＰ使用可能デバイスにおいてＩＰ
メッセージデータフレームを復号して使用するために必要とされる、ＩＰデータフレーム
のＩＰネットワークルーティング情報を保存しながら、非ＩＰ通信ネットワーク内でＩＰ
データフレームを伝送するために非ＩＰ通信ネットワークのネットワークルーティングま
たはネットワークルーティングプロトコル構造（メッシュネットワークルーティングプロ
トコル、または暗示宛先あるいはアドレス指定ルーティングプロトコル等）を使用するた
め、本通信方法は、非ＩＰ通信ネットワーク内の通常の通信に影響を及ぼさない、または
変更しない。概して、この通信方法は、標準ＩＰネットワーク通信を行うために、（非Ｉ
Ｐ通信ネットワーク内、または非ＩＰ通信ネットワーク外のいずれかで）デバイス内のＩ
Ｐ使用可能アプリケーションによってＩＰデータフレームを使用することができるように
、ネットワークルーティング経路全体に沿って、および非ＩＰ通信ネットワークとＩＰ通
信ネットワークとの間の遷移点において、ＩＰネットワークルーティング情報を保存する
。
【００１０】
　本質的に、本明細書で説明される通信方法は、非ＩＰ通信ネットワークがＩＰデータフ
レームまたはＩＰネットワークルーティングプロトコルの伝送を本質的にサポートしない
ときでさえも、非ＩＰネットワークルーティングプロトコルに準拠する通信チャネルを介
して、ＩＰデータフレームを伝送および受信するために、非ＩＰ通信ネットワークのネッ
トワークルーティング構造または機構を使用する。本通信方法は、概して、アプリケーシ
ョンが存在するデバイス内のＩＰデータフレームおよびＩＰスタックを使用して通信する
アプリケーションによって、ＩＰ通信ネットワーク内でＩＰネットワークルーティング情
報（ＩＰネットワークルーティングプロトコル情報）を使用することができるように、こ
の情報をデータフレーム内で保存しながら、非ＩＰ通信ネットワークのネットワークルー
ティング機構（ネットワークルーティングプロトコル情報）を使用して、非ＩＰ通信ネッ
トワーク上でＩＰデータフレームをルートすることによって動作する。この特徴は、標準
ＩＰデータフレームが、非ＩＰ通信ネットワークのプロトコルスタック（例えば、データ
リンク層機構および物理層構造）を使用する非ＩＰ通信ネットワークに従って構成される
データフレームとともに、またはそれと同時に、送信されることを可能にする。ある場合
では、本方法は、ＩＰデータフレームを１つ以上の断片に断片化し、例えば、６ＬｏＷＰ
ＡＮプロトコルの一部として開発または提供される断片化技法を使用して、非ＩＰ通信ネ
ットワークの通信チャネルを介して、断片化データフレームをルートしてもよい。
【００１１】
　有利なことに、本明細書で説明される通信方法は、非ＩＰ通信ネットワーク上のデバイ
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スの処理能力または機能を有意に変化または増大させる必要なく、これらのネットワーク
にわたってＩＰデータフレームをシームレスに伝達することができるように、ＩＰ通信ネ
ットワークが、プロセス制御情報の送信と関連付けられる特殊通信ネットワーク等の非Ｉ
Ｐ通信ネットワークにシームレスに接続されることを可能にする。加えて、この通信方法
は、ＩＰネットワークルーティングを実装することを非ＩＰ通信ネットワークに強制する
必要なく、通信経路の一部分に非ＩＰ通信ネットワークのネットワークルーティング機構
を使用し、および通信経路の別の部分にＩＰ通信ネットワークのネットワークルーティン
グ機構を使用して、非ＩＰ通信ネットワーク内で動作するデバイスにおいて生成されるＩ
Ｐデータフレームが、（例えば、インターネットを介して）ＩＰ準拠通信ネットワーク内
のデバイスに直接送信されることを可能にする。また、本方法は、非ＩＰ通信ネットワー
ク上で通信を行うために、ＩＰ使用可能スタックを非ＩＰ通信ネットワーク内で動作する
デバイスの全てに提供する必要なく、ＩＰ通信ネットワーク内で生成されるＩＰデータフ
レームが、ＩＰデータフレームとして非ＩＰ通信ネットワーク内のデバイスに送信され、
デバイスによって受信されることも可能にする。結果として、この方法は、非ＩＰ通信ネ
ットワーク上のデバイス内で実行されるＩＰデータフレームまたはＩＰベースの通信を生
成、受信、および使用し、かつＩＰデータフレームを使用して、非ＩＰ通信ネットワーク
上のデバイス内のアプリケーション、またはＩＰ通信ネットワーク等の他のネットワーク
上のデバイスのいずれかに、依然として通信するように開発される、ソケットベースのア
プリケーションを可能にする。結果として、ＩＰ通信を使用し、それに依存するアプリケ
ーション（例えば、ソケットベースのアプリケーション）は、非ＩＰ通信ネットワーク内
のデバイス上で実行することができ、ＩＰデータフレームを使用して、非ＩＰ通信ネット
ワーク内のデバイスまたは非ＩＰ通信ネットワークに外部から接続されたデバイス上で動
作する他のアプリケーションとシームレスに通信することができる。この利点は、異なる
タイプの通信ネットワークにわたって使用されるアプリケーションの広範囲の相互運用性
を提供する。
【００１２】
　また、ＩＰデータフレームを生成するため、および非ＩＰ通信ネットワークのネットワ
ークルーティング機構を介してこれらのＩＰデータフレームを送信するために、アプリケ
ーションによって使用することができる関数呼び出しをプログラマに提供することによっ
て、通信方法を実装するために、アプリケーションプログラミングインターフェース（Ａ
ＰＩ）が使用されてもよい。このＡＰＩは、プログラマが、非ＩＰ通信ネットワーク内お
よび外の両方でＩＰベースの通信を提供するように、非ＩＰ通信ネットワーク内でソケッ
トベースのアプリケーションを効率的に設定して使用することを可能にする。また、ソフ
トウェア開発キット（ＳＤＫ）等のプログラミング環境は、ユーザが、アプリケーション
が実行される非ＩＰ通信ネットワーク内で動作するデバイスを選択すること、ＩＰデータ
フレームを生成するデバイス用のアプリケーションを開発すること、非ＩＰ通信ネットワ
ークのネットワークルーティング機構を介してこれらのＩＰデータフレームを送信するこ
と、およびアプリケーションを試験することを可能にすることによって、非ＩＰ通信ネッ
トワーク内のデバイス上で実行されるアプリケーションをプログラムすることにおいてユ
ーザを支援してもよい。プログラミング環境は、いったん開発されると、アプリケーショ
ンを、ＩＰデータフレームの形態で、非ＩＰ通信ネットワーク内で動作するデバイスに伝
送する、ルーチンを含んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】そのうちのいくつかが、ＩＰネットワークルーティングプロトコルをサポートし
、そのうちのいくつかが、ＩＰネットワークルーティングプロトコルをサポートしない、
非ＩＰ通信ネットワーク内のデバイスが、ネットワーク内で、または異なる通信ネットワ
ークにわたって、ＩＰデータフレームを受信および伝送することができる、通信システム
例を図示する。
【図２Ａ】ネットワークデバイスの通信スタック内の標準ＩＰデータフレームの作成を図
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示する。
【図２Ｂ】ＩＰデータフレームが非ＩＰ通信ネットワーク上でルートされることを可能に
するための、本明細書で説明される通信方法に従ったＩＰデータフレームの作成を図示す
る。
【図３】ＩＰネットワークルーティングプロトコルを使用またはサポートしない非ＩＰ通
信ネットワークを介して、ＩＰデータフレームを作成および送信する方法を図示する。
【図４Ａ】第１のＩＰネットワークルーティングプロトコルを使用する第１のネットワー
ク内でＩＰデータフレームを生成するために、およびこのデータフレームを、メッシュネ
ットワークルーティングプロトコル、または暗示宛先あるいはアドレス指定ルーティング
プロトコル等の非ＩＰネットワークルーティングプロトコルを使用する第２のネットワー
ク内のデバイスに送信するために使用され得る、通信方法のフローチャートである。
【図４Ｂ】メッシュネットワークルーティングプロトコル、または暗示宛先あるいはアド
レス指定ルーティングプロトコル等の非ＩＰネットワークルーティングプロトコルを使用
するネットワーク内で、ＩＰデータフレームを生成するため、およびこのデータフレーム
を、ＩＰネットワークルーティングプロトコル、または明示宛先あるいはアドレス指定ル
ーティングプロトコルを使用するネットワーク内のデバイスに送信するために使用され得
る、通信方法のフローチャートである。
【図５】ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスが、ＩＰｖ６ネットワークルーテ
ィングプロトコルをサポートまたは実装する通信ネットワークを使用して、Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴネットワーク内で、および異なるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク間
で、ＩＰｖ６データフレームを受信および伝送するように動作し得る、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴネットワーク例を図示する。
【図６】それを介して、遠隔接続されたコンピュータデバイスが、ＩＰｖ６データフレー
ムを利用してＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスと通信し得る、別のＷｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク例を図示する。
【図７】非ＩＰ通信ネットワーク上でＩＰｖ６データフレームのルーティングを同時にサ
ポートしながら、例えば、インターネットから、ＩＰｖ６データフレームを受信および伝
送するためにゲートウェイデバイスで使用され得る、ネットワークプロトコルスタック例
のブロック図である。
【図８】ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク上のデバイスを往復して、ＩＰｖ６
データフレームならびにＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームを受信および伝送する
ために使用され得る、ネットワークプロトコルスタック例のブロック図である。
【図９】ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク等の非ＩＰ通信ネットワーク上でＩＰｖ
６データフレームのルーティングを提供するように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネッ
トワーク内で動作するフィールドデバイスまたはゲートウェイにおいて実装され得る、６
ＬｏＷＰＡＮブロック例のブロック図である。
【図１０Ａ】図８の６ＬｏＷＰＡＮブロック例で実装され得る、断片化モジュール例のブ
ロック図である。
【図１０Ｂ】図８の６ＬｏＷＰＡＮブロック例で実装され得る、再組立モジュールのブロ
ック図である。
【図１１Ａ】受信したＩＰｖ６データフレームからのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワ
ークルーティングプロトコルヘッダカプセル化ＩＰｖ６データフレーム断片の生成を図示
する。
【図１１Ｂ】ＩＰｖ６データフレームを示すために利用され得る、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴネットワークルーティングプロトコルヘッダの中のデータフィールド例を図示する。
【図１１Ｃ】ＩＰｖ６データフレームを受信および伝送するために利用され得る、いくつ
かの可能なセキュリティ機構を示すために利用され得る、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネッ
トワークルーティングプロトコルヘッダのデータフィールド例を図示する。
【図１２】ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク内でＩＰｖ６データフレームおよ
びＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームをルートするように第１の通信技法例を実装
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する、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク上の一組のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
デバイスを図示する。
【図１３】ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク内でＩＰｖ６データフレームおよ
びＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームをルートするように第２の通信技法例を実装
する、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク上の一組のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
デバイスを図示する。
【図１４】ＩＰｖ６データフレームまたはＩＰｖ６ネットワークルーティング機構をサポ
ートしないＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスを使用して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通
信ネットワーク内でＩＰｖ６データフレームおよびＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレ
ームをルートするように第３の通信技法例を実装する、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネ
ットワーク上の一組のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスを図示する。
【図１５】ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワークを介してＩＰｖ６データフレーム
を受信および伝送するために、フィールドデバイスのアプリケーションプログラミングイ
ンターフェース（ＡＰＩ）を利用するように構成される、カスタムアプリケーションを生
成するために利用されてもよい、ＳＤＫ例のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　一般的に言えば、複数の異なる通信ネットワーク上で、ＩＰデータフレーム等の第１の
ネットワークルーティングプロトコルに基づいて作成されるデータフレームをシームレス
に伝達するためのシステムおよび方法は、第１のネットワークルーティングプロトコル、
例えば、インターネットプロトコルバージョン６（ＩＰｖ６）プロトコル、または任意の
他の明示宛先あるいはアドレス指定ルーティングプロトコル、またはネットワークトポロ
ジーアドレス指定プロトコルと関連付けられる、ネットワークルーティングプロトコル情
報（ネットワークルーティング情報とも呼ばれる）を伴って構成されるデータフレームを
作成または受信することと、第１のネットワークルーティング情報を維持しながら、Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコル、または任意の他のメッシュ
ネットワーク、暗示宛先あるいはアドレス指定または非ネットワークトポロジーアドレス
ベースのルーティングプロトコル等の第２のネットワークルーティングプロトコルによっ
て定義されるようなネットワークルーティングプロトコル情報を追加することと、データ
フレーム内で第１のネットワークルーティングプロトコルのネットワークルーティング情
報を維持しながら、第２の通信ネットワーク上でデータフレームを伝達するために第２の
通信ネットワークのネットワークルーティング機構およびプロシージャを使用することと
を含む。また、本システムおよび方法は、データフレームが方向付けられるアプリケーシ
ョンを有するデバイス、または第２の通信ネットワーク内のゲートウェイデバイスにおい
て等、例えば、第２の通信ネットワーク内の端末デバイスにおいて、データフレームを復
号してもよく、インターネット等の第１のネットワークルーティングプロトコルに準拠す
る通信ネットワーク内の元のデータフレームの通信を指図するため、または第１のネット
ワークルーティングプロトコルに準拠するデータフレームを用いてメッセージに応答する
ために、第１のネットワークルーティングプロトコルのネットワークルーティング情報を
使用してもよい。
【００１５】
　背景として、概して、本明細書では明示宛先（明示アドレス指定とも呼ばれる）ルーテ
ィングプロトコルおよび暗示宛先（本明細書では、暗示アドレス指定とも呼ばれる）ルー
ティングプロトコルと呼ばれる、２つのタイプのネットワークルーティングプロトコルが
ある。明示宛先または明示アドレス指定ネットワークルーティングプロトコルは、概して
、ネットワーク上でルートされるデータパケットの内側に配置されるネットワークルーテ
ィング情報の一部として、１つ以上の宛先または宛先アドレスを定義し、そのアドレスは
、ネットワーク内の中間デバイスがネットワーク内でルーティングを行うために十分であ
る。送信されているパケット内のネットワークルーティング情報内の宛先情報または宛先
アドレスは、パケットが送達されるネットワーク内のデバイスまたは論理位置（宛先）を
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明示的に（すなわち、それら自体で、または独力で）定義する。このアドレス情報は、デ
ータパケットを宛先アドレスと関連付けられる宛先デバイスにルートするために（ネット
ワーク内のデバイスによって作成されるルーティングテーブルとともに）使用される。デ
ータパケットのＩＰ宛先アドレスは、概して、ネットワーク上のデバイスがネットワーク
内でデータパケットをルートすることを可能にするために、パケットから必要とされる唯
一の情報であるため、ＩＰアドレス指定またはＩＰネットワークルーティングプロトコル
は、明示宛先またはアドレス指定ルーティングプロトコルの特定の実施例である。実際に
、ＩＰアドレス指定は、宛先アドレスを伴うデバイスに到達するために必要とされる、ル
ートまたはネットワークトポロジーの関数である、アドレス（例えば、宛先アドレス）を
使用する。つまり、ＩＰアドレスは、それを通して宛先デバイスが到達可能である中間デ
バイスへパケットを送信するように、デバイスがネットワーク内でパケットをルートする
ことを可能にするか、または支援するよう、ネットワークのトポロジー内のデバイスの場
所（ＩＰアドレスが割り当てられる）の関数として、作成されるか、または割り当てられ
る。したがって、ＩＰアドレス指定は、ネットワークトポロジーベースまたは依存性であ
るため、本明細書ではネットワークトポロジーベースのアドレス指定プロトコルとも呼ば
れる。概して、中間ルーティングデバイスにおける不十分な出力により、またはデバイス
間の距離によるネットワーク内のデバイス間の通信チャネルの損失により、ネットワーク
内で失われている（ルートされていない）パケットの懸念がほとんどまたは全くないため
、多くの２点間有線または高出力ネットワークルーティングプロトコル（ＩＰルーティン
グプロトコルを含む）は、明示宛先ルーティングまたは宛先アドレス指定ルーティング（
ネットワークトポロジーベースのアドレス指定を含む）を使用する。
【００１６】
　他方で、暗示宛先ルーティングまたは暗示アドレス指定ルーティングは、パケットがネ
ットワークを通してルートされる方法を定義するために、データパケット内の宛先アドレ
ス以外の他の情報を使用する。いくつかの暗示宛先ルーティング技法は、例えば、ネット
ワークを通した種々のルートを定義するグラフが定義され、次いで、特定のデータパケッ
トがネットワークを通してルートされるであろう方式を示すために使用される、グラフル
ーティングと呼ばれる概念を使用する。グラフルーティングの使用により、各データパケ
ットは、特定のパケットのためにネットワーク内でルーティングを行うために使用される
グラフを識別する、グラフ識別子（グラフＩＤ）の形態で、ネットワークルーティング情
報を提供される。場合によっては、グラフルーティングを使用するネットワークルーティ
ングプロトコルはまた、パケットの中で提供されるネットワークルーティング情報内に１
つ以上の宛先アドレスも含むが、これらのアドレスは、パケットのネットワークルーティ
ング情報内のグラフＩＤまたは他の情報と併せて使用され、したがって、それら自体で、
かつ独力で、通信ネットワーク内でルーティングを行うために十分ではない。当然ながら
、グラフルーティングは、暗示宛先ルーティング技法の一実施例にすぎない。
【００１７】
　実際に、多くのメッシュ無線ネットワークは、通信スタックまたはネットワーク内のデ
バイスの電力（バッテリ）容量に過度な負荷をかけることなく、接続性を確保するように
、データパケットがネットワークを通して特定の方式でルートされることを確実にする必
要があるため、およびこれらのネットワークは、ルーティングに宛先アドレスを使用せず
、または使用する場合は、ネットワーク内のデバイスの場所に依存する方式で宛先アドレ
スを割り当てず（アドレスがネットワークトポロジー依存性ではない）、それにより、宛
先アドレスのみに基づいてネットワークルーティングを行うことを困難にするため、これ
らのネットワークは、グラフルーティング技法等の暗示ネットワークルーティング技法を
使用する。これらの理由により、ほとんどのメッシュネットワークルーティングプロトコ
ルは、ＩＰアドレスルーティング等の明示宛先ルーティングを使用せず、実際には、その
ようなルーティングプロトコルと互換性がない。
【００１８】
　一般的に言えば、メッシュネットワークは、各ノードが各自のデータを捕捉して広める



(11) JP 6276183 B2 2018.2.7

10

20

30

40

50

だけでなく、他のノードのための中継としての機能も果たさなければならず、したがって
、各ノードが、ネットワーク内でデータを伝搬するように協働しなければならない、ある
タイプのネットワーキングである、メッシュネットワーキング（トポロジー）を使用する
。無線メッシュネットワーク（ＷＭＮ）は、メッシュトポロジーにおいて組織化される無
線ノードで構成される通信ネットワークである。無線メッシュネットワークはしばしば、
メッシュクライアント、メッシュルータ、およびゲートウェイを含む。メッシュクライア
ントが、しばしば、ラップトップ、携帯電話、および他の無線デバイスである一方で、メ
ッシュルータは、インターネットに接続し得るが、その必要はない、ゲートウェイを往復
してトラフィックを転送する。単一のネットワークとして稼働する無線ノードの受信可能
域は、メッシュクラウドと呼ばれることもある。このメッシュクラウドへのアクセスは、
無線ネットワークを作成するように相互と調和して稼働する無線ノードに依存している。
メッシュネットワークは、信頼性があり、冗長性を提供する。１つのノードがもはや動作
できなくなったとき、他のノードは、直接的に、または１つ以上の中間ノードを通して、
依然として相互と通信することができる。メッシュネットワークルーティング技法の実施
例は、ＺｉｇＢｅｅネットワークによって使用されるアドホックオンデマンド距離ベクト
ルルーティング、およびＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークで採用されるグラフルー
ティングを含む。ＡＯＤＶでは、宛先デバイスを見出すために、デバイスが、ルート要求
をその隣接デバイス等の全てにブロードキャストする。次いで、隣接デバイスは、宛先に
到達するまで、要求をそれらの隣接デバイス等にブロードキャストする。いったん宛先に
到達すると、それは、ソースに戻る最低費用の経路を辿るユニキャスト伝送を介して、そ
のルート返信を送信する。いったんソースが返信を受信すると、経路における次のホップ
および経路費用を用いて、宛先アドレスのそのルーティングテーブルを更新するであろう
。経路費用は、距離に対応するホップの数を含んでもよい。
【００１９】
　ここで図１を参照すると、異なる通信ネットワークと関連付けられる複数の異なる物理
ネットワーク内で、またはそれにわたって、データフレームまたはデータメッセージをル
ートするために、複数の異なるネットワークルーティングプロトコルのネットワークルー
ティング情報を使用する、通信方法を実装するように使用され得る、通信システム例５が
図示されている。この実施例では、本通信方法は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネット
ワーク等のメッシュネットワークルーティングプロトコルまたは非ネットワークトポロジ
ーベースのアドレス指定プロトコルのような、暗示宛先ルーティングプロトコル等の第１
のネットワークルーティングプロトコルを使用するルーティングをサポートしない、１つ
以上の通信ネットワークを介して、ＩＰプロトコル、とりわけ、ＩＰｖ６ネットワークプ
ロトコルのような、明示宛先ルーティングプロトコルまたはネットワークトポロジーアド
レスベースのプロトコル等の第１のネットワークルーティングプロトコルを使用して作成
される、データフレームをルートする、または送信するために使用されるであろう。した
がって、一般的に言えば、本明細書で提供される実施例で説明される第１のネットワーク
ルーティングプロトコルは、（明示宛先ルーティングプロトコルである、およびネットワ
ークトポロジーアドレス指定ベースのルーティングプロトコルである）ＩＰアドレス指定
を使用するＩＰｖ４またはＩＰｖ６ネットワークルーティングプロトコル等のＩＰネット
ワークルーティングプロトコルとなり、このＩＰアドレス指定は、例えば、ＴＣＰ／ＩＰ
プロトコル、ＵＤＰ／ＩＰプロトコル、またはＩＣＭＰ／ＩＰプロトコル（全て、概して
本明細書では、ＩＰネットワークルーティングプロトコルと呼ばれる）であってもよいが
、それらに限定されない。また、第２のネットワークルーティングプロトコルは、暗示宛
先ルーティングプロトコルまたは非ＩＰネットワークルーティングプロトコル、例えば、
ＩＰアドレス、またはＩＰルーティングあるいはネットワークトポロジーベースのアドレ
ス指定ルーティングプロトコルを使用またはサポートしない、ネットワークルーティング
プロトコルとして、以下で提供される実施例で説明されるであろう。そのようなプロトコ
ルの実施例は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコル、ＺｉｇＢｅｅプロトコル等を含む
。しかしながら、ネットワークルーティングプロトコルの他のタイプおよび特定の実施例
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を、本明細書で説明される第１および第２のネットワークルーティングプロトコルとして
使用することができ、本明細書で説明される第１および第２のネットワークルーティング
プロトコルは、それぞれ、ＩＰおよび非ＩＰプロトコルに限定されないことが理解される
であろう。例えば、本明細書で説明される通信およびルーティング技法は、第１の暗示宛
先ルーティングプロトコル、または非ＩＰネットワークルーティングプロトコルあるいは
非ネットワークトポロジーアドレス指定ベースのプロトコルのデータパケットが、第２の
暗示宛先ルーティングプロトコル、または非ＩＰネットワークルーティングプロトコルあ
るいは非ネットワークトポロジーアドレス指定ベースのプロトコルを使用する通信ネット
ワーク上で送信されることを可能にするために、使用することができる。別の実施例とし
て、本明細書で説明される通信およびルーティング技法は、ＩＰネットワークルーティン
グプロトコルではない第１の明示宛先ルーティングプロトコルのデータパケットが、第２
の明示宛先ルーティングプロトコル（ＩＰまたは非ＩＰベース）を使用する通信ネットワ
ーク上で送信されることを可能にするために使用することができ、または、第１の暗示宛
先、非ＩＰ、または非ネットワークトポロジーベースのアドレス指定ネットワークルーテ
ィングプロトコルのデータパケットが、例えば、Ｐネットワークルーティングプロトコル
ではない、第２の明示宛先ルーティングプロトコルを使用する通信ネットワーク上で送信
されることを可能にするために使用することができる。当然ながら、第１および第２のタ
イプのネットワークの他の組み合わせも、本明細書で説明される通信およびルーティング
技法を実装するために使用することができる。
【００２０】
　一般的に言えば、図１の通信システム５は、ＩＰネットワークルーティングプロトコル
または非ＩＰネットワークルーティングプロトコルのいずれかを実装し得る１つ以上の他
の物理ネットワークに接続する、インターネット１０の形態でＩＰ通信ネットワークを含
む。この場合、インターネットネットワーク１０上の通信は、ＩＰｖ６ネットワークルー
ティングプロトコルを使用するが、インターネット１０上の通信はまた、または代わりに
、ＩＰｖ４ネットワークルーティングプロトコルまたは他のＩＰルーティングプロトコル
を使用することができると推定されるであろう。図１のインターネット１０に接続されて
いるものとして図示される通信ネットワークは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク
１２、ＺＩＧＢＥＥネットワーク１３、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ピコネット１４
、セルラーネットワーク１５、および無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）／ロ
ーカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１６を含む。理解されるように、ネットワーク１２
～１６は、その中でネットワーク通信を行うように、異なるネットワークルーティングプ
ロトコル（本明細書ではルーティングプロトコルとも呼ばれる）を実装または使用しても
よく、これらの通信を行うために異なるデータリンクおよび物理層プロトコルを使用して
もよい。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ネットワーク、ＷＬＡＮ／ＬＡＮネットワーク
、およびセルラーネットワーク等を用いた、多くの場合において、通信ネットワークが、
ＩＰネットワークルーティングまたはネットワークトポロジーアドレス指定ルーティング
あるいは別の明示宛先ルーティングプロトコルをサポートしてもよい一方で、Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓＨＡＲＴネットワーク等を用いた他の場合においては、通信ネットワークが、ネッ
トワークルーティング活動にＩＰアドレス指定を使用しなくてもよいため、このネットワ
ークは、ＩＰネットワークルーティングプロトコルまたはネットワークトポロジーアドレ
ス指定ルーティングあるいは他の明示宛先ルーティングプロトコルを使用またはサポート
しなくてもよい。例えば、上述のように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークは、典
型的には、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内でメッセージのルーティングを行う
ために、グラフルーティングと呼ばれる概念を使用する。
【００２１】
　以下で説明される通信方法は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２内のデバイ
スが、ＩＰｖ６またはＩＰｖ４データフレームを作成すること、および非ＩＰネットワー
クルーティングプロトコルではないＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２のネット
ワークルーティングプロトコルが、ルーティング目的でＩＰアドレス指定を使用またはサ
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ポートしないため、このネットワークルーティングプロトコルを使用して、Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴネットワーク１２上でこれらのデータフレームを伝達することを可能にする
ために、使用されてもよい。また、理解されるように、ＷｉｒｅｌｅｓＨＡＲＴネットワ
ークが、メッシュネットワークルーティングプロトコルを実装する一方で、インターネッ
ト１０および１つ以上の他の通信ネットワーク１３～１６は、２点間ルーティングプロト
コル等の非メッシュネットワークルーティングプロトコルを使用してもよい。いずれにし
ても、この通信方法を使用して、これらのＩＰｖ６データフレームは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴネットワーク１２内の他のデバイスに、または図１で図示される他の通信ネット
ワーク１３～１６のうちの１つ以上の中のデバイスに送信され、それらによって復号され
てもよい。同様に、以下で説明される通信方法は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワー
ク１２内のデバイスが、ＩＰｖ６データフレームとしてＩＰｖ６データフレームを受信し
て復号し、したがって、デバイスがＩＰネットワークルーティング準拠通信ネットワーク
（すなわち、ＩＰネットワークルーティング機構を使用する通信ネットワーク）に接続さ
れた場合と本質的に同様に、これらのデータフレームを使用し、それらに応答することを
可能にするために使用されてもよい。この場合、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク
１２内の受信デバイスは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２内の別のデバイス
から、または図１の他のネットワーク１３～１６のうちのいずれか１つの中のデバイスか
ら、ＩＰｖ６データフレームを受信してもよい。
【００２２】
　一般的に言えば、本明細書で説明される通信方法を実装するために、ＩＰｖ６使用可能
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１１ａは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワー
ク１２をインターネット１０に接続する。同様に、図１で図示されるように、他のゲート
ウェイデバイス１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、および１１ｅは、ＺｉｇＢｅｅネットワーク１
３、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ピコネット１４、セルラーネットワーク１５、およ
びＷＬＡＮ／ＬＡＮ１６のそれぞれを、インターネット１０に接続する。ゲートウェイデ
バイス１１ならびに通信ネットワーク１２～１６内の１つ以上のデバイスは、以下でさら
に詳細に説明される通信方法のステップまたは態様を実装するように動作して、例えば、
ＩＰベースの通信が、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２内の２つのデバイス（
またはアプリケーション）間で、またはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２内の
第１のデバイス（またはアプリケーション）とネットワーク１３～１６のうちの別のネッ
トワーク内の第２のデバイス（またはアプリケーション）との間で起こることを可能にし
てもよい。
【００２３】
　より具体的には、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２内のデバイス（ゲートウ
ェイデバイス１１ａを含む）は、ＩＰネットワークルーティングプロトコル通信を使用ま
たはサポートしないネットワークルーティングプロトコルおよび／またはデータリンク層
プロトコルを使用する、通信ネットワークの中または外へＩＰデータフレームをシームレ
スに送信することができるよう、非ＩＰネットワークルーティング情報およびＩＰネット
ワークルーティング情報の両方を含むように構成されるデータフレームを使用して、Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２の物理層を介してデータフレームを受信および伝
送するように動作してもよい。実施例として、図１のＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴゲートウェイ１１ａは、インターネット１０を介して、ＩＰｖ６ネットワークル
ーティングプロトコルに従って情報とともにカプセル化されたデータフレームを受信して
もよく、そのようなデータフレームは、インターネット１０内の８０２．３プロトコルデ
ータリンク層および／または任意の標準あるいはサポートされた物理層を使用して、イン
ターネット１０上で通信チャネルを通して伝送される。ＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴゲートウェイ１１ａによってインターネット１０から受信されるデータフレー
ムは、本来、例えば、標準ＩＰｖ６データフレームとして、ＺＩＧＢＥＥネットワーク１
３、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ピコネット１４、セルラーネットワーク１５、また
はＷＬＡＮ／ＬＡＮ１６のうちのいずれか１つの中で動作するデバイス内のアプリケーシ
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ョンによって伝送または作成されていてもよい。次いで、ＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１１ａは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ準拠ネットワークルーテ
ィングプロトコルを使用して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２内で動作する
デバイス内のネットワーク位置（例えば、アプリケーション）へ、受信したＩＰｖ６デー
タフレームを伝送し、それにより、ネットワーク１３～１６のうちの１つの中に位置する
デバイスとＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２内に位置するデバイスとの間で、
ＩＰｖ６メッセージまたはデータフレームを送達するように動作してもよい。同様に、Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１１ａは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク
１２内のＩＰ使用可能デバイスによって作成され、したがって、ＩＰｖ６ネットワークル
ーティングプロトコルに従って最初にカプセル化され、次いで、修正され、本明細書でさ
らに詳細に説明される方式で構成されるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティ
ングプロトコルを使用して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２を介してルート
される、データフレームまたはメッセージを受信してもよい。ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ゲートウェイ１１ａは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２によって使用される
８０２．１５．４データリンク層および物理プロトコルを介して、これらのデータフレー
ムまたはメッセージを受信してもよい。次いで、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴゲートウェイ１１ａは、ＩＰネットワークルーティングまたはアドレス指定を使用し
て、データフレームを他のネットワーク１３～１６のうちの１つの中のデバイスに送信す
るために、受信したメッセージまたはデータフレーム内のＩＰネットワークルーティング
情報を使用してもよい。当然ながら、この場合、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴゲートウェイ１１ａは、標準８０２．３物理層通信プロトコルおよびＩＰｖ６ネット
ワークプロトコル技法を使用して、インターネット１０を介して、受信したＩＰｖ６デー
タフレームをアプリケーションまたはデバイスに伝送するように動作する。
【００２４】
　理解されるように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２内のデバイスは、８０
２．１５．４標準に準拠する通信チャネルを介して、データフレームを受信および伝送し
てもよい。しかしながら、以下でさらに詳細に説明されるように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴネットワーク１２上のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１１
ａまたは他のＩＰ使用可能デバイスは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２上で
ＩＰｖ６データフレームを送信するとき、例えば、６ＬｏＷＰＡＮ標準に従って、ＩＰｖ
６データフレームをいくつかの断片に断片化してもよい。この場合、デバイスは、Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコルおよび８０２．１５．４データ
リンク層プロトコルに準拠する通信チャネルを介して、ＩＰｖ６データフレーム断片をＷ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスに伝送してもよい。この場合、ＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１１ａは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２
上でＩＰｖ６データフレーム断片を送信するように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワ
ークルーティングプロトコルに対応するヘッダ情報とともに、これらのＩＰｖ６データフ
レーム断片をカプセル化してもよい。その後、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッ
ダに含まれる情報は、ＩＰｖ６データフレーム断片を意図したＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
デバイスまたはアプリケーションにルートするために、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネット
ワーク１２内の１つ以上のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスによって利用されてもよい
。有意なこととして、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２内で動作するＷｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスは、非ＩＰアプリケーションデータまたはペイロードを伝達ま
たは交換し続けてもよい。これは、ネットワーク内非ＩＰ通信、ならびにネットワーク内
および間両方のＩＰ通信を同時に可能にしながら、後方互換性を推進する。
【００２５】
　ネットワーク上でルートされている特定のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴメッセージまたは
データフレームが、標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴメッセージであるか、またはカプセル
化ＩＰｖ６データメッセージであるかを、ネットワーク１２上のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲ
Ｔデバイスが認識することを可能にするために、メッセージを生成するＩＰｖ６使用可能
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ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１１ａまたは他のデバイスは、そのデータフレー
ムがＩＰｖ６データフレームまたは標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームである
ことを示すフラグを、データフレームのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティ
ング情報の中に含んでもよい。フラグは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーテ
ィング情報の中に１つ以上のデータフィールドを備えてもよい。好ましくは、非ＩＰ使用
可能およびＩＰ使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイス間の後方互換性および相互運
用性を推進するために、フラグは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング
情報の中の以前に使用されていないデータフィールドを利用してもよい。
【００２６】
　理解されるように、ＩＰｖ６データフレームが断片化され、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ネットワーク１２上で送信されるとき、図１のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１
２内のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１１ａまたは他のデバイ
スは、８０２．１５．４通信プロトコルに従って動作する通信チャネルを介して、Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコル情報とともにカプセル化された
ＩＰｖ６データフレーム断片を受信するであろう。ＩＰｖ６データフレーム断片は、上記
で示されるように、６ＬｏＷＰＡＮ標準に準拠してもよい。次いで、ＩＰｖ６使用可能Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１１ａまたは他のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイ
スは、データフレームがＩＰｖ６データフレームに対応することを示すフラグを、データ
フレーム断片のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報の中で検出して
もよい。この場合、次いで、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１
１ａまたは他のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスは、ＩＰｖ６データフレームを生成す
るように６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを組み立て直す。次いで、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴゲートウェイ１１ａは、標準ＩＰｖ６通信を使用して、ＩＰｖ６データフレームを、
ＺＩＧＢＥＥネットワーク１３、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ピコネット１４、セル
ラーネットワーク１５、および／またはＷＬＡＮ／ＬＡＮ１６内のデバイスに送信するた
めに、ＩＰｖ６データフレームおよび標準ＩＰルーティングソフトウェアおよびハードウ
ェアのＩＰ宛先アドレス情報を使用してもよい。当然ながら、組み立て直されたデータフ
レームのＩＰアドレスが、受信デバイス内のアプリケーションを示す場合、データフレー
ムは、ＩＰｖ６データフレームとしてアプリケーションに送達され、標準ＩＰｖ６準拠技
法に従って処理される。
【００２７】
　ＩＰｖ６使用可能通信は、概して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１２である
非ＩＰネットワークに関して起こるものとして図１で説明されているが、これらの場合に
おいて、ネットワーク１３～１６上のデバイスが、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ物理層、デ
ータリンク層、およびネットワークルーティング層プロトコルの代わりに、これらの他の
ネットワークによってサポートまたは特定される、物理層、データリンク層、およびネッ
トワークルーティング層プロトコルを使用するであろうことを除いて、本明細書で説明さ
れる同一の技法を使用して、ＺＩＧＢＥＥネットワーク１３、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）ピコネット１４、セルラーネットワーク１５、および／またはＷＬＡＮ／ＬＡＮ１
６（これらのネットワークが、例えば、非ＩＰネットワークルーティングプロトコルを使
用するとき）内等の、他の非ＩＰネットワーク内でＩＰｖ６ベースの通信を行うために、
同一の技法を使用できることが理解されるであろう。
【００２８】
　非ＩＰネットワーク、すなわち、ネットワークルーティングを行うためにＩＰネットワ
ークルーティングプロトコルを使用しないネットワークを介して、ＩＰデータフレームを
符号化してルートすることができる、特定の方式をさらに十分に説明するために、データ
フレーム全般、具体的にはＩＰデータフレームが作成され、通信ネットワークを介してル
ートされる、一般的な方式を説明することが役立つであろう。まず第１に、データフレー
ムが作成されてルートされる、いくつかの異なる層またはレベルがあると留意することが
重要であり、これらの異なるレベルが相互に関連し、ネットワーク通信を行うために現在
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使用されている種々の異なるネットワークおよび通信プロトコルで使用される方式を理解
することが必要である。一般的に言えば、通信ネットワーク上で送信されるデータフレー
ムは、典型的には開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデルを使用して定義される、い
くつかの通信スタック層と関連付けられる、またはそれらによって提供される情報を含む
。
【００２９】
　一般的に言えば、ＯＳＩモデルは、７つの基本層を使用してネットワークプロトコルを
実装するためのネットワーキングフレームワークを定義する。メッセージを作成し、通信
チャネル上で次のステーションに送信するように、１つのステーションの中の上層から始
まって、そのステーションの中の底層へ進んで、１つの層から次の層へ制御が渡される。
受信ステーションにおいて、制御が底層に提供され、受信したメッセージの復号を行うよ
うに、上層まで階級を再び横断する。一般的に言えば、ＯＳＩモデルの７つの層は、アプ
リケーション層（層７と呼ばれる上層）、プレゼンテーション層（層６）、セッション層
（層５）、トランスポート層（層４）、ネットワーク層（層３）、データリンク層（層２
）、および物理層（層１）を含む。概して、アプリケーション層は、アプリケーションお
よびエンドユーザプロセスをサポートする。アプリケーション層における全ては、アプリ
ケーション特有であり、アプリケーション層（またはアプリケーション層におけるアプリ
ケーション）は、通信相手、サービスの質、ユーザ認証、プライバシー、データ構文への
制約等を定義してもよい。この層はまた、ファイル転送、Ｅメール、および他のネットワ
ークサービスのためのアプリケーションサービスも提供する。構文層と呼ばれることもあ
る、プレゼンテーション層は、アプリケーション形式からネットワーク形式へ、およびそ
の逆も同様に変換することによって、データ表現（例えば、暗号化）の差異からの独立を
提供する。したがって、プレゼンテーション層は、データを、例えば、このデータが符号
化または暗号化されている場合にアプリケーション層が受け入れることができる形式に変
換するように稼働する。したがって、この層は、ネットワークにわたって送信されるデー
タをフォーマットして暗号化し、互換性の問題を低減または排除する。
【００３０】
　セッション層は、アプリケーション間の接続を確立し、管理し、および終了させ、概し
て、通信の両端でアプリケーション間の会話、交換、および対話を設定し、協調させ、終
了させる。セッション層はまた、セッションおよび接続協調を扱う。トランスポート層は
、終端システムまたはホスト間のトランスペアレントなデータの転送を提供し、終端間エ
ラー回復およびフロー制御に関与する。したがって、この層は、完全なデータ転送を確保
する。ネットワーク層は、種々のデータリンク上の一連の交換が、どのようしてネットワ
ーク内の任意の２つのノード間でデータを送達することができるかを説明する。ネットワ
ーク層は、ネットワークのアドレス指定、切替、およびルーティング構造を定義し、ノー
ドからノードへデータを伝送するための仮想回路として知られている、論理経路を作成ま
たは定義する。重要なこととして、ネットワーク層は、ネットワークルーティングおよび
転送機能、ならびにネットワークアドレス指定方式、インターネット機能、エラー処理、
ふくそう制御、およびパケット順序制御を定義する。
【００３１】
　データリンク層は、データパケットをビットに符号化し、およびビットから復号し、特
定の媒体上で伝送されるデータビットの論理的組織を説明する。この層は、物理層におけ
るパケットのフレーミング、アドレス指定、およびチェックサム（エラー処理）を定義す
る。データリンク層は、概して、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層および論理リンク制御（
ＬＬＣ）層を含む、２つの副層に分割される。ＭＡＣ副層は、ネットワーク上のコンピュ
ータが、どのようにしてデータへのアクセスおよびこのデータを伝送する許可を獲得する
かを制御する。ＬＬＣ層は、フレーム同期化、フロー制御、およびエラーチェックを制御
する。物理層は、電気および機械レベルでネットワークを通して、例えば、電気インパル
ス、光、または無線信号を介して、ビットストリームを伝える。物理層は、ケーブル、カ
ード、およびネットワークハードウェアの物理的態様の定義を含む、キャリア上でデータ



(17) JP 6276183 B2 2018.2.7

10

20

30

40

50

を送信および受信するハードウェア手段を提供する。
【００３２】
　重要なこととして、いくつかのプロトコルが、最も顕著には、トランスポート層（層４
）、ネットワーク層（層３）、データリンク層（層２）、および物理層（層１）を含む、
これらの層のうちのいくつかのために定義されている。例えば、ユニバーサルデータグラ
ムプロトコル（ＵＤＰ）、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、およびインターネット制御メ
ッセージプロトコル（ＩＣＭＰ）を含む、種々のトランスポート層プロトコルが存在する
。これらのプロトコルは、例えば、ＩＰネットワーク層プロトコルとともに使用される、
特定のトランスポート層規則およびプロシージャを提供する。加えて、最も広範には、Ｉ
Ｐｖ４およびＩＰｖ６ネットワーク層プロトコル等のＩＰプロトコル、およびＷｉｒｅｌ
ｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層プロトコルを含む多くの非ＩＰネットワーク層プロトコル
を含む、種々のネットワーク層プロトコルが存在する。ネットワーク層プロトコルは、概
して、ネットワーク内の１つの論理点からネットワーク内の別の論理点へメッセージまた
はデータフレームをルートするために使用される規則およびプロシージャを定義し、なお
もさらに、ネットワークルーティングが起こることを可能にするためにデータパケットの
中へ配置される必要があるネットワーク層情報を定義する。ネットワーク層プロトコルは
また、本明細書ではネットワークルーティングプロトコルとも呼ばれる。なおもさらに、
例えば、８０２．３データリンク層プロトコル（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））、８０
２．１５．４物理層プロトコル（例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ物理層プロトコルに
よって使用される）等を含む、種々の物理層またはデータリンク層プロトコルが定義され
ている。種々の異なるネットワークが、異なるデータリンク層プロトコルを使用しながら
、同一のネットワーク層プロトコルを使用してもよく、または逆も同様であることが理解
されるであろう。また、あるデータリンク層プロトコルは、あるネットワーク層プロトコ
ルと互換性がなくてもよい。この問題の一般的な理由は、ネットワーク層プロトコルが、
データリンク層プロトコルによって許容されるメッセージサイズよりも長い最大メッセー
ジサイズまたは長を定義し得ることである。
【００３３】
　本明細書で説明される通信技法は、上記で説明されるいくつかの層を利用してもよいが
、いくつかの実装では、本通信方法は、「層状」アプローチを避け、命令の単一モノリシ
ックブロックとして以下で説明される機能性を実装してもよい。このアプローチは、メモ
リが制約されたデバイスにおいて本通信方法を実装するときに特に魅力的である。しかし
ながら、命令の単一モノリシックブロックは、依然として、本明細書で説明される層状ア
プローチで使用される要素またはスタック要素を含む。
【００３４】
　典型的には、コンピュータデバイスに常駐するコンピュータデバイスおよび／またはア
プリケーションは、デバイスが接続される通信ネットワークの物理層上で送信されるメッ
セージを作成（符号化）するようにＯＳＩモデルの種々の層を実装するか、または下方に
横断するため、あるいは通信ネットワークの物理層上で受信されるメッセージを復号する
ようにＯＳＩモデルの種々の層を上方に横断するために、ネットワークまたは通信スタッ
クを利用してもよい。したがって、デバイスの通信スタックは、データフレームを伝送す
る前に特定のプロトコルに従ってデータフレームをパッケージ化またはカプセル化するよ
うに、あるいはデバイスにおいて受信されるデータフレームを非パッケージ化または復号
して、復号されたメッセージを、メッセージが方向付けられるアプリケーションに提供す
るように、スタックの種々の層における種々のプロトコルによって定義されるプロシージ
ャを実装する、プロセッサにおいて実行されるアプリケーションを備えてもよい。プロト
コルに従ってデータフレームをパッケージ化することは、データフレームに現在作用して
いる層のプロトコルによって定義されるようなヘッダおよび／またはトレーラ情報を付加
し、次いで、そのデータフレームをスタックの次の下層に渡すことを含んでもよい。同様
に、データフレームを非パッケージ化することは、スタックの特定の層のデータフレーム
からヘッダおよび／またはトレーラ情報を除去および復号し、非パッケージ化されたデー
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タフレームをスタックの中の次の上位層に渡すことを含む。スタックの中の特定の層のデ
ータフレームのヘッダおよび／またはトレーラセクションの中の情報は、典型的には、適
切な層における特定のプロトコル標準によって定義される規則に準拠する。例えば、ＴＣ
Ｐ／ＩＰプロトコルに従ってデータフレームをパッケージ化することは、（スタックのト
ランスポート層において）ＴＣＰヘッダをデータフレームに付加し、後に、（スタックの
ネットワーク層において）ＩＰヘッダを結果として生じるデータフレームに付加すること
を含む。ＴＣＰヘッダは、ＴＣＰプロトコルに準拠し、ＩＰヘッダは、例えば、ＩＰｖ４
またはＩＰｖ６標準に準拠する。ＩＰｖ６プロトコルのうちの特定のものが、ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｉｅｔｆ．ｏｒｇ／ｒｆｃ／ｒｆｃ２４６０．ｔｘｔで入手可能な仕様で説
明されている。他のネットワーク層プロトコルの実施例は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプ
ロトコル、ＺｉｇＢｅｅネットワーク層プロトコル等を含む。当然ながら、特定のネット
ワークプロトコルに従ってパッケージ化されるデータフレームは、８０２．３標準（Ｅｔ
ｈｅｒｎｅｔ（登録商標））、８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ標準（Ｗｉ－Ｆｉ）、８０２
．１５．４標準、８０２．１６標準（Ｗｉｍａｘ）、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＬＴＥ等のセル
ラー標準等の一組のデータリンク層プロトコルまたは物理層プロトコルのうちのいずれか
１つに準拠する通信チャネルを介して、伝送されてもよい。
【００３５】
　図２Ａは、データフレームまたはデータメッセージがデバイスの通信スタックの種々の
ＯＳＩ層を通して下方に処理される際に、データフレームまたはデータメッセージを作成
する方式を図示する、チャートを描写する。具体的には、（アプリケーション層における
）アプリケーションが、アプリケーションによって任意の所望の方式で定義される一組の
ビットおよびバイトとして、元のデータメッセージ２０を作成し、このメッセージをトラ
ンスポート層に提供する。概して、メッセージを層に「提供すること」は、層のアプリケ
ーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）または「ラッパ」を呼び出すことに
よって達成されてもよい。当業者はまた、層の「ラッパ機能を呼び出すこと」によってメ
ッセージを提供してもよい。（ここで、セッションおよびプレゼンテーション層の詳細は
、詳細に論議されず、スタックのトランスポート層で遂行されると仮定されるであろう。
）スタックのトランスポート層は、（図２で図示されるように）アプリケーションからの
データメッセージをペイロードとして扱い、使用されているトランスポート層プロトコル
によって定義されるように、ヘッダ（およびおそらくトレーラ）情報をそこに付加する。
本明細書ではトランスポート層情報２２と呼ばれる、ヘッダ（およびおそらくトレーラ）
情報は、セッション情報の定義（例えば、セッションＩＤ）、使用されているトランスポ
ートプロトコルのタイプの定義または指示等を含んでもよい。結果として生じるメッセー
ジ２３は、図２で図示されるように、トランスポート層からのメッセージ２３をペイロー
ドとして扱う、スタックのネットワーク層に提供される。ネットワーク層において、ネッ
トワークルーティング情報またはネットワークルーティングプロトコル情報２４は、付加
的なヘッダおよびトレーラ情報（ヘッダセクションとして図２で図示される）の形態でペ
イロード２３に付加される。ネットワークルーティング情報２４は、例えば、ネットワー
クソースおよび宛先の識別（ＩＰネットワークルーティングプロトコルのソースＩＰアド
レスおよび宛先ＩＰアドレス、またはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティン
グプロトコルのグラフＩＤ等）、タイムアウト情報（有効期限情報）、チェックサム情報
、メッセージまたはペイロード長情報、種々の目的で使用されるフラグ等を含んでもよい
。
【００３６】
　その後、ネットワーク層によって作成されるようなメッセージは、データリンク層に提
供され、そこで、ネットワーク層によって作成されたメッセージは、ペイロード２５とし
て扱われ、付加的なデータリンク情報２６が、通信ネットワークで使用されているデータ
リンクプロトコルによって定義されるように、ヘッダおよび／またはトレーラセクション
の形態で追加される。具体的には、データリンク層は、典型的には、デバイスソースおよ
び宛先識別（ソースおよび宛先ＭＡＣアドレス等）の形態のデータリンク情報、停止およ
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び開始ビット等の媒体制御情報、フロー制御ビット、長さ情報、チェックサム情報、およ
び順序情報を含む断片化情報等を追加する。場合によっては、スタックの物理層と関連付
けられるアプリケーションは、物理層プロトコル情報をデータフレームに追加する。
【００３７】
　データリンク層によって作成されるようなメッセージは、物理層上へ出力され、物理層
上で、データリンクヘッダ情報２６の中の宛先アドレスによって定義されるようなデバイ
スへ送信される。理解されるように、デバイス内で復号されているとき、メッセージは、
受信デバイスのスタックの上方に進み、スタックの各層は、メッセージを復号し、メッセ
ージの適切な処理を行うために層によって使用される適切なヘッダおよびトレーラ情報を
取り除く。したがって、受信デバイスにおいて、スタックのデータリンク層は、メッセー
ジが正しく受信されており、（例えば、データリンク情報２６内のＭＡＣアドレスによっ
て定義されるような）このデバイスにアドレス指定されているかどうかを判定するように
、データリンクヘッダおよびトレーラ情報２６を取り除いて復号するであろう。もしそう
であれば、データリンク層におけるメッセージのペイロード部分２５は、送信および受信
ネットワークアドレスまたは他のルーティング情報を判定するように、ネットワーク層ヘ
ッダおよびトレーラ情報２４を取り除く、ネットワーク層に提供される。スタックのネッ
トワーク層は、このメッセージを受信するものであるネットワーク内の論理点、およびこ
のメッセージをネットワーク内の正しい点にルートする適切な方式を判定するために、こ
のネットワークルーティング情報を使用してもよい。ネットワーク内のネットワークアド
レスまたは論理点が、受信デバイスまたは受信デバイス内のアプリケーションと関連付け
られると仮定すると、次いで、残りのペイロード２３が、残りのメッセージ２０をアプリ
ケーション層内の適切なアプリケーションに与える前に、メッセージを処理するためにス
タックのトランスポート層によって使用される、メッセージ、データタイプ等で使用する
トランスポート層プロトコルを判定するように、トランスポート層情報２２を取り除いて
復号する、トランスポート層に提供される。
【００３８】
　理解されるように、ネットワークルーティング情報（またはネットワークプロトコル情
報）は、概して、データフレームの意図した受信側であるコンピュータデバイスまたはア
プリケーションの論理アドレスに対応する、情報を含む。データフレームのネットワーク
ルーティング情報はまた、データフレームを伝送したコンピュータデバイスの論理アドレ
スに対応する、情報を含んでもよい。例えば、データフレームをカプセル化するＩＰネッ
トワークプロトコルのＩＰヘッダは、ソースＩＰアドレスおよび宛先ＩＰアドレスを含む
。ソースＩＰアドレスは、データフレームを伝送するコンピュータデバイスまたはアプリ
ケーションの論理アドレスに対応し、宛先ＩＰアドレスは、データフレームの意図した受
信側であるコンピュータデバイスまたはアプリケーションの論理アドレスに対応する。（
コンピュータデバイスは、１つよりも多くの論理ＩＰアドレスを有してもよい。）ルータ
等の中間デバイスは、例えば、データフレームを、データフレームの意図した受信側であ
るコンピュータデバイスに「ルートする」か、または転送するために、ＩＰアドレスを利
用する。
【００３９】
　しかしながら、本明細書で説明される通信方法は、第１のネットワークルーティングプ
ロトコルまたは技法（明示宛先またはアドレス指定ルーティング技法、非メッシュネット
ワークルーティング技法、あるいはネットワークトポロジーアドレス指定ベースのルーテ
ィング技法等）に準拠し、かつそれらを使用して復号可能であるが、第２の異なるネット
ワークルーティングプロトコルまたは技法（暗示宛先またはアドレス指定ルーティング技
法、メッシュネットワークルーティング技法、あるいは非ネットワークトポロジーアドレ
ス指定ベースの技法等）を使用する通信ネットワークを介して送信される、データメッセ
ージを作成する能力を提供するように、上記で説明されるデータフレーム作成および復号
プロセスを変更する。一般的に言えば、新しい通信方法は、メッセージが通信ネットワー
ク上で送信される際にメッセージに符号化される、複数の異なるネットワークルーティン
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グプロトコルと関連付けられるネットワークルーティング情報またはネットワークプロト
コル情報を有する、メッセージを作成する。この特徴は、メッセージが、第１のネットワ
ークルーティングプロトコルを使用して送信されるメッセージとして作成されることを可
能にするが、次いで、メッセージが、実際には、第２のネットワークルーティングプロト
コルを使用するか、またはそれに準拠する通信ネットワーク上で送信されることを可能に
する。加えて、メッセージは、アプリケーション層までメッセージを復号する必要なく、
異なるネットワークルーティングプロトコルを使用する２つの通信ネットワーク間の接合
点に配置されるゲートウェイデバイスにおいて容易に変換されてもよい。代わりに、ゲー
トウェイデバイスは、第２のネットワークから第１のネットワークへメッセージを送達す
るときに、第２のネットワークルーティングプロトコル情報を取り除くか、または第２の
ネットワーク内のデバイスによって受信されるようにメッセージを第２のネットワークの
中へ送信するときに、第２のネットワークルーティングプロトコル情報を追加する必要し
かない。
【００４０】
　図２Ｂおよび３は、例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク上でルートさ
れ、ＩＰデータフレームとして、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク上でＩＰ使
用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ等の別のＩＰ使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴデバイスによって復号されることが可能である、ＩＰデータフレームをＩＰ使用可
能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスの中で作成する方法を説明するために使用されるで
あろう。具体的には、図２Ｂが、データフレームが本明細書で説明される通信技法に従っ
て作成される際のこのデータフレームを図示する一方で、図３は、図２Ｂのデータフレー
ムを生成するために使用される通信技法のステップを図示するフローチャート４０を描写
する。
【００４１】
　具体的には、図３のフローチャート４０のブロック４１では、メッセージ３０が、ＩＰ
ｖ４またはＩＰｖ６プロトコルによって提供されるもの等の標準ＩＰルーティングを使用
して符号化および送信されるであろうと仮定して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスの
アプリケーション層におけるアプリケーションが、データメッセージ３０（図２Ｂ）を生
成する。所望であれば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスのアプリケーション層内のこ
のアプリケーションまたは別のアプリケーションは、最初に、ＤＮＳ（ドメイン名システ
ム）サービスを実施または実装するように、およびデバイス、ウェブサイト、サーバ、ル
ータ、Ｅメール受信側等の特定のネットワークエンティティのＩＰアドレス（例えば、Ｉ
Ｐｖ６またはＩＰｖ４アドレス）をＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスに提供するように
ゲートウェイデバイスに要求するメッセージを、（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワー
クルーティングプロトコルを使用するＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク上で）ゲー
トウェイデバイスに送信してもよい。この場合、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスは、
最初に、ウェブサイトホスト名またはＥメールサーバホスト名、あるいはＤＮＳサービス
によって使用される任意の他の名前等のネットワークエンティティ（例えば、第２または
ＩＰネットワーク内のエンティティ）のドメイン名を提供してもよい。ＤＮＳサービス（
ＩＰネットワーク上のゲートウェイまたは別のデバイスにおいて実装され得る）を介して
ネットワークエンティティのＩＰアドレスを取得した後、次いで、ゲートウェイデバイス
は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコルを使用して、Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク上で、ネットワークエンティティのＩＰアドレスをＷｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイス内のアプリケーションに返信し、次いで、アプリケーショ
ンは、ＩＰｖ６またはＩＰｖ４データパケットを使用して通信するために、このＩＰアド
レスを使用してもよい。アプリケーションは、他のＩＰ使用可能デバイスを用いて通信を
行うためにＩＰベースのソケットアドレス指定を使用する、ソケットベースのアプリケー
ションであってもよい。
【００４２】
　いずれにしても、ブロック４２では、アプリケーションメッセージが、ＩＰ使用可能Ｗ
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ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスのスタックのトランスポート層の中で処理され、ＴＣＰ
ヘッダおよびトレーラ情報等の典型的なＩＰベースのトランスポート層情報をデータメッ
セージ３０（スタックのトランスポート層で作成されているデータフレームのペイロード
セクションとして扱われる）に追加する。
【００４３】
　次に、ＩＰ使用可能デバイスのスタックのネットワーク層で実施され得るブロック４３
が、ＩＰソースおよび宛先アドレス情報等のＩＰ準拠ネットワークルーティング情報、デ
ータパケット長情報等をデータフレームに追加する。このＩＰネットワークルーティング
情報は、ヘッダ情報３４ａとして図２Ｂで図示され、第１のネットワークルーティングプ
ロトコル（この場合はＩＰネットワークルーティングプロトコル）と関連付けられるか、
またはそれによって定義されるものとして例証される。上述のように、ＩＰ宛先アドレス
は、ＩＰ宛先アドレスを判定するようにＤＮＳサービスを行うか、または呼び出すゲート
ウェイデバイスとの通信を介して、取得されてもよい。次に、所望であれば、図３のブロ
ック４４が、ＩＰネットワークルーティングによってサポートされるサイズまたは長さの
データフレームをサポートしない、ネットワークルーティングプロトコル、データリンク
層プロトコル、または物理層プロトコルを使用して、ブロック４３によって生じさせられ
たＩＰデータフレームが通信ネットワーク上で送信されることを可能にするように、ブロ
ック４３によって生じさせられたデータフレームを断片化してもよい。そのような断片化
は、概して、その中で送信されるデータパケットのサイズまたは長さを、従来のＩＰネッ
トワークルーティングによってサポートされるサイズよりも小さいサイズに限定する、低
出力ＩＰネットワークで一般的である。より低い出力のＩＰネットワークで使用される、
１つの一般的な断片化技法は、あるサイズを超える各ＩＰｖ６データパケットを、ネット
ワークのデータリンクおよび物理層プロトコルによってサポートされる長さまたはサイズ
を有する複数のパケットまたは断片化データフレームに断片化する、６ＬｏＷＰＡＮプロ
トコルである。６ＬｏＷＰＡＮ断片化技法は、本明細書では断片化およびデフラグ目的で
使用されるものとして説明されるが、他のタイプの断片化技法も使用することができる。
加えて、場合によっては、例えば、第２のネットワークルーティングプロトコルまたは物
理ネットワークが、第１のネットワークプロトコルの長さまたはサイズのデータフレーム
をサポートする場合において、いかなる断片化も必要とされなくてもよい。これらの場合
において、ブロック４４を省略することができる。
【００４４】
　いずれにしても、断片化が行われると仮定すると、ブロック４６（第２のネットワーク
ルーティングプロトコルを使用するネットワークルーティングを行うことと関連付けられ
る、スタックのネットワーク層で実施され得る）が、ブロック４４からのデータパケット
をペイロードとして扱い、第２のネットワークルーティングプロトコルによって定義され
るようなネットワークルーティング情報を各データフレームまたは断片化データフレーム
に追加する。この点におけるデータパケットは、ブロック４３（またはブロック４４）に
よって作成されたパケット３５に追加されるヘッダ情報として、第２のネットワークルー
ティング情報３４ｂを含むものとして図２Ｂで図示される。この第２のネットワークルー
ティング情報３４ｂは、例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内のグラフルー
ティングのグラフＩＤ、ならびに、例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルのＷｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング層によって定義されるような、データパ
ケットの他のネットワークルーティング情報を含んでもよい。当然ながら、他のメッシュ
ネットワーキング、暗示宛先またはアドレス指定、非ネットワークトポロジーアドレス指
定ベース、あるいは非ＩＰネットワークルーティングプロトコル等の他のネットワークル
ーティングプロトコルを、第２のネットワークルーティングプロトコルとして使用するこ
とができる。加えて、このレベルでデータパケットに追加されるネットワークルーティン
グ情報の一部として、ブロック４６は、基礎的データパケットまたはデータフレーム３５
が、実際には、第２のネットワークルーティングプロトコルではなく第１のネットワーク
ルーティングプロトコルと関連付けられるデータフレームであることを示すように、ネッ
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トワークルーティング情報３４ｂの別様に未使用の部分またはビットの中にフラグ（ビッ
ト３９として図２Ｂで図示される１ビットフラグ等）を追加または設定する。より具体的
には、典型的には、特定のネットワークルーティングプロトコルによって各データパケッ
トに追加されるネットワークルーティング情報の中に未使用のビットまたはバイトがある
。ネットワークルーティングプロトコルを復号するデバイスは、典型的には、復号プロセ
ス中にこれらのビットを無視する。しかしながら、この場合、これらの別様に未使用のビ
ットまたはバイトのうちの１つ以上は、基礎的データパケットが、本来、第１のネットワ
ークルーティングプロトコルまたは第２のネットワークルーティングプロトコルと関連付
けられているものであるかどうかを示すフラグとして、使用されてもよい。例えば、第２
のネットワークルーティングプロトコルのネットワークルーティング情報３４ｂの中の特
定のビットを「１」に設定することにより、基礎的データパケット３５がＩＰｖ６データ
パケットであることを示してもよい一方で、第２のネットワークルーティングプロトコル
のネットワークルーティング情報の中のこの特定のビットを「０」に設定することは、基
礎的データが、本来、第２のネットワークルーティングプロトコルを使用して作成または
カプセル化されているデータ（例えば、本来、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレーム
として作成されたデータフレーム）を示してもよい。当然ながら、そのようなフラグまた
は指示は、単一のビット、複数のビット、バイト、複数のバイト等の任意の所望の長さで
あってもよい。
【００４５】
　次に、図３のブロック４７では、スタックのデータリンク層が、（ヘッダおよび／また
はトレーラ情報の形態の）データリンク情報３６を、ブロック４６によって作成される結
果として生じたパケット３７に追加してもよく、データリンク層情報３６は、第２の通信
ネットワークで使用されている特定のデータリンクプロトコルによって定義される。次い
で、ブロック４８が、第２の通信ネットワークの物理層によって定義されるように、物理
層情報３８を、ブロック４７からの結果として生じたパケットに追加してもよい。次いで
、ブロック４９が、データパケット（その中に第１および第２の両方のネットワークルー
ティングプロトコルの両方のネットワークルーティング情報を有する）を送信または伝送
してもよい。
【００４６】
　一般的に言えば、第２のネットワークルーティングプロトコルを使用する通信ネットワ
ーク（すなわち、第２の通信ネットワーク）内の受信デバイスにおいて、パケットの種々
の物理およびデータリンク層情報が、取り除かれて復号され、典型的な方式で使用される
であろう。また、受信デバイスのスタックは、第２のネットワークルーティングプロトコ
ルのネットワークルーティング情報を取り除いて復号する、ネットワーク層を有するであ
ろう。このプロセス中に、受信デバイスのスタックのネットワーク層は、基礎的データパ
ケットが第１または第２のネットワークルーティングプロトコルパケットであるかどうか
を示すために、フラグまたは他の指示として使用されている、この第２のネットワークル
ーティング情報の特定のビットまたはバイトを復号し、その情報をさらなる処理のために
使用するであろう。具体的には、フラグまたは指示が、復号されると、基礎的パケットが
、第２のネットワークルーティングプロトコルを使用する典型的または通常パケットであ
ることを示す場合、パケットは、第２の通信ネットワークプロトコルに従って動作するス
タックのトランスポート層に渡される。他方で、フラグまたは他の指示が、復号されると
、例えば、基礎的パケットがＩＰｖ６パケットである（すなわち、第１のネットワークル
ーティングプロトコルと関連付けられる）ことを示す場合には、パケットは、第１のネッ
トワークルーティングプロトコルに従ってパケットの復号およびルーティングを処理する
、スタックのネットワーク層に渡される。例えば、パケットがＩＰｖ６パケットである場
合において、ネットワークスタックは、元のＩＰｖ６パケットを形成するように一連の受
信したパケットを集結することによって、パケットをデフラグしてもよく、次いで、典型
的な方式でトランスポート層復号および処理を行うように、デフラグされたＩＰｖ６パケ
ットを、第１のネットワーク通信プロトコルに従って構成されるスタックのトランスポー
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ト層に提供してもよい。このように、ＩＰｖ６パケットは、処理のためにデバイス内の正
しいアプリケーションに提供されるか、またはＩＰネットワークルーティングを使用して
別のネットワーク上でルートされてもよい。
【００４７】
　しかしながら、理解されるように、第１のネットワーク通信プロトコル（すなわち、第
１のネットワークルーティングプロトコルに依存するもの）を使用して作成されるデータ
パケットは、第２の通信ネットワーク（ルーティング通信用の第２のネットワークルーテ
ィングプロトコルを使用する）上で送信され、第１のネットワークルーティングプロトコ
ルおよび第２のネットワークルーティングプロトコルの両方に対する、またはそれらによ
って定義されるようなネットワークルーティング情報を含む。この通信技法は、ネットワ
ーク通信用の第１のネットワークルーティングプロトコルを使用しない通信ネットワーク
に接続されるデバイスでもある、任意のデバイスの中で第１のネットワーク通信プロトコ
ル（ＩＰネットワークルーティングプロトコル等の第１のネットワークルーティングプロ
トコルに依存する）を使用してネットワーク上で伝送されるであろうということに従って
、またはそのように仮定して、データパケットが作成されることを可能にする。この通信
技法はまた、第２の通信ネットワークが第１のネットワークルーティングプロトコルを使
用するルーティングを使用またはサポートしないときでさえも、第１のネットワークルー
ティングプロトコルを使用しない第２の通信ネットワーク上のデバイスが、第２の通信ネ
ットワーク上で第１のネットワークルーティングプロトコルに従って作成されるデータパ
ケットを送信および受信することも可能にする。この特徴は、第２の通信ネットワーク上
のデバイスが、第１のネットワークルーティングプロトコルに準拠するデータパケットを
使用して相互に通信することを可能にし、加えて、第２の通信ネットワーク上のデバイス
が、第１のネットワークルーティングプロトコルに従って構成されるデータパケットを使
用して、異なる通信ネットワーク（例えば、第１のネットワークルーティングプロトコル
を使用するルーティングをサポートするネットワーク）上のデバイスと直接通信すること
を可能にする。
【００４８】
　ここで、この通信技法を使用して生じ得る通信のタイプのいくつかの実施例を、さらに
詳細に論議する。以下で提供される実施例のうちのいくつかでは、第１の通信ネットワー
ク上の第１のコンピュータデバイスが、第１のネットワークルーティングプロトコル、例
えば、ＴＣＰ／ＩＰを使用する、１つのネットワーク通信プロトコルに従ってデータフレ
ームを作成し、これらのデータフレームを、第２のネットワークルーティングプロトコル
、例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルを使用する、第２の通信ネットワーク上
に位置する第２のコンピュータデバイスへ伝送する。（しかしながら、上述のように、ネ
ットワークルーティングプロトコルの他のタイプまたは具体的実施例を第１および第２の
通信ネットワークで使用することができる。）以下の実施例では、第１のコンピュータデ
バイスは、８０２．３標準等のデータリンク層通信プロトコルに準拠する通信チャネルを
介して、データフレームを伝送してもよく、第２のコンピュータデバイスは、８０２．１
５．４標準等の同一または異なるデータリンクプロトコルに準拠する通信チャネルを介し
て、データフレームを受信してもよい。本明細書で使用されるように、データリンクプロ
トコルはまた、概して、物理層プロトコルとも呼ばれる。
【００４９】
　上述のように、データリンクプロトコルまたは標準は、とりわけ、特定の通信プロトコ
ルに準拠する通信チャネルを介した通信トランザクション中に伝送または受信され得る、
データフレームの最大サイズを定義する。データフレームの最大サイズは、概して、最大
伝送単位（ＭＴＵ）サイズと呼ばれる。例えば、８０２．１５．４標準に準拠する通信チ
ャネルを介して伝送されるデータフレームのＭＴＵサイズは、典型的には、１０２バイト
である。８０２．１１標準に準拠する通信チャネルを介して伝送されるデータフレームの
ＭＴＵは、典型的には、２２７２バイトである。８０２．３標準に準拠する通信チャネル
を介したデータフレームのＭＴＵは、１５００バイトである。
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【００５０】
　別個に、ネットワークルーティングプロトコル標準はまた、ネットワークルーティング
プロトコルに従ってパッケージ化されるデータフレームのＭＴＵサイズを定義してもよい
。例えば、ＩＰｖ６標準は、典型的には１２８０バイトであるものとして、データフレー
ムのＭＴＵを定義する。したがって、いくつかのシナリオでは、単一のトランザクション
において、８０２．１５．４標準に準拠する通信チャネルを介してＩＰｖ６データフレー
ムを伝送することが不可能であり得る。これらのシナリオにおいて、ＩＰｖ６データフレ
ームが８０２．１５．４標準に準拠する通信チャネルを介して伝送される前に、ＩＰｖ６
データフレームは、いくつかのデータフレームに断片化されてもよい。データフレーム断
片は、受信デバイスにおいてデータフレーム断片の再組立を可能にする情報とともにカプ
セル化されてもよく、ＩＰｖ６データフレームの意図した受信側であるコンピュータデバ
イスにおいて組み立て直されてもよい。断片化および再組立は、６ＬｏＷＰＡＮ等のプロ
トコルを利用することによって行われてもよい。断片化の結果として、ＩＰｖ６データ断
片のうちのいくつかまたは全てが、ＩＰヘッダを含まなくてもよい。
【００５１】
　以下で説明される実施例では、ＩＰｖ６データフレームの断片は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴプロトコルに準拠するデータフレームを処理するように構成されるコンピュータデ
バイス間のＩＰｖ６データフレームのルーティングを促進するように、第２のネットワー
クルーティングプロトコル、例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティン
グプロトコルに対応するヘッダ情報とともにカプセル化されてもよい。いくつかの実施例
では、上述のように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコルヘッダは、デー
タフレームがＩＰｖ６データフレームであることを示すフラグを含んでもよい。ここで、
コンピュータデバイスは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコル情報ととも
にカプセル化されるＩＰｖ６データフレーム断片、およびＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネッ
トワークプロトコル情報とともにカプセル化される非ＩＰｖ６データフレームを受信およ
び伝送するように構成されてもよい。
【００５２】
　一般的に言えば、本明細書で説明される通信技法は、ある場合では、第１のタイプのデ
ータフレームを作成すること、すなわち、ＩＰプロトコル等の第１のネットワークプロト
コルを使用することと、そのデータフレームを、第１のネットワークプロトコルに従った
ネットワークルーティングを使用するネットワーク上で、非ＩＰプロトコル等の第２の異
なるネットワークルーティングプロトコルを使用する第２の通信ネットワークに接続され
る第２のデバイスへ送信することとを伴う。第２のデバイスは、第２のネットワークルー
ティングプロトコルによって定義されるネットワークルーティング情報を有するデータフ
レームの中で、その中に第１のネットワークルーティング情報を伴うデータフレームをカ
プセル化し、データフレームを、第２のネットワークルーティングプロトコルを使用する
第２の通信ネットワーク上で、第１のタイプのデータフレーム（例えば、ＩＰデータフレ
ーム）を生じるように受信したデータフレームを復号する第３のデバイスへ送信またはル
ートする。図４Ａのフローチャート２００は、この方法をさらに詳細に図示し、その上で
通信が起こる種々の通信ネットワーク内の異なるデバイスにおいて講じられる、またはデ
バイスによって行われる、いくつかのステップを含む。
【００５３】
　具体的には、図４Ａのフローチャート２００のブロック２０２、２０４、および２０６
は、ＩＰネットワークルーティングプロトコル（例えば、ＩＰｖ６）等の第１のネットワ
ークルーティングプロトコルを使用する第１の通信ネットワークに接続された第１のデバ
イスにおいて実施される。ブロック２０８、２１０、および２１２は、第１の通信ネット
ワークと、第１のネットワークルーティングプロトコルとは異なるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴ通信ネットワーク等の第２のネットワークルーティングプロトコルを使用する第２の
通信ネットワークとの間の接合点に位置する、ゲートウェイデバイス等の第２のデバイス
において実施される。（ここでは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワークは、典型
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的には、プロセスプラントおよび他のタイプの製造プラントで通信を実装するためにプロ
セス制御業界で使用される、特殊メッシュネットワークであると留意されるであろう。一
般的に言えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコルは、プロセス制御ネッ
トワーク内でより良好なルーティングを可能にするように、プロセス制御またはプロセス
システムコマンド等の種々の他のタイプの情報がデータパケットのネットワークルーティ
ング情報の中に配置されることを求める。そのようなコマンドは、ＩＰネットワークルー
ティングプロトコルによってサポートされていない。）ブロック２１４、２１６、２１８
、および２２０は、第１の通信ネットワーク上の第１のデバイスによって作成される元の
データパケットを受信するデバイスである、第２の通信ネットワークに接続された受信デ
バイスにおいて実施される。
【００５４】
　具体的には、ブロック２０２では、第１の通信ネットワーク（例えば、ＩＰベースの通
信ネットワーク）上の第１のデバイス内のアプリケーションが、第１のネットワークルー
ティングプロトコル（この実施例についてはＩＰｖ６プロトコル等のＩＰプロトコルであ
ると仮定される）を使用する通信ネットワーク上で、アプリケーションデータパケットま
たはメッセージをルートすることと一致する方式で、そのメッセージを生成する。ブロッ
ク２０４は、第１のネットワークルーティングプロトコルに準拠する第１のネットワーク
ルーティング情報とともに、（そのように所望される場合、スタックのプレゼンテーショ
ン層、セッション層、およびトランスポート層によって処理されるような）アプリケーシ
ョンメッセージをカプセル化するように動作する。この実施例では、ブロック２０４の出
力は、インターネット等のＩＰネットワーク上で伝送する準備ができている標準ＩＰｖ６
データパケットであってもよい。次に、ブロック２０６は、例えば、ＩＰアドレスルーテ
ィングを使用して、第１のネットワークルーティングプロトコルを使用する第１の通信ネ
ットワークまたはチャネルにわたって、カプセル化アプリケーションデータパケットを伝
送させる。当然ながら、ブロック２０６は、第１の通信ネットワーク上でＩＰｖ６データ
パケットを送信する前に、通信スタックのデータリンクおよび物理層においてデータパケ
ットを処理してもよい。
【００５５】
　次に、例えば、第１の通信ネットワークを第２の通信ネットワークに接続するゲートウ
ェイデバイス内のブロック２０８が、データフレームを受信して復号し、データフレーム
の第１のネットワークルーティング情報内のＩＰアドレスが第２の通信ネットワーク上の
デバイスに対するものである、またはそれと関連付けられることを認識する。次いで、ゲ
ートウェイデバイス内のブロック２０８は、第２のネットワークルーティングプロトコル
に準拠し、元のＩＰｖ６データパケット内のＩＰアドレスと関連付けられる第２の通信ネ
ットワーク上に位置するデバイスへデータパケットをルートするように構成される、第２
のネットワークルーティング情報とともに、受信したデータパケット（第１のネットワー
クルーティングプロトコルのネットワークルーティング情報を含む）をフレームに入れる
ことによって、第２の通信ネットワークによって使用される第２のネットワークルーティ
ングプロトコルに準拠するデータフレームを生成する。必要または所望であれば、ブロッ
ク２０８は、それらの作成されたデータパケットのそれぞれ（またはデータパケット断片
）上に第２のネットワークルーティング情報を配置する前に、受信したＩＰｖ６データパ
ケットからいくつかのデータパケットを作成するために、例えば、６ＬｏＷＰＡＮ断片化
技法を使用して、受信したＩＰｖ６データパケットを断片化するように動作してもよい。
【００５６】
　加えて、ブロック２１０は、作成されているパケット内の基礎的データフレームが、第
１のネットワークルーティングプロトコルと関連付けられるアプリケーションデータを有
することを示す、フラグを、データパケットの第２のネットワークルーティング情報の中
に設定すること等によって、指標を生成する。次いで、ゲートウェイデバイス内のブロッ
ク２１２は、データパケット内の第２のネットワークルーティングプロトコル情報を使用
する第２のネットワークルーティングプロトコルに従って動作する、第２の通信ネットワ
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ークまたは第２の通信ネットワーク上のチャネルにわたって、データフレームを伝送させ
る。
【００５７】
　受信デバイス、すなわち、元のデータフレームのＩＰアドレスと関連付けられるが、第
２の通信ネットワーク上に位置するデバイスにおけるブロック２１４は、データフレーム
の第２のネットワークルーティング情報に基づいて、スタックの物理、データリンク、お
よびネットワーク層において、データフレームを受信して復号する。このデバイス内のブ
ロック２１６は、受信したデータパケットの第２のネットワークルーティング情報の中の
指標またはフラグの存在または非存在を検出するように動作する。そのようなフラグが存
在しない場合、または基礎的データパケットが本来、第２のネットワークルーティングプ
ロトコルと関連付けられたデータパケットとして作成されたことをフラグが示す場合、ブ
ロック２１８は、データパケットを、処理するために、第２のネットワーク通信プロトコ
ルと関連付けられる受信デバイスのスタックのトランスポート層に提供する。しかしなが
ら、指標が存在する場合、または基礎的データパケットが、本来、第１のネットワークル
ーティングプロトコル（例えば、ＩＰプロトコル）と関連付けられたデータパケットとし
て作成されたことをフラグが示す場合、ブロック２２０は、パケットを復号して処理する
ように、データを、第１のネットワークルーティング情報を使用する受信デバイスのスタ
ックのネットワーク層に提供する。スタックのこのネットワーク層は、最初に、元のＩＰ
ｖ６データパケットを組み立て直すように、一連のそのような受信したパケットをデフラ
グしてもよく、次いで、ＩＰネットワークルーティングプロトコルを使用して受信デバイ
スに送信されたかのように、ＩＰｖ６データパケットが受信デバイスのスタックの中のア
プリケーションまたはアプリケーション層に送達され得るように、標準ＩＰネットワーク
層およびトランスポート層処理を使用して、ＩＰｖ６データパケットを処理してもよい。
【００５８】
　同様に、本明細書で説明される通信技法は、第１のタイプのデータフレームを作成する
こと、すなわち、ＩＰプロトコル等の第１の通信ネットワークと関連付けられる第１のネ
ットワークプロトコルを使用することと、最初に、そのデータフレームを、第２のネット
ワークルーティングプロトコル（第１のネットワークルーティングプロトコルとは異なる
）を使用する第２のネットワーク上で、第１の通信ネットワークにも接続される第２のデ
バイスへ送信することとを伴うことができる。この場合、第１のデバイスは、第２のネッ
トワークルーティング情報とともに、その中に第１のネットワークルーティングプロトコ
ル情報を有するデータフレームをカプセル化し、第２のネットワークルーティングプロト
コルを使用する第２の通信ネットワーク上で、データフレームを第２のデバイスに送信ま
たはルートする。次いで、第２のデバイスは、第１のタイプのデータフレーム（例えば、
ＩＰデータフレーム）を生じるように、第２のネットワークルーティングプロトコルを使
用して、受信したデータフレームを復号し、次いで、第１のネットワークルーティングプ
ロトコルを使用する第１の通信ネットワーク上で、復号されたデータフレームを送信する
。図４Ｂのフローチャート２５０は、その上で通信が起こる種々の通信ネットワーク内の
異なるデバイスにおいて講じられる、またはデバイスによって行われる、いくつかのステ
ップを含むものとして、この方法をさらに詳細に図示する。
【００５９】
　具体的には、図４Ｂのフローチャート２５０のブロック２５２、２５４、２５６、２５
８、および２６０は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコル等
の第２のネットワークルーティングプロトコルを使用する、第２の通信ネットワークに接
続された第１のデバイスにおいて実施される。ブロック２６２、２６４、および２６８は
、第１の通信ネットワーク（例えば、ＩＰベースの通信ネットワーク）と、第２のネット
ワークルーティングプロトコルを使用する第２の通信ネットワークとの間の接合点に位置
する、ゲートウェイデバイス等の第２のデバイスにおいて実施される。ブロック２７０は
、第２の通信ネットワーク上の第１のデバイスによって作成される元のデータパケットを
受信するデバイスである、第１の通信ネットワークに接続された受信デバイスにおいて実
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施されてもよい。
【００６０】
　具体的には、ブロック２５２が、第２の通信ネットワーク上のＩＰ使用可能デバイス（
例えば、ＩＰ使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイス）内で実施され、データパケッ
トが第１の通信プロトコルに準拠する通信ネットワーク上で送信されるであろう（例えば
、ＩＰネットワークプロトコルに準拠するデータパケット）と仮定して、アプリケーショ
ンデータパケットを生成する。したがって、このデータパケットを生成するアプリケーシ
ョンは、ソケットベースのアプリケーションであってもよい。図４Ａに関して上述のよう
に、このデータパケットで使用されるＩＰアドレスは、最初に、例えば、ＩＰネットワー
クに接続されるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク上で、ゲートウェイデバイス
と通信し、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスによって提供されるドメイン名の正しいＩ
Ｐアドレスを判定するように、ゲートウェイデバイスにＤＮＳサービスを行わせる（例え
ば、ＤＮＳサーバの役割を果たさせる）ことによって、取得されてもよい。ＩＰ使用可能
デバイスのブロック２５４は、例えば、ＩＰアドレス指定情報をデータメッセージに追加
することによって、第１のネットワークルーティングプロトコルに準拠する第１のネット
ワークルーティング情報とともに、（ＩＰ使用可能デバイス内のスタックの適切なプレゼ
ンテーション、セッション、およびトランスポート層によって処理された後の）アプリケ
ーションメッセージをカプセル化する。次に、ブロック２５６は、第２のネットワークル
ーティングプロトコルに準拠する第２のネットワークルーティング情報とともに、ブロッ
ク２５４からのアプリケーションデータパケットをフレームに入れることによって、第２
のネットワークルーティングプロトコルに準拠するデータフレームを生成する。この場合
、ブロック２５６は、第２のネットワークルーティング情報を断片化データパケットのそ
れぞれに追加する前に、第２の通信ネットワークによって許容されるサイズに準拠する一
組のデータパケットを作成するように、ブロック２５４によって作成されたデータパケッ
トを断片化してもよい。ブロック２５８もまた、基礎的データフレームが、第１のネット
ワークルーティングプロトコルと関連付けられるアプリケーションデータ（例えば、ＩＰ
ｖ６データパケット）を有することを示す指標を、それぞれのそのようなデータパケット
の第２のネットワークルーティング情報内に生成または配置する。次いで、ブロック２６
０は、これらのパケット内の第２のネットワークルーティング情報を使用する第２のネッ
トワークルーティングプロトコルに従って動作する、第２の通信ネットワークのチャネル
にわたって、ブロック２５６および２５８によって作成されたデータフレームを伝送させ
る。
【００６１】
　例えば、その異なる入力において、第２の通信ネットワークおよび第１の通信ネットワ
ークの両方に接続される、ゲートウェイデバイスにおいて実施されるブロック２６２は、
第２の通信ネットワークを介して受信されるデータフレームを受信し、これらのデータフ
レーム内の第２のネットワークルーティング情報に基づいて復号する。ブロック２６４は
、基礎的ＩＰデータの存在を示す、受信したデータフレームの第２のネットワークルーテ
ィング情報の中の指標またはフラグの存在を検出するように、このゲートウェイデバイス
内で動作する。そのようなフラグがデータパケットの中に存在しない場合、ブロック２６
６は、データを復号して処理するように第２の通信プロトコルに従って動作する受信デバ
イスのトランスポート層にデータパケットを提供してもよく、または第２の通信ネットワ
ークを介して、そのデータにさらなるルーティングを行ってもよい。しかしながら、フラ
グが存在するか、または設定されている場合、ブロック２６８は、例えば、元のＩＰｖ６
データパケット内にＩＰネットワークルーティング情報を含む、その元のＩＰｖ６データ
パケットを生じるように、第２の通信ネットワーク上で受信される複数のデータパケット
からＩＰデータフレーム情報を復号して組み立て直すことによって、基礎的ＩＰデータフ
レームを回収する。次いで、ブロック２６８は、第１のネットワークルーティングプロト
コルを使用する第１の通信ネットワークの通信チャネルを介して、データパケットを受信
側に伝送するために、その組み立て直されたＩＰｖ６データパケット内のＩＰネットワー
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クルーティング情報（例えば、ＩＰアドレス情報）を使用してもよい。ブロック２７０で
は、受信デバイス（すなわち、第１のデバイスによって作成されるようなＩＰｖ６データ
パケットのＩＰ宛先アドレスを有するデバイス）が、任意の公知または標準の方式で、Ｉ
Ｐｖ６データパケットを受信して復号してもよい。
【００６２】
　理解されるように、これらの基本的通信技法は、その中の通信にＩＰベースのルーティ
ングを使用またはサポートしない、プロセスプラント通信ネットワーク等の通信ネットワ
ーク内で、またはそれにわたって、ＩＰデータメッセージングまたは通信（例えば、ＩＰ
ｖ６データフレーム等のＩＰデータフレームのメッセージング）を提供するために、種々
の異なるシナリオで使用することができる。いくつかのこれらのシナリオを、以下で実施
例のみとして説明する。
【００６３】
　図５は、プロセスプラント内のフィールドデバイスが、インターネット５１を介して、
およびＩＰネットワークルーティングをサポートしないＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネ
ットワークであり得る、１つ以上のプロセス制御ベースの通信ネットワーク５３および７
１を介して、ＩＰｖ６データフレームを受信および伝送するように、本明細書で説明され
る通信方法を実装する、通信ネットワーク例５０を図示する。一般に、化学、石油、また
は他のプロセスプラントで使用されるもの等のプロセス制御システムは、プロセス内で感
知および物理的制御機能を果たす、フィールドデバイス５９～６５および７６～８１とし
て図５で図示される、フィールドデバイスを含む。フィールドデバイス５９～６５および
７６～８１のそれぞれは、例えば、弁、弁ポジショナ、スイッチ、センサ（例えば、温度
、圧力、または流速センサ）、ポンプ、ファン、コントローラ、入出力デバイス等であっ
てもよい。フィールドデバイスは、弁を開放または閉鎖すること、およびプロセスパラメ
ータの測定を行うこと等の、プロセスまたはプロセス制御ループ内の制御および／または
物理的機能を果たす。無線通信ネットワーク５３および７１では、フィールドデバイス５
９～６５および７６～８１は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームおよびＩＰｖ６
データフレーム等のデータフレームの生産装置および消費装置である。ＩＰｖ６データフ
レームを作成、受信、および使用することが可能である、ネットワーク５３および７１内
のデバイスを、本明細書ではＩＰ使用可能デバイスと呼ぶ。
【００６４】
　概して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク５３および７１内で、コンピュータデ
バイスは、データフレームをデータフレームの意図した受信側であるコンピュータデバイ
スへルートするために、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング技法を利用
する。フィールドデバイスは、典型的であるように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワ
ーク５３および７１上で典型的なＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームを作成して伝
送してもよい。しかしながら、上記の論議から理解されるように、データフレームはまた
、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報とともにカプセル化されたＩ
Ｐｖ６データフレーム断片を含んでもよく、またはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワー
クルーティング情報とともにカプセル化された非ＩＰｖ６データフレーム断片を含んでも
よい。この状況において、例えば、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウ
ェイ５４は、好適なプロトコル、例えば、６ＬｏＷＰＡＮを利用して、インターネット５
１から受信されるＩＰｖ６データフレームを断片化するステップ、およびデータフレーム
断片がＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク５３内でルートされることを可能にするＷ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコル情報とともに、データフレーム断片をカ
プセル化するステップを行ってもよい。
【００６５】
　図５で図示されるように、ネットワーク５３と関連付けられるＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ５４、およびネットワーク７１と関連付けられるＩＰｖ
６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ７０は、インターネット５１に接続さ
れる。ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ５４および７０はそれぞ



(29) JP 6276183 B2 2018.2.7

10

20

30

40

50

れ、独立型デバイスとして、ワークステーション（図示せず）の拡張スロットの中へ挿入
可能なカードとして、プログラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）ベースのシステム
の入出力サブシステムの一部として、または任意の他の方式で実装されてもよい。プロト
コルおよびコマンド変換に加えて、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウ
ェイ５４および７０は、それぞれ、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク５３およ
び７１のスケジューリング方式のタイムスロットおよびスーパーフレーム（時間的に同等
に離間された通信タイムスロットのセット）によって使用される同期クロッキングを提供
してもよい。
【００６６】
　加えて、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク５３は、ルータデバイス５７およ
び５８を含んでもよい。ルータデバイス５７は、例えば、１つの無線ネットワークデバイ
スから別の無線ネットワークデバイスへデータフレームを転送する、ネットワークデバイ
スである。ルータデバイスの役割を果たしているネットワークデバイスは、どの無線ネッ
トワークデバイスが特定のデータフレームの次の受信側であるかを決定するために、内部
ルーティングテーブルを使用する。ルータ５７等の独立型ルータは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴ通信ネットワーク５３上の全てのデバイスがルーティングをサポートするシナリオ
で必要とされなくてもよい。しかしながら、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク
５３内でルーティング５７等の専用ルータを有すること（例えば、ネットワークを拡張す
ること、またはネットワーク内のフィールドデバイスの電力を節約すること）が有益であ
り得る。
【００６７】
　ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク５３はまた、ＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス６２、６３、６４、および６５を含むものとしても図
示される。ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス６２は、例え
ば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコル情報内でカプセル化
された６ＬｏＷＰＡＮ　ＩＰｖ６データフレーム断片を受信して処理することが可能であ
り得、かつＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコル情報内でカプ
セル化された６ＬｏＷＰＡＮ　ＩＰｖ６データフレーム断片を作成してルートすることが
可能であり得る。同様に、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイ
ス６２は、例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダとともにカプセル化され
た非ＩＰｖ６データフレームを別のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスへルー
トすることが可能であり得る。ルーティングを行うために、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフ
ィールドデバイス６２は、例えば、特定のデータフレームをカプセル化するＷｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングヘッダの中のルーティング情報を利用する。
【００６８】
　ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク５３はまた、従来のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴフィールドデバイス５９、６０、および６１を含んでもよい。ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴフィールドデバイス５９、６０、および６１は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワ
ークプロトコル情報とともにカプセル化されたデータフレームを受信および伝送すること
が可能である。ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス５９、６０、および６１は
また、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコルヘッダ内にカプセル化された６
ＬｏＷＰＡＮ　ＩＰｖ６データフレーム断片を、データフレーム断片の意図した受信側で
あるＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスへルートすることも
可能であり得る。ルーティングを行うために、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバ
イス５９は、例えば、ルーティングを行うように６ＬｏＷＰＡＮ　ＩＰｖ６データフレー
ム断片をカプセル化する、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコ
ルヘッダの中のルーティング情報を利用する。ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ使用可能フィー
ルドデバイス５９、６０、および６１は、その中にＩＰｖ６データフレームを含む、その
ようなデータフレームを含む、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴメッセージまたはデータフレー
ムをルートすることが可能であるが、これらのデバイスは、ＩＰｖ６データフレーム自体
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を復号または使用することが可能ではない。
【００６９】
　ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク５３内のルータ５８は、例えば、フィールドデ
バイス５９からのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコルヘッダとともにカプ
セル化されたデータフレームを受信することが可能であり得る。ルータ５８は、例えば、
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコルヘッダの中のルーティング情報に基づ
いて、データフレームを隣接フィールドデバイス６０へルートしてもよい。
【００７０】
　図５のシステム例では、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク７１は、ＩＰｖ６
使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイデバイス７０、１つ以上のルータデバイ
ス７４および７５、いくつかのＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス７９、８０、８１、
および８２、ならびにいくつかの従来のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス７
６、７７、および７８を含む。上述のデバイスは、８０２．１５．４標準に準拠する通信
チャネルを介して、データフレームを伝送および受信してもよい。この場合、Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク７１内のコンピュータデバイス８２は、ハンドヘルドコ
ンピュータデバイスであってもよい。コンピュータデバイス８２は、８０２．１５．４標
準に準拠する通信チャネルを介してＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク７１内で
データフレームを伝送および受信することが可能である、アダプタを提供されてもよい。
加えて、コンピュータデバイス８２は、ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス８２から、
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコル情報内にカプセル化されたＩＰｖ６デ
ータフレーム断片、およびＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコル情報内にカ
プセル化された非ＩＰｖ６データフレームを受信および伝送してもよい。所望であれば、
コンピュータデバイス８２は、非ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス８１から、Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコル情報内にカプセル化された非ＩＰｖ６データ
フレームを受信および伝送してもよい。これらの実施例のそれぞれでは、データフレーム
をカプセル化するＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコルヘッダ内のルーティ
ング情報は、データフレームのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーキングルーティング
情報に基づいて、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク７１内のデータフレームをデー
タフレームの意図した受信側であるデバイスへルートするために、中間ＩＰｖ６使用可能
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスおよび非ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
デバイスによって利用される。
【００７１】
　本明細書で説明される１つのシナリオでは、異なるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワ
ーク５３および７１内の２つのＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスはま
た、ネットワーク５３および７１のそれぞれの上で送信され、かつインターネット５１を
介してネットワーク５３および７１の間で送信される、ＩＰｖ６データフレームを使用し
て、相互と通信してもよい。実施例として、ネットワーク７１内のコンピュータデバイス
８２は、これらのネットワークにわたって、およびインターネット５１上で送信されるＩ
Ｐｖ６データフレームを伝送および受信することによって、例えば、他方のＷｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴネットワーク５３内に位置する、ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス６３
と通信してもよい。このシナリオでは、コンピュータデバイス８２において実行する、ウ
ェブブラウザ等のアプリケーションが、ＩＰｖ６データフレームを生成してもよい。実施
例のみとして、データフレームの中のデータは、ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス６
３からのウェブページデータの要求に対応してもよい。コンピュータデバイス８２は、ウ
ェブページ要求に対応する１つ以上のＩＰｖ６データフレームを生成するためにＴＣＰ／
ＩＰネットワークプロトコルスタックを利用してもよい。
【００７２】
　再度、上述のように、コンピュータデバイス８２は、最初に、標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴメッセージングを使用して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク７１を通して
ゲートウェイデバイス７１へ通信することによって、（例えば、デバイスまたはデバイス
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６３のホストと関連付けられる）ＩＰｖ６データフレームを生成するために使用する１つ
または複数のＩＰアドレスを判定してもよい。この場合、デバイス８２は、デバイス６３
において到達されるウェブサイトまたは他のホストのドメイン名等の名前を有するメッセ
ージを送信し、ＤＮＳサービスを実装して（またはインターネット５１上のＤＮＳサーバ
としての役割を果たし、あるいはＤＮＳサーバに連絡して）ＩＰアドレスに対するドメイ
ン名を解決するように、ゲートウェイデバイス７１に要求してもよい。次いで、ゲートウ
ェイデバイス７０は、デバイス８２がその中に正しいＩＰｖ６宛先アドレスを伴う（例え
ば）ＩＰｖ６データパケットを作成することを可能にするように、このＩＰアドレスをデ
バイス８２に返信してもよい。デバイス８２は、ゲートウェイデバイス７２からＩＰアド
レスＤＮＳサービスを要求するために標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴメッセージングを使
用することができるが、デバイス８２はまた、本明細書で説明される通信技法を使用して
（すなわち、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報の中にそのような
ＩＰデータフレームをカプセル化し、処理するためにカプセル化データフレームをゲート
ウェイデバイス７０に送信し、ゲートウェイデバイス７０内のＩＰまたはソケットベース
のアプリケーションによって復号することによって）別のネットワークエンティティのＩ
Ｐアドレスを要求するために、ゲートウェイデバイス７０にアドレス指定されたＩＰｖ６
データパケットを使用することもできる。同様に、ゲートウェイデバイス７０は、Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報の中にカプセル化されたＩＰデータメ
ッセージを介して、または標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴメッセージングを介して、Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク７１上で判定されたＩＰアドレスを返信することがで
きる。
【００７３】
　いったん作成されると、次いで、ＩＰｖ６データフレームは、６ＬｏＷＰＡＮプロトコ
ルスタックによって断片化されてもよく、１つ以上の断片は、図３のフローチャート４０
に関して説明される方式でデータフレームをＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ゲートウェイ７０に送信するように設計されている、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワ
ークルーティング情報内でカプセル化されてもよい。次いで、コンピュータデバイス８２
は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングを使用して、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴネットワーク７１内の８０２．１５．４準拠通信チャネルを介して、データ断片
をＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ７０へ伝送してもよい。デー
タフレーム断片は、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ７０によっ
て受信されてもよく、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ７０は、
ウェブページ要求に対応するＩＰｖ６データフレームを生成するように、いくつかのデー
タフレーム断片を組み立て直してもよい。
【００７４】
　次いで、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ７０は、インターネ
ット５１を介してＩＰｖ６データフレームをＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ゲートウェイ５４へルートするために、組み立て直されたＩＰｖ６データフレームのＩＰ
ｖ６ヘッダの中で入手可能な宛先ＩＰアドレス情報を利用してもよい。この場合、ＩＰｖ
６データパケットの宛先ＩＰアドレスは、ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス６３のＩ
Ｐｖ６アドレスに対応し、ゲートウェイ５４は、ネットワーク５３内のデバイスのＩＰア
ドレスのリストを記憶するであろう。当然ながら、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴゲートウェイ７０は、インターネットを介したＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴゲートウェイ５４への適切なルートを判定するために、典型的または利用可能な
ＴＣＰ／ＩＰルーティングプロトコルを利用してもよい。
【００７５】
　次いで、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ５４は、ネットワー
ク５３上でＩＰｖ６データフレームをＩＰ使用可能フィールドデバイス６３に送信するた
めに、図３のフローチャート４０の後部分の方法を使用してもよい。具体的には、ゲート
ウェイ５４は、受信したＩＰｖ６データフレームを１つ以上の６ＬｏＷＰＡＮデータフレ
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ーム断片に断片化してもよく、次いで、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク５３内の
デバイス６３にアドレス指定またはルートされる方式で、そのネットワーク上でデータフ
レーム断片を伝送する前に、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロト
コル情報内でデータフレーム断片をカプセル化してもよい。ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネ
ットワークルーティングプロトコル情報は、例えば、中間ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバ
イス５９、５８、および６５が、（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング
情報内でカプセル化された）ＩＰｖ６データフレーム断片をＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス６３へルートすることを可能にする、Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴルーティング情報を含む。
【００７６】
　ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス６３は、Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク５３を介して、いくつかのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデー
タパケットの中の（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報の中でカプ
セル化された）いくつかのデータ断片を受信し、データフレームがデバイス６３に意図さ
れていることを判定するように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情
報を使用してデータ断片を復号してもよい。その場合、デバイスは、コンピュータデバイ
ス８２によって伝送されるウェブページ要求に対応するＩＰｖ６データフレームを生成す
るように、異なるデータパケットからいくつかのデータフレーム断片を組み立て直し、こ
の要求を、ＩＰｖ６データフレームが最初に送信されたアプリケーションに提供する。デ
バイスは、デバイス６３内の適正な宛先を判定するために、ＩＰｖ６データパケットの中
のＩＰアドレス情報を使用してもよい。次いで、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴフィールドデバイス６３は、例えば、同一の方法論を使用して、すなわち、Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク５３、インターネット５１、およびＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴネットワーク７１を介して、これらのＩＰｖ６データパケットを作成して送信するこ
とによって、ウェブページデータに対応するハイパーテキストマークアップ言語（ｈｔｍ
ｌ）ＩＰｖ６データフレームを、要求デバイス８２へ戻して伝送してもよい。具体的には
、上記で詳述されるもののような類似ステップを実装することによって、ｈｔｍｌ　ＩＰ
ｖ６データフレームは、ネットワーク５３内の１つ以上のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィ
ールドデバイス、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ５４、インタ
ーネット５１、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ７０、およびネ
ットワーク７１内の１つ以上のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスを介して、
コンピュータデバイス８２によって送信または受信されてもよい。
【００７７】
　コンピュータデバイス８２はまた、好適な通信プロトコルを利用することによって、１
つ以上の他の通信ネットワークと通信してもよい。例えば、図１を参照して、コンピュー
タデバイス８２は、ゲートウェイデバイス７０を介してセルラーネットワーク１５と通信
してもよい。別のシナリオでは、コンピュータデバイス８２は、ゲートウェイデバイス７
０を介してＷＬＡＮネットワーク１６と通信してもよい。なおもさらに、ＩＰメッセージ
またはデータパケットは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク５３または７１のうち
の１つの中の第１のＩＰ使用可能フィールドデバイスによって作成され、本明細書で説明
される通信技法を使用して、同一のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク５３または７
１内の別のＩＰ使用可能フィールドデバイスへ送信されてもよく、それにより、非ＩＰ通
信ネットワーク上の２つデバイス間のＩＰメッセージングを可能にする。この場合、理解
されるように、第１のＩＰ使用可能フィールドデバイスによって作成されるＩＰデータメ
ッセージは、上記で説明される方式で、そのデータをＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネッ
トワーク５３または７１上で送信するために使用される、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネッ
トワークルーティング情報を用いて符号化されるであろう。しかしながら、この場合、こ
れらのデバイスが、適切なＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク５３または７１内のデ
バイスのＩＰアドレス間の関連を定義するリンクまたはルーティングテーブル、およびこ
れらのデバイスのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報を記憶するた
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め、メッセージは、依然としてゲートウェイデバイス５４または７０のうちの１つを通過
する必要があり得る。しかしながら、別の場合において、ＩＰ使用可能デバイス自体が、
ネットワーク内通信用のＩＰアドレスおよびルーティングテーブルを記憶してもよく、か
つＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内のルーティングのためにデータパケットのヘ
ッダの中に配置される必要があるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情
報を判定するために、これらのＩＰルーティングテーブルを使用してもよい。
【００７８】
　図６は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信プロトコルに従って動作するＷｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴフィールドデバイスが、インターネット１０１を介して、コンピュータデバイス
１１５、１１６、および１１７からＩＰｖ６データフレームを受信し、かつそれらへＩＰ
ｖ６データフレームを伝送するように動作し得る、別のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネ
ットワーク例１００を図示する。コンピュータデバイス１１５、１１６、および１１７は
、ＷＬＡＮ、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺＩＧＢＥＥ等のプ
ロトコルを実装するネットワーク等の非ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークを介して
、インターネット１０１に通信可能に連結されてもよい。
【００７９】
　ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク１００は、ＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１０２、いくつかのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴルータ１０５お
よび１０６、いくつかのＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス
１０７、１０８、１０９、および１１０、ならびにいくつかの非ＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス１１１、１１２、および１１３を含む。図６で図
示されるように、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１０２は、イ
ンターネット１０１に、およびネットワーク１００内のいくつかのフィールドデバイス１
０３、１０４、および１１１に通信可能に連結される。
【００８０】
　一実施例では、コンピュータデバイス１１５は、インターネット１０１およびＷｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１００の構造の両方を使用して、ＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイス１０７からＩＰｖ６データフレームを受信し、かつそこへＩ
Ｐｖ６データフレームを伝送する。コンピュータデバイス１１５は、例えば、図１で描写
されるように、ＷＬＡＮネットワーク１６を介してインターネット１０１に通信可能に連
結されてもよい。しかしながら、これらの実施例では、コンピュータデバイス１１５は、
ＩＰｖ６使用可能通信能力のみを有すると仮定され、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワ
ーク１００内で直接通信することはできないであろう。しかしながら、コンピュータデバ
イス１１５は、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）スキャナ１１５－１等の好適な近距離通信（
ＮＦＣ）スキャナを含んでもよい。ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィール
ドデバイス１０７は、ＲＦＩＤタグ１１８を提供されてもよく、このタグは、ＩＰｖ６使
用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス１０７の識別に対応する識別コード
またはＩＤ（例えば、ＩＰアドレス）を記憶してもよい。プラント内のユーザは、例えば
、ＲＦＩＤスキャナ１１５－１を介して、デバイス１０７上のＲＦＩＤタグをコンピュー
タデバイス１１５の中へスキャンしてもよい。ＲＦＩＤタグ上の情報は、ＩＰｖ６使用可
能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス１０７と関連付けられ得る、ＩＰｖ６ア
ドレス、ウェブＵＲＬ、または他のデータに対応してもよい。別のシナリオでは、コンピ
ュータデバイス１１５は、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイ
ス１０７のＩＰｖ６アドレスまたはウェブＵＲＬを受信して、コンピュータデバイス１１
５がフィールドデバイス１０７と通信することを可能にするように、ＲＦＩＤタグ１１８
から受信される情報を伴う遠隔データベースに問い合わせを行ってもよい。
【００８１】
　ウェブブラウザ等のコンピュータデバイス１１５上で実行するアプリケーションは、例
えば、フィールドデバイス１０７のＩＰアドレスを使用してＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス１０７へ伝送される、ウェブページデータの要求に対
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応するＩＰｖ６データフレームを生成してもよい。そのようなものとして、ＩＰｖ６デー
タフレームのＩＰヘッダの中の宛先ＩＰアドレスは、ＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴフィールドデバイス１０７のＩＰｖ６アドレスに対応してもよい。コンピュータ
デバイス１１５は、ＷＬＡＮネットワーク１６を介して、ＩＰｖ６データフレームを、例
えば、インターネット１０１の中へ伝送してもよい。ＩＰｖ６データフレームは、最終的
に、標準ＩＰｖ６またはＩＰネットワークルーティングプロトコル技法を使用して、イン
ターネット１０１を介してＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１０
２へルートされ、それによって受信されてもよい。以前に説明されたように、ＩＰｖ６使
用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１０２は、ＩＰｖ６データフレームのＩＰ
宛先アドレスと関連付けられるデバイスがＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１００
内にあることを判定するために、ＩＰルーティングテーブルを使用してもよく、ネットワ
ーク１００上で情報をそのデバイスへ送信するために必要とされる、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴネットワークルーティング情報を判定してもよい。次いで、ＩＰｖ６使用可能Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１０２は、受信したＩＰｖ６データフレームを断片化
し、これらのデータフレームをネットワーク１００内のデバイス１０７へルートするため
に必要とされるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報を用いてデータ
フレーム断片のそれぞれを符号化してもよい。ゲートウェイ１０２はまた、基礎的パケッ
トまたは情報がＩＰｖ６データパケットに由来する、またはそれと関連付けられることを
示すフラグを用いて、このＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報を符
号化してもよく、次いで、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングを使用す
るＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１００を介して、符号化されたデータフレーム
をフィールドデバイス１０７へ（またはフィールドデバイス１０７と関連付けられるアプ
リケーションまたはＩＰアドレスへ）送信してもよい。一実施例では、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴゲートウェイ１０２は、６ＬｏＷＰＡＮプロトコルに従ってＩＰｖ６データフレ
ームを断片化してもよく、次いで、グラフＩＤ等のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴフィールドデバイス１０７のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴアドレス指定情報を含む、
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコルヘッダの中に結果として
生じるデータフレーム断片をカプセル化してもよい。当然ながら、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴゲートウェイ１０２は、８０２．１５．４標準に従って動作する通信チャネル等の低
出力通信チャネルを介して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴカプセル化ＩＰｖ６データフレー
ム断片をＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１００の中へ伝送する。
【００８２】
　この実施例では、ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス１０７は、ネットワーク１００
上で、標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信を介してＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴカプセル化
ＩＰｖ６データフレームを受信する。ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス１０７は、Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴカプセル化パケットを受信すると、コンピュータデバイス１１５
によって伝送されるＩＰｖ６データフレームに対応するＩＰｖ６データフレームを生成す
るように、いくつかのデータフレーム断片を組み立て直し、このデータフレームを、パケ
ットがアドレス指定されたフィールドデバイス１０７内のアプリケーションに提供しても
よい。次いで、ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス１０７は、コンピュータデバイス１
１５によって要求される情報を含むＩＰｖ６データフレームを生成し、本明細書で説明さ
れる技法を使用して、これらのＩＰｖ６データフレームをコンピュータデバイス１１５へ
送信してもよい。以前に説明されたように、フィールドデバイス１０７において作成され
るＩＰｖ６データフレームは、断片化されてもよく、断片は、フィールドデバイス１０７
内のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層プロトコルヘッダとともにカプセル化され
てもよい。次いで、ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス１０７は、インターネット１０
１を介してデバイス１１５へ送信するために、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１
００を介してデータフレーム断片をＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイデバイス１０
２へ伝送してもよい。ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイ１０２は
、ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス１０７によって生成されるＩＰｖ６データフレー
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ムに対応するＩＰｖ６データフレームを生成するように、受信したデータフレーム断片を
組み立て直してもよい。次いで、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェ
イ１０２は、ＩＰｖ６データフレームのＩＰアドレスを使用して、インターネット１０１
を介してＩＰｖ６データフレームをデバイス１１５のＩＰアドレスへ伝送する。コンピュ
ータデバイス１１５は、例えば、ＷＬＡＮネットワーク１６を介してＩＰｖ６データフレ
ームを受信してもよく、ＩＰｖ６データフレームの中の情報を復号し、ウェブブラウザの
中で、例えば、ユーザに表示してもよい。したがって、この実施例では、Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴ通信能力を持たないデバイス１１５は、デバイス間の通信がＷｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴ通信プロトコル（ＩＰｖ６データフレームルーティングをサポートしない）を使
用して起こらなければならない、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク上のフィールド
デバイス１０７と直接的にＩＰｖ６データパケットを通信させるために、本明細書で説明
される通信技法を使用してもよい。したがって、この技法は、たとえＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴ通信ネットワークがＩＰベースの通信をサポートしなくても、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴネットワーク１００外のデバイスの中で作動するアプリケーションが、ＩＰベース
の通信を使用してＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内のデバイスと通信することを
可能にする。この技法はまた、たとえＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワークがＩＰ
ベースの通信を本質的にサポートしなくても、ＩＰベースの通信またはソケットベースの
アプリケーションを使用して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク外のデバイスと通
信するように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク１００内のデバイスの中で作動す
るアプリケーションの使用も可能にする。したがって、これらの利点は、標準ＩＰ使用可
能アプリケーション（非常に普及し、公知である）が、ＩＰベースの通信を使用しないＷ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク等の特殊通信ネットワーク内のデバイス内で使用さ
れること、およびそれらと通信することを可能にする。したがって、これらの技法は、ひ
いては、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク、またはＩＰベースのネットワーク
ルーティングをサポートまたは使用しない、あるいはＩＰアドレス指定をサポートしない
他の通信ネットワークにわたって標準ＩＰベースの通信が起こることを可能にする。
【００８３】
　別の実施例では、ＱＲリーダ１１６が、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフ
ィールドデバイス１０９に添着されたＱＲコード１１９から情報を読み取ってもよい。情
報は、例えば、ＩＰベースの通信を使用してＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
フィールドデバイス１０９と通信するためのＩＰｖ６アドレスを含んでもよい。ＱＲリー
ダ１１６は、有線または無線ネットワークを介してインターネット１０１に通信可能に連
結されてもよく、デバイス１１５に関して説明されるのと同様に、インターネット１０１
を介して、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス１０９へＩＰ
ｖ６データフレームを伝送し、かつそこから受信するために、ＱＲコード１１９から読み
取られた情報を利用してもよい。別の実施例では、バーコードリーダ１１７が、ＩＰｖ６
使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス１２０に添着されたバーコード１
２０を読み取ってもよい。バーコードリーダ１１７は、インターネット１０１を介して、
ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス１０９へＩＰｖ６データ
フレームを伝送し、かつそこから受信するために、バーコード１２０の中で符号化された
情報を利用してもよい。当然ながら、ネットワーク１００内のＩＰｖ６使用可能フィール
ドデバイスと通信して、これらのデバイスから情報を取得する、および情報をこれらのデ
バイスへ送信する（コマンド、命令、データの要求等）ために、多くの他のタイプのアプ
リケーションが使用されてもよい。したがって、ある場合では、オペレータまたは技術者
が、ＩＰベースのネットワークルーティングを使用しないＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴまた
は他のネットワーク内のフィールドデバイスから任意のタイプの情報を取得する、または
任意の性質の情報をこれらのデバイスへ送信するよう、これらのデバイスと通信するよう
にインターネットに接続されたデバイス内のＩＰベースのアプリケーションを使用しても
よい。
【００８４】
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　図７は、一方で、ＩＰｖ６データフレームをインターネットから受信し、かつそこへ伝
送するように、他方で、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークを介してＩＰｖ６データ
パケットをルートするように、本明細書で説明される通信技法の部分を実装するために使
用され得る、ネットワークプロトコルスタック例３００のブロック図である。この場合、
通信プロトコルスタック３００は、例えば、図１のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴゲートウェイ１１ａにおいて、あるいは図５のゲートウェイデバイス５４または７
０のいずれか一方において、あるいは図６のゲートウェイデバイス１０２において、実装
されてもよい。スタック３００を実装するデバイスは、汎用コンピュータであってもよく
、または代替として、例えば、フィールドデバイス（プロセスコントローラであり得る）
またはプロセス制御ネットワークと関連付けられる、特殊用途組み込みコンピュータデバ
イスであってもよい。通信プロトコルスタック３００を備える、いくつかの機能ブロック
が、ソフトウェア命令、ハードウェア、ファームウェア、ＡＳＩＣ等を使用して実装され
てもよい。ソフトウェア命令が使用される場合において、ソフトウェア命令は、ハードウ
ェアマイクロプロセッサによって実行され得るいくつかのブロックを含んでもよく、これ
らのブロックは、ソフトウェアメッセージング待ち行列、ソフトウェアコールバック、メ
モリバッファ、バス等を介して、相互と通信可能に、かつプログラムで連結されてもよい
。ソフトウェアブロックは、ＩＰｖ６データフレームを受信および伝送するために、タイ
マ、ハードウェア割り込み、高速イーサネットコントローラ、シリアル通信コントローラ
等のいくつかのハードウェアリソースを使用してもよい。図７に示されていないが、通信
プロトコルスタック３００は、リアルタイムオペレーティングシステム（ＲＴＯＳ）とプ
ログラムで連動してもよい。ＲＴＯＳの実施例は、ＰＳＯＳ、ＵＣＯＳ、ＲＴＬｉｎｕｘ
等を含む。上述のように、通信プロトコルスタック３００を構成する、いくつかの機能ブ
ロックのうちのいくつかまたは全ては、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）において、ま
たはそのように所望される場合はフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）デ
バイスあるいは他のハードウェア／ファームウェアデバイスにおいて実装されてもよい。
【００８５】
　図７のシステムでは、スタック３００は、概して、第１の分岐３０３および第２の分岐
３０５を含む。第１の分岐は、概して、ＩＰネットワークルーティング準拠通信ネットワ
ークを使用して、イーサネットインターフェース３０１を介して、ＩＰｖ６データフレー
ム等のＩＰデータフレームを受信および復号すること、または符号化および伝送すること
と関連付けられる。第２の分岐３０５は、概して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴアクセスポ
イント３１３を介して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク等の非ＩＰネットワ
ークルーティング準拠通信システム上で、ＩＰｖ６データパケットまたは他のタイプのパ
ケットを受信および復号すること、または符号化および伝送することと関連付けられる。
分岐３０３および３０５は、相互に、および概して、ＩＰｖ６データフレーム通信に依存
する、またはそれを使用するスタックの上層（スタック３００のトランスポートおよび層
等）に接続される。
【００８６】
　より具体的には、通信プロトコルスタック３００の第１の分岐３０３は、この場合、単
一の物理的インターフェースを含み得る、イーサネットインターフェース３０１に接続す
るイーサネットドライバ３０２を含む。他の場合において、イーサネットインターフェー
ス３０１は、２つ以上の物理的インターフェースを含んでもよい。ＩＰｖ４、ＩＰｖ６、
およびＩＰｖ４カプセル化ＩＰｖ６データフレームは、イーサネットインターフェース３
０１を介してインターネットから受信（進入）され、かつそこへ伝送（退出）されてもよ
く、したがって、物理層スタック要素および／またはデータリンク層スタック要素を実装
する。この実施例では、イーサネットインターフェース３０１は、ＩＥＥＥ　８０２．３
標準に従って動作するように適合される。しかしながら、イーサネットインターフェース
３０１は、任意の他の数の同期、非同期、および／または等時シリアル通信標準に従って
動作してもよく、イーサネットドライバ３０２はまた、必要に応じてイーサネットインタ
ーフェース３０１を構成してもよい。当然ながら、典型的であるように、イーサネットド
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ライバ３０２は、イーサネットインターフェース３０１を介して受信されるデータフレー
ムの完全性を受信して検証し、イーサネットドライバ３０２は、スタック３００が操作さ
れるデバイスの中に位置する１つ以上のメモリバッファの中に受信したデータフレームを
記憶してもよい。イーサネットドライバ３０２は、データフレームがイーサネットインタ
ーフェース３０１を介して受信されるとき、および／またはデータフレームがメモリバッ
ファの中に記憶されるときに、ＩＰｖ４カプセル化／脱カプセル化ブロック３０４に警告
してもよく、イーサネットドライバ３０２は、メモリバッファの中の受信したデータフレ
ームの場所に対応する指示をＩＰｖ４カプセル化／脱カプセル化ブロック３０４に提供し
てもよい。イーサネットドライバ３０２はまた、イーサネットインターフェース３０１を
介して、ＩＰｖ４脱カプセル化／カプセル化ブロック３０４から受信されるデータフレー
ムを伝送してもよい。
【００８７】
　ＩＰｖ４カプセル化／脱カプセル化ブロック３０４は、イーサネットインターフェース
３０１を介して受信されるデータフレームを処理するように動作する。ＩＰｖ４カプセル
化／脱カプセル化ブロック３０４は、受信されるデータフレームがＩＰｖ４データフレー
ム、ＩＰｖ６データフレーム、またはＩＰｖ４カプセル化ＩＰｖ６データフレームである
かどうかを判定してもよい。所望であれば、ＩＰｖ４カプセル化／脱カプセル化ブロック
３０４は、ＩＰｖ６データフレームを生成するように、ＩＰｖ４カプセル化ＩＰｖ６デー
タフレームに作用してもよい。ＩＰｖ４カプセル化／脱カプセル化ブロック３０４はまた
、受信したＩＰｖ４カプセル化ＩＰｖ６データフレームの脱カプセル化の完了中または後
に、ＩＰＳｅｃ暗号化／解読ブロック３０６に警告してもよい。
【００８８】
　当然ながら、ＩＰｖ４カプセル化／脱カプセル化ブロック３０４はまた、ＩＰｓｅｃ暗
号化／解読ブロック３０６からデータフレームを受信してもよく、ＩＰｖ４カプセル化／
脱カプセル化ブロック３０４は、ＩＰｓｅｃ暗号化／解読ブロック３０６から受信される
データフレームがＩＰｖ４データフレームまたはＩＰｖ６データフレームであるかどうか
を判定してもよい。ＩＰｖ４カプセル化／脱カプセル化ブロック３０４は、ＩＰｓｅｃ暗
号化／解読ブロック３０６から受信されるＩＰｖ６データフレームから、ＩＰｖ４カプセ
ル化ＩＰｖ６データフレームを生成するように構成されてもよい。ＩＰｖ４カプセル化／
脱カプセル化ブロック３０４は、ＩＰｓｅｃ暗号化／解読ブロック３０６から受信される
ＩＰｖ４データフレームをカプセル化しないように動作してもよい。いずれにしても、Ｉ
Ｐｖ４カプセル化／脱カプセル化ブロック３０４は、イーサネットドライバ３０２にＩＰ
ｖ４カプセル化ＩＰｖ６データフレームまたはＩＰｖ４データフレームを提供する。以前
に説明されたように、イーサネットドライバ３０２は、イーサネットインターフェース３
０１を介して、ＩＰｖ４脱カプセル化／カプセル化ブロック３０４から受信されるデータ
フレームを伝送してもよい。純ＩＰｖ６ネットワークでは、ＩＰｖ４カプセル化／脱カプ
セル化ブロック３０４が必要とされなくてもよい。
【００８９】
　ＩＰＳｅｃ暗号化／解読ブロック３０６は、ＩＰｖ４カプセル化／脱カプセル化ブロッ
ク３０４から脱カプセル化ＩＰｖ６データフレームおよび／またはＩＰｖ４データフレー
ムを受信する。そのようにすると、ＩＰｓｅｃ暗号化／解読ブロック３０６は、受信され
るデータフレームが暗号化されているかどうかを判定する。必要であれば、ＩＰｓｅｃ暗
号化／解読ブロック３０６は、１つ以上の暗号化／解読アルゴリズムを使用して、受信し
たデータフレームを解読してもよい。暗号化／解読アルゴリズムの一般的実施例の部分的
リストは、データ暗号化標準（ＤＥＳ）、高度暗号化標準（ＡＥＳ）等を含む。暗号化／
解読を行うために、ＩＰｓｅｃ暗号化／解読ブロック３０６は、暗号化／解読キーのプロ
グラミングおよび交換を可能にするプロトコル（図示せず）を実装してもよい。終了した
とき、ＩＰｓｅｃ暗号化／解読ブロック３０６は、データフレームルーティングブロック
３０８に解読されたデータフレームを提供する。
【００９０】
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　他方で、ＩＰｓｅｃ暗号化／解読ブロック３０６はまた、データフレームルーティング
ブロック３０８からデータフレームを受信し、好適な暗号化アルゴリズムを用いてデータ
フレームを暗号化するように構成される。この場合、ＩＰｓｅｃ暗号化／解読ブロック３
０６は、イーサネットインターフェース３０１を介して伝送される、暗号化されたデータ
フレームまたは暗号化されていないデータフレームのいずれか一方を、ＩＰｖ４カプセル
化／脱カプセル化ブロック３０４に提供する。
【００９１】
　概して、ネットワークルーティング層スタック要素を実装し得る、または含み得る、デ
ータフレームルーティングブロック３０８は、１つ以上のデータフレーム提供側からデー
タフレームを受信する。受信したデータフレームの中の情報に基づいて、データフレーム
ルーティングブロック３０８は、受信したデータフレームをデータフレームの１つ以上の
意図した受信側へ伝送し、その受信側は、スタック３００のアプリケーション層内のアプ
リケーション、またはイーサネット通信ネットワーク上にあり、スタック分岐３０３を介
して到達可能なデバイス、あるいはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク上にあり、ス
タック分岐３０５を介して到達可能なデバイスの中のアプリケーションのいずれか一方で
ある。当然ながら、１つの場合におけるデータフレームの意図した受信側はまた、他の場
合においてデータフレーム提供側として動作してもよい。一般的に言えば、図７のスタッ
クの中の直近のデータフレーム提供側およびデータフレーム受信側は、ＩＰｓｅｃ暗号化
／解読ブロック３０６、６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０、およびこの場合、ＴＣＰ、ＵＤＰ
、またはＩＣＭＰトランスポートプロトコルを使用する、トランスポート層スタック３１
１を含む。
【００９２】
　動作中、ＩＰｓｅｃ暗号化／解読ブロック３０６からデータフレームを受信すると、デ
ータフレームルーティングブロック３０８は、受信したデータフレームの意図した受信側
デバイスのＩＰアドレスを判定するように、受信したデータフレームを調べる。データフ
レームルーティングブロック３０８は、データフレームの意図した受信側がＩＰ拡張ゲー
トウェイ自体であると判定してもよく、その場合、データフレームルーティングブロック
３０８は、データフレームが利用可能であるという指示で、トランスポート層スタック３
１１に警告してもよい。トランスポート層スタック３１１の詳細（所望であれば、スタッ
ク３００の中のネットワーク層スタック要素の一部であり得るか、またはそれを実装し得
る）を、以降でさらに詳細に論議する。代替として、データフレームルーティングブロッ
ク３０８は、データフレームの意図した受信側デバイスが、無線アクセスポイント３１３
を介してデータフレームルーティングブロック３０８が位置するＩＰ使用可能ゲートウェ
イデバイスに接続された、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内に位置する１つ以上
のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスであると判定してもよい。この場
合、データフレームルーティングブロック３０８は、データフレームを６ＬｏＷＰＡＮ適
合層３１０に提供する。なおもさらに、データフレームルーティングブロック３０８は、
データフレームの意図した受信側デバイスが、イーサネットインターフェース３０１を介
して、データフレームルーティングブロック３０８が位置するＩＰ使用可能ゲートウェイ
デバイスに接続された、１つ以上のデバイスであると判定してもよい。この場合、データ
フレームルーティングブロック３０８は、データフレームをＩＰＳｅｃ暗号化／解読ブロ
ック３０６に提供する。
【００９３】
　データフレームルーティングブロック３０８は、特定のデータフレームをルートする場
所を判定する際にデータフレームルーティングブロック３０８を支援するように、１つま
たはいくつかの「ルーティングテーブル」（ルーティングテーブル３０９として図７で図
示される）を維持してもよい。概して、ルーティングテーブル３０９は、１つまたはいく
つかのルート入力を含み、各ルート入力は、サブネットマスク、別のゲートウェイまたは
ルータのＩＰアドレス等を含んでもよい。ルーティングテーブル３０９の中の入力は、デ
ータフレームがインターネットに接続された意図した受信側デバイスに到達するために、
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データフレームが送信され得る、次のゲートウェイ／ルータのアドレスまたは場所を判定
するように、データフレームルーティングブロック３０８によって利用されてもよい。Ｉ
Ｐルーティングテーブル３０９の中でデータフレームルーティングブロック３０８によっ
て維持されるルーティングテーブル入力は、構成可能であり得、ルーティングテーブル３
０９は、インターネットから、または場合によってはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワ
ークを介して受信される、ルート入力を用いて更新されてもよい。
【００９４】
　データフレームルーティングブロック３０８はまた、６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０から
ＩＰｖ６データフレームを、および／またはＩＰ使用可能ゲートウェイのネットワーク層
スタック３１１からＩＰｖ６データフレームを受信してもよい。データフレームルーティ
ングブロック３０８は、受信したＩＰｖ６データフレームの意図した受信側デバイスのＩ
Ｐアドレスを判定してもよく、ルーティングテーブル３０９の中の情報に基づいて、デー
タフレームルーティングブロック３０８は、ＩＰｖ６データフレームを適切なルート入力
と関連付けてもよい。次いで、データフレームルーティングブロック３０８は、ＩＰｖ６
データフレームを、関連ルート入力とともにＩＰｓｅｃ暗号化／解読ブロック３０６へ伝
送してもよく、またはＩＰｖ６パケットのＩＰアドレスがＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネッ
トワーク内のデバイスと関連付けられる場合、処理してＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネット
ワーク上で送信するためにＩＰｖ６データフレームを第２の分岐３０５へ送信してもよい
。
【００９５】
　一般的に言えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク上でＩＰｖ６データパケット
を送信するために、データフレームが、ＩＰ使用可能ゲートウェイデバイスが接続される
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内のデバイスへ、またはデバイスと関連付けられ
るＩＰアドレスへ送信される必要があることを、データフレームルーティングブロック３
０８が判定するときに、６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０は、データフレームルーティングブ
ロック３０８からＩＰｖ６データフレームを受信する。この場合、６ＬｏＷＰＡＮ適合層
３１０は、データフレームルーティングブロック３０８から受信されるＩＰｖ６データフ
レームから、１つ以上の６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを生成するように、データフレー
ム断片を行い、そうする際に、６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０は、生成された６ＬｏＷＰＡ
Ｎデータフレームのそれぞれを、ＩＰｖ６データフレームの意図した受信側のＩＰｖ６ア
ドレスと関連付けてもよい。当然ながら、ＩＰｖ６データフレームの意図した受信側のＩ
Ｐｖ６アドレスは、ＩＰｖ６データフレーム自体から回収されてもよい。
【００９６】
　しかしながら、図７で図示されるように、６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０は、Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓＨＡＲＴネットワーク上にある、またはそれに接続されるデバイスへ送達されるよ
うに、スタック３００を実装するゲートウェイデバイス内のトランスポート層スタック要
素３１１（少なくとも部分的に、ＩＰネットワーク用のネットワーク層スタック要素も実
装し得る）から直接、ＩＰｖ６データフレームを受信してもよい。この場合、６ＬｏＷＰ
ＡＮ適合層３１０は、トランスポート層スタック３１１から受信されるＩＰｖ６データフ
レームから、１つ以上の６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを生成するように動作する。一般
的に言えば、６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０が、データフレームルーティングブロック３０
８から、および／またはスタック３１１から、ＩＰｖ６データフレームを受信するとき、
６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０は、受信される各ＩＰｖ６データフレームに対する１つ以上
の６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを生成する。次いで、６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０は、
分岐３０５において、１つ以上の６ＬｏＷＰＡＮデータフレームをＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴネットワーク層３１５（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク用のネットワー
ク層スタック要素である）へ伝送する。この通信の一部として、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲ
Ｔネットワーク層３１５は、６ＬｏＷＰＡＮ適合ブロック３１０によって作成される１つ
以上の６ＬｏＷＰＡＮデータフレームの意図した受信側のＩＰｖ６アドレスを受信しても
よく、またはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５は、データフレーム自体か
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らそのようなＩＰアドレスを判定してもよい。
【００９７】
　当然ながら、理解されるように、６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０はまた、Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴネットワーク層３１５から６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを受信してもよい。
この場合において、６ＬｏＷＰＡＮブロック３１０は、これらのデータフレームをデフラ
グすることによって、すなわち、ＩＰｖ６データフレームを生じるように種々の６ＬｏＷ
ＰＡＮデータフレームまたは断片化データフレームからのデータペイロードを組み合わせ
ることによって、受信した６ＬｏＷＰＡＮデータフレームから１つ以上のＩＰｖ６データ
フレームを生成するように動作する。この場合、６ＬｏＷＰＡＮブロック３１０は、生成
されたＩＰｖ６データフレームをデータフレームルーティングブロック３０８へ、または
トランスポート層スタック３１１へ伝送してもよい。
【００９８】
　ここで、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５が６ＬｏＷＰＡＮブロック３
１０から６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを受信するとき、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネッ
トワーク層３１５は、６ＬｏＷＰＡＮデータフレームの中にある、またはそれと関連付け
られるＩＰアドレス（元のＩＰｖ６データフレームのＩＰアドレスであろう）を有するＷ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内のデバイスの場所またはルーティング情報を判定
するように、スタック３００の動作の一部として記憶または保持される、Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴルーティングまたはリンキングテーブル３１６にアクセスしてもよい。当然な
がら、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴルーティングまたはリンキングテーブル３１６は、いく
つかのルーティングテーブル入力および各ルーティングを含んでもよく、またはリンキン
グテーブル入力は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク上のＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスのＩＰｖ６アドレス、およびＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴデバイスのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴルーティング情報を含んでもよい。し
たがって、ルーティングまたはリンキングテーブル３１６は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ルーティングプロトコルを使用して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク内のデ
バイスに到達することを可能にするように、これらのデバイスの特定のＩＰアドレス（す
なわち、第１のネットワークルーティングプロトコルの中のルーティング情報）を、これ
らのデバイスのグラフＩＤ等のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴルーティング情報（すなわち、
第２のネットワークルーティングプロトコルのルーティング情報）と結び付ける、情報を
記憶する。この場合、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５は、Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴルーティングテーブル３１６からのＩＰｖ６アドレスを有するＷｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴデバイスのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴルーティング情報を「調べる」ために
、６ＬｏＷＰＡＮデータフレームのそれぞれと関連付けられるＩＰｖ６アドレスを利用し
てもよい。次いで、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５は、これらのデータ
パケット内でＩＰｖ６プロトコルのネットワークルーティング情報を維持しながら、デー
タパケットをＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内のデバイスへルートするために必
要とされる、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコルに対応する
ネットワークルーティング情報とともに、６ＬｏＷＰＡＮデータフレームのそれぞれをカ
プセル化してもよい。加えて、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５は、基礎
的データパケットがＩＰｖ６データパケットである、またはＩＰｖ６データパケットに基
づく（すなわち、ＩＰｖ６データパケットの６ＬｏＷＰＡＮ断片である）ことを指示する
フラグを用いて、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報を符号化して
もよい。
【００９９】
　当然ながら、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５はまた、シリアルポート
ドライバ３１２からＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴカプセル化６ＬｏＷＰＡＮデータフレーム
を受信してもよい。この場合、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５は、これ
らのデータパケットからＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報を取り
除き、生成された６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０に提供す
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ることによって、受信したＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴカプセル化６ＬｏＷＰＡＮデータフ
レームから１つ以上の６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを生成してもよい。
【０１００】
　シリアルドライバ３１２は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内で通信を提供す
るように、シリアル受信機／伝送機デバイス（図示せず）と連動してもよい（データリン
ク層スタック要素および物理層スタック要素を実装し得る）。一実施例では、シリアル受
信機／伝送機デバイスが、ＲＳ－２３２プロトコルに従って動作してもよい一方で、他の
別の実施例では、シリアル受信機／伝送機デバイスは、ＲＳ－４８５プロトコルに従って
動作してもよい。本明細書に記載されるシリアルプロトコルは、実施例としての機能を果
たすのみであり、一般に、任意の好適な有線または無線、直列または並列プロトコルが利
用されてもよい。いずれにしても、シリアルドライバ３１２は、例えば、シリアル受信機
／伝送機デバイスを介して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴカプセル化６ＬｏＷＰＡＮデータ
フレームを図６のアクセスポイント１０３および１０４等のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴア
クセスポイント（ＡＰ）へ伝送する。当然ながら、シリアルドライバ３１２は、シリアル
受信機／伝送機デバイスを介して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴアクセスポイント（ＡＰ）
からＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴカプセル化６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを受信してもよ
い。
【０１０１】
　以前に論議されたように、（例えば、ＩＰルーティングテーブル３０９を使用して）ト
ランスポート層スタック３１１がＩＰｖ６データフレームの意図した受信側であることを
データフレームルーティングブロック３０８が判定するとき、データフレームルーティン
グブロック３０８は、データフレームがＴＣＰ、ＵＤＰ、またはＩＣＭＰデータフレーム
に対応するかどうかを判定するように、受信したデータフレーム（具体的には、そのデー
タフレームのヘッダ内のトランスポート情報）を調べてもよい。受信したデータフレーム
が、それぞれ、ＴＣＰ、ＵＤＰ、またはＩＣＭＰデータフレームに対応することを判定す
ると、データフレームルーティングブロック３０８は、パケットのＴＣＰブロック３１１
－１、ＵＤＰブロック３１１－２、またはＩＣＭＰブロック３１１－３に警告し、パケッ
トをスタック３１１のトランスポート層の適切な部分に提供してもよい。この場合、１つ
以上の標準および／またはカスタムアプリケーションが、スタック３００が位置するデバ
イスのアプリケーション層３１４内に存在してもよく、これらの標準アプリケーションは
、例えば、ファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）、ＴＥＬＮＥＴ、ハイパーテキスト転送プ
ロトコル（ＨＴＴＰ）、簡易ネットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）、動的ホスト制御
プロトコル（ＤＨＣＰ）等を実装するものを含んでもよい。カスタムアプリケーションは
、例えば、ＩＰ使用可能ゲートウェイの監視および構成を含む、特定のタスクを行うもの
を含んでもよい。アプリケーション層３１４の中に常駐するアプリケーションは、アプリ
ケーションプログラミングフレームワークおよびインターフェース３１５によって提供さ
れるソフトウェアフレームワーク内で実行してもよい。常駐アプリケーションは、ＴＣＰ
ブロック３１１－１、ＵＤＰブロック３１１－２、またはＩＣＭＰブロック３１１－３か
らデータフレームを受信するために、アプリケーションプログラミングフレームワークお
よびインターフェース層３１５の中に常駐するソフトウェアモジュールを利用してもよい
。場合によっては、アプリケーションプログラミングフレームワークおよびインターフェ
ース層３１５は、実行アプリケーションがデータフレームを受信、処理、および送信する
ことを可能にするように、「ソケット」インターフェースを提供してもよい。加えて、常
駐アプリケーションは、受信したデータフレームに応答して、データフレームを生成して
もよい。常駐アプリケーションは、自律的に、または受信したデータフレームに応答して
、データフレームを生成してもよく、常駐アプリケーションは、アプリケーションプログ
ラミングフレームワークおよびインターフェース層３１５の中に常駐するソフトウェアモ
ジュールを利用することによって、生成されたデータフレームを伝送してもよい。これら
のモジュールは、ひいては、生成されたデータフレームを、ＴＣＰブロック３１１－１、
ＵＤＰブロック３１１－２、またはＩＣＭＰブロック３１１－３のうちのいずれか１つに
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伝送してもよい。次いで、ＴＣＰブロック３１１－１、ＵＤＰブロック３１１－２、また
はＩＣＭＰブロック３１１－３は、付加的な情報をデータフレームに付加し、イーサネッ
トインターフェース３０１またはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴアクセスポイント３１３のい
ずれかを介して、何らかの他のデバイスへ送達するために、データフレームをデータフレ
ームルーティングブロック３０８へ伝送してもよい。
【０１０２】
　図８は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信およびＩＰｖ６データフレーム（または任意の
他のＩＰデータフレーム）を使用する通信を実装するように、例えば、図５のフィールド
デバイス１０９等のＩＰ使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスにおいて
実装され得る、別のネットワークプロトコルスタック例３２０のブロック図である。一般
的に言えば、プロトコルスタック３２０は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信プロトコルの
物理層およびデータリンク層、ならびにスタック３２０の拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ネットワーク層を実装する、一般的な一組の下層３２１を有する。プロトコルスタック３
２０はまた、２組の上層３２３および３２５も含み、一組の上層のそれぞれは、Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワークプロトコル（３２３）またはＩＰ通信ネットワークプ
ロトコル（３２５）のいずれか一方のトランスポートおよびアプリケーション層を実装す
ることに関与する。ここで、一般的な一組の下層３２１は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通
信ネットワークと関連付けられる８０２．１５．４プロトコル標準に準拠する通信チャネ
ルを介してデータフレームを受信および伝送する、８０２．１５．４ＰＨＹブロック３２
２を含むものとして図示される。通信チャネルは、例えば、図６のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴ通信ネットワーク１００内の通信チャネルに対応してもよい。８０２．１５．４ＰＨ
Ｙブロック３２２は、デジタル減衰器、シンセサイザ、アナログフィルタ、アナログ・デ
ジタル変換器（ＡＤＣ）、およびデジタル・アナログ変換器等のハードウェアデバイス、
ならびにＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク内の任意の他のデバイスと通信する
。そうするために、８０２．１５．４ＰＨＹブロック３２２は、受信したデータフレーム
の完全性をフィルタにかけ、復調し、および検証するアルゴリズム、伝送前に８０２．１
５．４プロトコル標準に準拠する形式にデータフレームを変換するアルゴリズム、および
８０２．１５．４プロトコル標準に準拠するようにデータフレームの伝送をスケジュール
に入れるアルゴリズムを実装する。一般的な場合のように、８０２．１５．４ＰＨＹブロ
ック３２２は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）ブロック３２４に
接続され、８０２．１５．４プロトコル標準に準拠するデータフレームが受信されるとき
に指示をブロック３２４に伝送する。８０２．１５．４ＰＨＹブロック３２２（物理層ス
タック要素または物理層要素である）はまた、データフレームが８０２．１５．４プロト
コル標準に準拠する通信チャネルを介して伝送されるために利用可能であるときに、Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック３２４から指示を受信し、そのような場合におい
て、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク上で、そのデータフレームをＷｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴネットワーク内の別のデバイスへ伝送するように、標準方式で動作する。
【０１０３】
　一般に、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック３２４は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴデータリンク層プロトコルに従って受信したデータフレームのルーティングを実装す
るステップを行い、したがって、データリンク層スタック要素である。Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック３２４は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内の受信し
たデータフレームの意図した受信側デバイスを判定するように、受信したデータフレーム
のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータリンク層プロトコルヘッダを調べてもよい。例えば、
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック３２４は、受信したデータフレームの意図し
た受信側を判定するように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータリンク層プロトコルヘッダ
の中の宛先アドレスフィールドを利用してもよい。１つのシナリオでは、受信したデータ
フレームのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダの中の宛先アドレスは、Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック３２４を実装するフィールドデバイスのＷｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣアドレスに対応してもよい。この場合、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
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　ＭＡＣブロック３２４は、このデータパケットの存在を示す指示を拡張Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴネットワーク層３２６へ伝送してもよく、かつネットワーク層３２６の中で処
理するためにパケットを転送してもよい。別のシナリオでは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
　ＭＡＣブロック３２４は、別のフィールドデバイスが受信したデータフレームの意図し
た受信側であることを判定してもよい。このシナリオでは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ　
ＭＡＣブロック３２４は、８０２．１５．４ＰＨＹブロック３２２を介して、受信したデ
ータフレームをデータフレームの意図した受信側へ伝送してもよい。
【０１０４】
　ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック３２４はまた、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡ
ＲＴネットワークブロック３２６（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク用のネットワ
ーク層スタック要素である）からデータフレームを受信してもよい。理解されるように、
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック３２４は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータ
リンクプロトコルヘッダとともに、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク上で送信され
るデータフレームをカプセル化してもよい。ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック
３２４は、例えば、１つまたは複数の意図した受信側のデバイスの宛先アドレスに対応す
る情報を用いて、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータリンクプロトコルヘッダを更新しても
よい。以前に説明されたように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック３２４は、
データフレームが伝送されるために利用可能であることを８０２．１５．４ＰＨＹブロッ
ク３２２に指示してもよい。
【０１０５】
　拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６は、例えば、受信したデー
タフレームのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダの中の宛先アドレスが、フィー
ルドデバイスがデータフレームの意図した受信側であることを示すときに、Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック３２４から指示を受信するように動作する。以前に説明さ
れたように、伝送デバイス、例えば、図１のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ゲートウェイ１１、またはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内の別のフィールドデ
バイスは、データフレームが基礎的ＩＰｖ６データパケットまたはデータフレームと関連
付けられることを示すフラグを、ＩＰｖ６データフレーム断片をカプセル化するＷｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコルヘッダの中に含んでもよい。拡張
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネ
ットワーク層プロトコルヘッダの中のフラグまたは指示の検出に基づいて、受信したデー
タフレームがＩＰｖ６データフレーム断片であるかどうか、または代わりに、受信したデ
ータフレームが標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータパケットであるかどうかを判定して
もよい。パケットがＩＰｖ６パケットまたは断片を含有することを示すフラグを検出する
と、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６は、ＩＰｖ６データフレ
ーム断片を待ち行列にコピーしてもよく、かつ１つ以上のＩＰｖ６データフレーム断片が
待ち行列にコピーされるという指示を、第２組の上層３２５内の６ＬｏＷＰＡＮブロック
３２８に提供してもよい。
【０１０６】
　加えて、動作中、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６は、Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコルを使用してＷｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴネットワーク上で送信するために、６ＬｏＷＰＡＮブロック３２８からＩＰｖ６
データフレーム断片を受信してもよい。そうするために、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネッ
トワークブロック３２６は、これらのパケット内にＩＰネットワークルーティングプロト
コル情報の全てを維持しながら、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプ
ロトコルヘッダとともに受信したＩＰｖ６データフレームをカプセル化する。しかしなが
ら、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６はまた、Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴデータパケット（またはネットワークルーティングプロトコルヘッダ）がＩＰ
ｖ６データフレーム断片をカプセル化することを示すフラグまたは他の指示を、Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコルヘッダの中に設定する。
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【０１０７】
　一組のパケットが、ＩＰデータパケットと関連付けられるスタック３２５の第２組の上
層へ送達されるとき、６ＬｏＷＰＡＮブロック３２８は、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ネットワークブロック３２６から受信される１つ以上のＩＰｖ６データフレーム断片を組
み立て直してＩＰｖ６データフレームを生成するように動作する。６ＬｏＷＰＡＮブロッ
ク３２８は、６ＬｏＷＰＡＮブロック３２８がＩＰｖ６データフレームを生成するときに
、指示をＩＰｖ６ネットワークルーティング層ブロックおよびトランスポート層プロトコ
ルブロック３３０へ伝送してもよい。６ＬｏＷＰＡＮブロック３２８はまた、ＩＰｖ６ネ
ットワークルーティング層ブロックおよびトランスポートプロトコルブロック３３０から
ＩＰｖ６データフレームを受信してもよく、この場合、６ＬｏＷＰＡＮブロック３２８は
、６ＬｏＷＰＡＮ断片化技法を使用して、ＩＰｖ６データフレームを１つ以上のデータフ
レーム断片に断片化するように動作する。そうすると、６ＬｏＷＰＡＮブロック３２８は
、パケットが伝送されるべきであるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスの指示とともに、
指示を拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６へ伝送し、および／ま
たはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコルを使用してＷｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク上で送信するために、ネットワークブロック３２６に
生成されたデータフレーム断片を提供する。多くの場合において、この指示は、Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内のゲートウェイデバイスへのものであってもよい。いず
れにしても、６ＬｏＷＰＡＮブロック３２８の構造および機能要素は、図９を参照してさ
らに詳細に論議される。
【０１０８】
　また、スタック３２５の第２組の上層内で、ＩＰｖ６ネットワークルーティング層ブロ
ックおよびトランスポートプロトコルブロック３３０は、ネットワークルーティング層ス
タック要素、ならびにＩＰベースのネットワークルーティングプロトコル活動およびトラ
ンスポート層プロトコル処理を行うトランスポート層スタック要素を実装し、６ＬｏＷＰ
ＡＮブロック３２８によって提供されるＩＰｖ６データフレームを復号するか、またはア
プリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）３３２を介してアプリケーシ
ョンブロック３３４によって提供されるＩＰｖ６データフレームを符号化するかのいずれ
かである、ＵＤＰ、ＴＣＰ、またはＩＣＭＰトランスポートブロックのうちのいずれかま
たは全てを含んでもよい。アプリケーションプログラミングインターフェースの実施例は
、ソケットインターフェースを含む。当然ながら、ブロック３３０はまた、ＩＰｖ６デー
タパケットの中のネットワークルーティング情報の符号化および復号等のネットワークル
ーティング層活動も行う。別個に、アプリケーションブロック３３４の中で実行するアプ
リケーションは、アプリケーションプログラミングインターフェース３３２を介して、フ
ィールドデバイス特有の情報３３６にアクセスし、それを制御し、および構成してもよい
。アプリケーションブロック３３４（ＩＰまたはソケットベースのアプリケーション層ス
タック要素であるか、またはそれを実装する）の中で実行するアプリケーションは、制約
アプリケーションプロトコル（ＣｏＡＰ）に準拠してもよい。ＣｏＡＰプロトコルの詳細
は、ｔｏｏｌｓ．ｉｅｔｆ．ｏｒｇ／ｈｔｍｌ／ｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－ｃｏｒｅ－ｃｏ
ａｐ－０３というウェブＵＲＬで入手可能である。
【０１０９】
　実施例として、アプリケーションブロック３３４で実行するアプリケーションは、Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク１００を介して、遠隔コンピュータデバイス、例
えば、図６のデバイス１１６から、フィールドデバイス状態情報の要求を受信してもよい
。アプリケーションは、アプリケーションプログラミングインターフェース３３２を介し
てフィールドデバイス状態情報を回収し、コンピュータデバイス１１６へ送達されるよう
に、ＩＰｖ６トランスポートプロトコルブロック３３０、６ＬｏＷＰＡＮブロック３２８
、およびスタックの一般的な一組の下層３２１を介して、１つ以上のＩＰｖ６データフレ
ームとして状態情報を伝送してもよい。図６を参照して以前に説明されたように、ＩＰｖ
６データフレームは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク１００を介してコンピ
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ュータデバイス１１６へ伝送されてもよい。
【０１１０】
　以前に論議されたように、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６
は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣブロック３２４から受信される着信データパケッ
トを処理し、そのデータパケットのネットワークルーティング情報内のフラグの存在を検
出することによって、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコルヘ
ッダによってカプセル化されたデータフレームがＩＰｖ６データフレーム断片に対応する
ことを判定してもよい。しかしながら、受信したデータフレームをカプセル化するＷｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダがフラグを含まない（またはフラグが基礎的ＩＰｖ
６データパケットを示すように設定されていない）場合において、拡張Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴネットワークブロック３２６は、標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータパケット
の存在の指示を、スタック３２３の第１組の上層内のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴトランス
ポートブロック３３８へ伝送する。次いで、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴトランスポート層
スタック要素を実装するＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴトランスポートブロック３３８は、こ
のデータパケットにアクセスし、標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴトランスポート層処理を
使用してデータパケットを処理し、受信したデータフレームを処理した後に指示をＨＡＲ
Ｔアプリケーションブロック３４０（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴアプリケーション層スタ
ック要素であるか、またはそれを実装する）へ伝送してもよい。次いで、アプリケーショ
ンブロック３４０は、任意の公知または所望の方式でデータパケットを処理するように、
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ準拠アプリケーションを実装する。
【０１１１】
　理解されるように、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６は、Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴトランスポートブロック３３８から、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ネットワークを介して伝送するためのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームを受信し
てもよい。前述のように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６は、Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークプロトコルヘッダとともに、受信したＷｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴデータフレームをカプセル化するように動作してもよい。しかしながら、こ
の場合、データフレームがＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴトランスポートブロック３３８から
受信され、したがって、標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータパケットであるため、拡張
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６は、ＩＰｖ６データフレーム断片
としてＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴトランスポートブロック３３８から受信されるデータフ
レームにフラグを付けない。この動作の結果として、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワ
ークブロック３２６は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク上でＷｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴパケットを送信するように、公知のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークル
ーティングプロトコルプロシージャに従ってＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴパケットを処理す
る。
【０１１２】
　前述のように、図７のアプリケーション層３１４の中に常駐するアプリケーション、お
よび図８のアプリケーションブロック３３４は、ＡＰＩを利用することによって動作する
ように適合されてもよい。ＡＰＩにおける機能性の起動を含むプログラミング情報が、ソ
フトウェア開発キット（ＳＤＫ）の形態で、フィールドデバイスベンダによって入手可能
にされてもよい。動作中、第三者ソフトウェア開発者が、ＣＤ－ＲＯＭ等の有形で非一過
性の媒体を介してＳＤＫを受容してもよい。開発者は、ＳＤＫを利用することによって、
汎用コンピュータ上でカスタムアプリケーションを作成してもよい。そのようなカスタム
アプリケーションは、そのように所望される場合、インターネットおよびＷｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴネットワークを介してフィールドデバイスに「プッシュ配信」されてもよい。
代替として、ベンダは、オンラインアプリケーションストアでそのようなカスタムアプリ
ケーションを「ホスト」してもよい。プラントオペレータは、インターネットおよびＷｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークを介して、オンラインアプリケーションストアから、
カスタムアプリケーションをフィールドデバイスへ選択的に「引き出し」てもよい。
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【０１１３】
　図９は、それぞれ、受信した６ＬｏＷＰＡＮデータフレームからＩＰｖ６データフレー
ムを、および受信したＩＰｖ６データフレームから６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを生成
し得る、６ＬｏＷＰＡＮブロック例３５０のブロック図である。６ＬｏＷＰＡＮブロック
３５０は、図７の６ＬｏＷＰＡＮ適合層３１０に対応してもよく、その場合、６ＬｏＷＰ
ＡＮブロック３５０は、インターフェース３６０を介してデータフレームルーティングブ
ロック３０８（図７）と通信してもよい。６ＬｏＷＰＡＮブロック３５０はまた、インタ
ーフェース３６１を介して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５（図７）と
通信してもよい。別の実施例では、６ＬｏＷＰＡＮブロック３５０は、図８の６ＬｏＷＰ
ＡＮブロック３２８に対応してもよい。この実施例では、６ＬｏＷＰＡＮブロック３５０
は、図８のＩＰｖ６トランスポートプロトコルブロック３３０からＩＰｖ６データフレー
ムを受信し、かつそこから伝送してもよく、６ＬｏＷＰＡＮブロック３５０は、図８の拡
張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３２６からＩＰｖ６データフレーム断
片を受信し、かつそこから伝送してもよい。
【０１１４】
　図９で図示されるように、６ＬｏＷＰＡＮブロック３５０は、断片化モジュール３５３
に通信可能に連結されるヘッダ圧縮モジュール３５１と、ヘッダ解凍モジュール３５２に
通信可能に連結される再組立モジュール３５４とを含んでもよい。ここで、ヘッダ圧縮モ
ジュール３５１は、インターフェース３６０－１を介してＩＰｖ６データフレームを受信
してもよく、かつ６ＬｏＷＰＡＮ準拠圧縮ＩＰｖ６ヘッダを生成するように受信したＩＰ
ｖ６データフレームに作用してもよい。ヘッダ圧縮モジュール３５１に連結される断片化
モジュール３５３は、ヘッダ圧縮モジュール３５１から、圧縮ＩＰｖ６ヘッダを含むＩＰ
ｖ６データフレームを受信し、ＩＰｖ６データフレームをいくつかの６ＬｏＷＰＡＮ準拠
データフレームに「断片化」するように動作する。断片化モジュール３５３は、「断片ヘ
ッダ」をいくつかの６ＬｏＷＰＡＮデータフレームのそれぞれに付加してもよい。断片化
モジュール例３５３は、図１０Ａを参照して以下で説明される。断片ヘッダは、いくつか
の６ＬｏＷＰＡＮデータフレームを元のＩＰｖ６データフレームへ組み立て直すことを可
能にする情報を含んでもよい。当然ながら、再組立は、ＩＰｖ６データフレームの意図し
た受信側であるデバイスにおいて、または中間デバイスにおいて行われてもよい。６Ｌｏ
ＷＰＡＮプロトコルに従った、圧縮ＩＰｖ６ヘッダの生成およびＩＰｖ６データフレーム
の断片化に関する情報は、ＲＦＣ　４９４４，　“Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｉ
Ｐｖ６　Ｐａｃｋｅｔｓ　ｏｖｅｒ　ＩＥＥＥ　８０２．１５．４　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ”
で、より具体的に説明されている。
【０１１５】
　図９の断片化モジュール３５３は、例えば、インターフェース３６１－１を介して、Ｉ
Ｐｖ６データフレームから生成されるいくつかの６ＬｏＷＰＡＮ準拠データフレームをＷ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５へ伝送してもよい。このプロセスの一部と
して、断片化モジュール３５３は、いくつかの６ＬｏＷＰＡＮ準拠データフレームの意図
した受信側のＩＰｖ６アドレスをＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５に提供
してもよい。以前に説明されたように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５
は、いくつかの６ＬｏＷＰＡＮデータフレームの意図した受信側であるＩＰｖ６使用可能
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴルーティング情報を、Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴルーティングテーブル３１６（図７）から「参照する」ために、
ＩＰｖ６アドレスを利用してもよい。当然ながら、そのような参照テーブルは、本明細書
で説明される他のＩＰ使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスのうちのいずれかの中
に存在してもよい。
【０１１６】
　別個に、図９の６ＬｏＷＰＡＮブロック３５０は、例えば、インターフェース３６１－
２を介して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５から６ＬｏＷＰＡＮデータ
フレーム断片を受信してもよい。６ＬｏＷＰＡＮデータフレーム自体は、ＩＰｖ６使用可
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能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスによってＩＰｖ６フレームから生成されてもよい。
次いで、再組立モジュール３５４が、受信した６ＬｏＷＰＡＮデータフレームからＩＰｖ
６データフレームを生成してもよい。受信した６ＬｏＷＰＡＮデータフレーム断片のそれ
ぞれは、典型的には、断片ヘッダを含み、再組立モジュール３５４は、任意の公知の方式
でＩＰｖ６データフレームを組み立て直すために断片ヘッダを利用するであろう。再組立
モジュール例３５４が、図１０Ｂを参照して以下で説明される。再組立モジュール３５４
は、（データパケットのＩＰアドレス等のＩＰネットワークルーティングプロトコル情報
とともに）元のＩＰｖ６ヘッダを作成するように圧縮ＩＰｖ６ヘッダを「解凍」するヘッ
ダ解凍モジュール３５２へ、組み立て直されたＩＰｖ６データフレームを伝送してもよい
。次いで、ヘッダ解凍モジュール３５２は、インターフェース３６０－２を介して、ＩＰ
ｖ６データフレームを、例えば、図７のデータフレームルーティングブロック３０８へ伝
送する。
【０１１７】
　図１０Ａは、６ＬｏＷＰＡＮブロック３５０において実装され得る、断片化モジュール
例５００を描写する。この場合、待ち行列５０１が、ヘッダ圧縮モジュール３５１から１
つ以上のＩＰｖ６データフレームを受信してもよく、フラグメンタ５０２が、１つ以上の
ＩＰｖ６データフレームが待ち行列５０１の中で受信されるときに指示を受信してもよい
。フラグメンタ５０２は、標準６ＬｏＷＰＡＮ断片化技法を使用して、待ち行列５０１か
ら回収される１つ以上のＩＰｖ６データを断片化してもよく、かつ送信バッファ５０３の
中に断片を記憶してもよい。ここで、一組の断片５０３－１、５０３－２、および５０３
－３のそれぞれは、６ＬｏＷＰＡＮデータフレームからの異なる断片に対応し、これらの
断片のサイズ（長さ）は、他の予期されたＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーテ
ィング、データリンク、および物理層情報がそれに追加された後に、各断片が、Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコル内のデータパケットの最大許容サイズ内に収まるであろうと
いうことを確実にするように選択されてもよい。以前に論議されたように、フラグメンタ
５０２は、断片ヘッダをいくつかの６ＬｏＷＰＡＮデータフレーム５０３－１、５０３－
２、５０３－３等のそれぞれに付加してもよい。所望であれば、６ＬｏＷＰＡＮデータフ
レーム５０３－１．．．５０３－３が送信バッファ５０３の中に記憶される前に、断片ヘ
ッダが、６ＬｏＷＰＡＮデータフレーム５０３－１．．．５０３－３のそれぞれに付加さ
れてもよい。送信バッファ５０３は単一の連続バッファとして描写されているが、他の実
施形態では、送信バッファ５０３は、いくつかの不連続バッファを含んでもよい。
【０１１８】
　フラグメンタ５０２はまた、そのそれぞれが送信バッファ５０３の中の場所を参照する
、いくつかのポインタ５０４－１．．．５０４－３を含み得る、送信バッファマップ５０
４を含んでもよい。これらのポインタのそれぞれは、６ＬｏＷＰＡＮデータフレームの開
始を示してもよい。所望であれば、各ポインタはまた、対応する６ＬｏＷＰＡＮデータフ
レームの状態を示し得る、状態ブロックと関連付けられてもよい。フラグメンタ５０２は
、送信バッファマップ５０４に基づいて送信バッファ５０３にアクセスしてもよく、かつ
６ＬｏＷＰＡＮデータフレーム５０３－１．．．５０３－２のそれぞれをアウトバウンド
待ち行列５０５に転送してもよい。この場合、フラグメンタ５０２は、６ＬｏＷＰＡＮデ
ータフレーム５０３－１．．．５０３－２のそれぞれがアウトバウンド待ち行列５０５に
転送された後に指示をＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５へ伝送してもよく
、以前に論議されたように、フラグメンタ５０２は、６ＬｏＷＰＡＮデータフレーム５０
３－１．．．５０３－３等の意図した受信側のＩＰアドレスをＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ネットワーク層３１５に提供してもよい。
【０１１９】
　図１０Ｂは、例えば、６ＬｏＷＰＡＮ適合モジュール３５０において実装され得る、再
組立モジュール例５２０を描写する。ここで、再組立モジュール５２０は、１つ以上の６
ＬｏＷＰＡＮデータフレームがインバウンド待ち行列５２１の中で受信されるときに、Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層（例えば、ネットワーク層３１５）から指示を受
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信するリアセンブラ５２２を含む。リアセンブラ５２２は、インバウンド待ち行列５２１
から受信バッファ５２３の中へ６ＬｏＷＰＡＮデータフレームのそれぞれを転送してもよ
い。次いで、リアセンブラ５２２は、標準または周知の６ＬｏＷＰＡＮ再組立技法を使用
してＩＰｖ６データフレームを生成するように作成されるときに、６ＬｏＷＰＡＮデータ
フレームのそれぞれに付加された断片ヘッダを利用してもよい。リアセンブラ５２２は、
特定のＩＰｖ６データフレームを構成する６ＬｏＷＰＡＮデータフレームのそれぞれの受
信を追跡するために、受信側バッファマップ５２４を利用してもよい。１つのシナリオで
は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層３１５は、順番に反して６ＬｏＷＰＡＮデ
ータフレームを受信してもよく、リアセンブラ５２２は、データフレーム断片を含むデー
タパケットの全てがインバウンド待ち行列５２１の中で受信されて記憶されたときに、Ｉ
Ｐｖ６データフレームを依然として組み立て直してもよい。
【０１２０】
　図１１Ａは、ＩＰデータフレームとしてインターネットを介して受信され、低出力断片
化技法を使用して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコル等の
第２のネットワークルーティングプロトコルを介して伝送され得る、データフレーム例５
５０の説明図を描写する。例証の目的で、データフレーム５５０は、ＩＰｖ６データフレ
ームであってもよく、インターネットを介してＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲ
Ｔゲートウェイにおいて受信されると仮定される。図１１Ａで見られるように、データフ
レーム５５０は、遠隔コンピュータデバイスによって生成され得るアプリケーションペイ
ロードデータ５５０－１、ならびにＩＰデータパケット作成およびルーティングの通常動
作に従ってそこに付加される、種々の他のヘッダおよびトレーラを含む。
【０１２１】
　好適なプロトコルが、ＩＰｖ６データフレーム５５０を１つ以上のデータフレーム断片
５５２－１．．．５５２－ｎに断片化するために利用されてもよい。この実施例では、Ｉ
Ｐｖ６データフレーム５５０は、６ＬｏＷＰＡＮプロトコルに準拠する方法を使用して断
片化されてもよいが、他の断片化技法が代わりに使用されてもよい。各データフレーム断
片は、データフレーム断片５５２－１が断片ヘッダ情報５５３－１とともにカプセル化さ
れるものとして例証されるように、６ＬｏＷＰＡＮ断片ヘッダ情報５５３とともにカプセ
ル化されてもよい。データフレーム断片ヘッダ情報が、断片ヘッダ、圧縮ＩＰプロトコル
ヘッダ、および（ＩＰトランスポートプロトコル用の）圧縮トランスポートプロトコルヘ
ッダを含むものとして例証される一方で、各データフレーム断片のペイロードは、元のＩ
Ｐｖ６データパケットのアプリケーションペイロード５５０－１の一部分である。
【０１２２】
　理解されるように、データフレーム断片５５２－１等の各データフレーム断片は、Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク等の低出力ネットワーク内でデータフレーム断片５５
２－１のルーティングを可能にするように、好適な第２のネットワークルーティングプロ
トコルヘッダとともにカプセル化される。この実施例では、データフレーム５５２－１は
、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴカプセル化ＩＰｖ６データフレーム断片５５４を生成するよ
うにＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダとともにカプセル化されてもよい。Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルー
ティングヘッダ５５４－１と、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータリンク層ヘッダ５５４－
２とを備える。ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴカプセル化ＩＰｖ６データフレーム断片５５４
はさらに、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワークを介して伝送される前に、低出力
通信標準、例えば、８０２．１５．４標準に準拠する、物理的ヘッダ５５４－３および物
理的トレーラ５５４－４とともにカプセル化されてもよい。
【０１２３】
　ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルに対応するデータフィールドの中の１つまたはい
くつかのビットは、データフレーム断片がＩＰｖ６データフレームに対応することを受信
デバイスに示すように割り振られてもよい。図１１Ｂは、ＨＡＲＴネットワークルーティ
ングヘッダ５５４－１のＤＬＰＤＵフィールド５６０を図示する。この実施例では、Ｗｉ
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ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴヘッダがＩＰｖ６データフレーム断片をカプセル化することを受信
デバイスに示すために、ビット７（参照番号５６１によって示される）がフラグとして利
用される。ビット７（５６１）は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームがＷｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレーム内のＩＰｖ６データフレーム断片の存在を示すように伝
送される前に、「１」に設定されてもよい。図７および８を参照すると、Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴネットワーク層３１５および拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロ
ック３２６は、データフレームが伝送される前に、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワー
クルーティングプロトコルヘッダのＤＬＰＤＵフィールド５６０のビット７（５６１）を
論理「１」に設定してもよい。
【０１２４】
　図１１Ｃは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングヘッダ５５４－１の
制御バイト５６５に対応し、制御バイト５６５の中のデータフィールドも、または代わり
に、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダが暗号化された通信チャネルを介して受
信されるデータフレーム断片をカプセル化するかどうかを示すように割り振られてもよい
。例えば、データフレーム断片が暗号化されたＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信チャネルを
介して受信されるかどうかを示すために、ビット４（参照番号５６６で示される）が利用
されてもよい。この実施例では、ビット５（５６７）が、データフレーム断片内のセキュ
リティヘッダの場所を示すために利用される。
【０１２５】
　以下の表１は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報内で暗号化お
よびセキュリティを提供するために使用され得る、制御バイトのビット４（５６６）およ
びビット５（５６７）の一組の可能な組み合わせを示す。
【表１】

 
 
【０１２６】
　ビット４およびビット５の設定は、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲート
ウェイにおいて、およびＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内のフィールドデバイス
の中で構成されてもよい。表１を参照すると、ビット４が論理「０」であるように構成さ
れる場合において、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク内で動作するフィールド
デバイスは、データフレームを受信および伝送するために安全なＩＰ通信を利用してもよ
い。代替として、フィールドデバイスは、安全でない通信チャネルを介して通信してもよ
い。安全なＩＰ通信チャネルが利用される場合において、アプリケーションは、安全な通
信を実施することに関与し得る。
【０１２７】
　ビット４（５６６）が論理「１」に構成され、ビット５（５６７）が論理「１」に構成
される場合において、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイは、Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークヘッダ５５４－１の後にセキュリティヘッダを挿入す
るように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層において方法を実装してもよい。こ
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れらの場合において、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴは、安全なＩＰ通信チ
ャネルを介してインターネットからＩＰｖ６データフレームを受信してもよいが、ＩＰｖ
６データフレーム断片は、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイにお
いて断片化される前に解読されてもよい。
【０１２８】
　ビット４（５６６）が論理「１」に構成され、ビット５（５６７）が論理「０」に構成
される場合において、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴゲートウェイは、６Ｌ
ｏＷＰＡＮデータフレーム断片ヘッダ５５４－５の後にセキュリティヘッダを挿入するよ
うに、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層において方法を実装してもよい。受信フ
ィールドデバイスが、ＩＰｖ６データフレーム断片を受信および伝送するときに、適切な
セキュリティ機構を実施するようにビット４およびビット５を解釈するであろう。
【０１２９】
　図８を参照して論議されたように、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロッ
ク３２６は、受信したデータフレームのビット７（５６１）が設定されていない（０）こ
とを判定してもよい。この場合、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック３
２６は、標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信を使用して、処理するために指示を着信デー
タフレームのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴトランスポートブロック３３８へ伝送する。デー
タフレーム５５４は、例えば、どのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルまたはＷｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴアプリケーションにデータフレーム５５４アプリケーションペイロード
が対応するかを判定するために、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴトランスポートブロック３３
８および／またはＨＡＲＴアプリケーションブロック３４０によって利用される情報を含
み得る、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコル指標フィールドを含んでもよい。
【０１３０】
　図６のネットワーク例を再び参照すると、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
フィールドデバイス１０８は、受信したＩＰｖ６データフレーム断片の意図した受信側が
、他のＩＰｖ６使用可能フィールドデバイスである状況で、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通
信ネットワーク１００を介して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルカプセル化ＩＰｖ
６データフレーム断片を受信してもよい。ＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス１０８は
また、受信したＩＰｖ６データフレーム断片の意図した受信側が他のＩＰｖ６使用可能フ
ィールドデバイスである状況で、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク１００を介
して、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルカプセル化非ＩＰｖ６データフレームを受信
してもよい。ここで、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク内でＩＰｖ６データフ
レーム断片をルートするようにＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスにおいて実
装され得るいくつかの方法を、さらに詳細に論議する。理解されるように、ＩＰｖ６使用
可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス、場合によっては、非ＩＰｖ６使用可
能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネッ
トワーク内でＩＰｖ６データフレーム断片および標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフ
レームをルートするために、以下で論議されるいくつかの方法のうちのいずれか１つを利
用するように構成されてもよい。場合によっては、以下で論議される先述の方法は、２つ
の他のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスの間でＩＰｖ６デ
ータフレーム断片をルートするために、単一の中間ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴデバイスまたは単一の中間非ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイス
を使用するが、いくつかの中間ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスまた
は非ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスが、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
通信ネットワーク内でＩＰｖ６データフレームの「マルチホップ」ルーティングを可能に
するために、以下で論議される方法で中間デバイスとして使用されてもよい。
【０１３１】
　図１２は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク例６００内のＩＰｖ６使用可能
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスにおいて実装され得る、ルーティング方法
例の説明図を描写する。ネットワーク６００内の種々の異なるＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅ
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ｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスのネットワーク通信スタック６０１、６０２、およ
び６０３はそれぞれ、別個のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバ
イスにおいて実装される。理解されるように、スタック６０１、６０２、および６０３は
、図８のスタック３２０の記述と同一または同様であり得、概して、それに従って動作し
てもよい。この場合、ネットワーク通信スタック６０２は、中間ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲ
Ｔフィールドデバイスにおいて実装され、ネットワーク通信スタック６０１および６０３
を実装するフィールドデバイス間で、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームおよびＷ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームの中にカプセル化されたＩＰｖ６データフレーム
断片の両方をルートするように動作する。理解されるように、ＩＰｖ６データフレーム断
片は、ＩＰｖ６データフレーム断片のそれぞれ１つをカプセル化するＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴプロトコルヘッダに含まれる情報（ネットワークルーティング情報、データリンク
層情報、および物理層プロトコル情報を含む）に基づいて、通信ネットワーク６００上で
ルートされる。
【０１３２】
　１つのシナリオ例では、スタック６０１内のＨＡＲＴアプリケーションブロック６０１
－１の中で実行するアプリケーションは、スタック６０３を実装するデバイスのＨＡＲＴ
アプリケーションブロック６０３－１の中で実行するアプリケーションに意図されたＷｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレームを生成する。アプリケーションブロック６０１－１
は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報をデータパケットに追加し
、ネットワーク６００上での処理およびルーティングのために、このデータパケットをＷ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ　ＭＡＣ（データリンク）層６０１－６および物理層６０１－７
へ送信することによって、データパケットを処理する拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネッ
トワークブロック６０１－２へ送達するために、そのデータフレームをＷｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴトランスポートブロック６０１－３に提供する。別のシナリオ例では、アプリケ
ーションブロック６０１－４の中で実行するアプリケーションが、スタック６０３を実装
するデバイスのアプリケーションブロック６０３－４の中で実行するＩＰｖ６アプリケー
ションに意図されたＩＰｖ６データフレームを生成する。図８を参照して以前に説明され
たように、スタック６０１のＩＰトランスポート層の中の６ＬｏＷＰＡＮブロック６０１
－５は、アプリケーションブロック６０１－４の中で実行するアプリケーションから受信
されるＩＰｖ６データフレームを断片化する。この場合、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ネットワークブロック６０１－２は、スタック６０１－２、６０１－６、および６０１－
７の下層を使用して、上記で説明されるように、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘ
ッダともに、（アプリケーションブロック６０１－４および６ＬｏＷＰＡＮブロック６０
１－５からの）ＩＰｖ６データフレーム断片のそれぞれをカプセル化する。当然ながら、
拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック６０１－２は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴ通信ネットワークを介してデータフレームを伝送する前に、ネットワーク通信スタ
ック６０３を実装するＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスの論理アドレス、ま
たはそこへのルートに対応するルーティング情報を用いて、それぞれのそのようなデータ
フレームに対応するＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダを更新する。この情報は
、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク内のデバイスのＩＰアドレスを、これらのデバ
イスに到達するためのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴルーティング情報に関係付ける、ルーテ
ィングテーブル（図１２では示されていない）の中に記憶されてもよい。拡張Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック６０１－２はまた、伝送前に、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴプロトコルヘッダがＩＰｖ６データフレーム断片をカプセル化することを示すフラ
グを用いて、ＩＰｖ６データフレーム断片に対応するデータフレームのＷｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴプロトコルヘッダを符号化する。
【０１３３】
　ネットワーク上で送信された後、通信スタック６０２を実装するＩＰｖ６使用可能フィ
ールドデバイスは、いくつかのＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ符号化ＩＰｖ６データフレーム
断片またはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴパケットを受信し、スタック６０２の物理層６０２
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－７、データリンク層６０２－６、およびネットワーク層６０２－２の部分の中で、これ
らのパケットを処理する。両方の場合において、各データパケット（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴデータパケットまたはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダとともにカプセ
ル化されたＩＰｖ６データフレーム断片のいずれか一方）のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネ
ットワークルーティング情報は、パケットがＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク６０
０内で別のデバイスへ送信されるものであることを示すであろう。通信スタック６０２の
下層６０２－７、６０２－６、および６０２－２は、パケットを、次のＷｉｒｅｌｅｓｓ
ＨＡＲＴデバイス、この場合はスタック６０３を実装するデバイスへ送信する前に、この
パケットの中の適切なＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング、データリン
ク、および物理層情報を復号および再符号化するように、標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
ネットワークルーティングおよびデータリンクおよび物理リンクアドレス指定を使用して
、パケットを処理する。理解されるように、データパケット（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
データパケットまたはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報とともに
カプセル化されるＩＰｖ６データパケット）が、スタック６０２を実装するデバイス内の
アプリケーションにアドレス指定されないため、各データパケットは、このデバイスを通
してルートされるように、スタック６０２のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロ
ック６０２－２まで処理される必要しかない。したがって、この場合、拡張Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴネットワークブロック６０２－２は、（ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワ
ークおよびデータリンクルーティングプロトコルを使用して）ネットワークおよびデータ
リンク層ルーティングを行って、受信したデータフレーム断片またはＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴパケットを、通信スタック６０３を実装するＩＰｖ６使用可能フィールドデバイス
へ送信するために、受信したデータフレーム断片のそれぞれをカプセル化するＷｉｒｅｌ
ｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダの中、またはＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴパケットの中の
情報を利用する。経路６１０は、ＩＰｖ６および非ＩＰｖ６データフレームの両方が横断
し得る、例証的なルートに対応し、点線は、標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴパケットまた
はＩＰｖ６符号化パケットがスタック６０１、６０２、６０３内で横断する、異なる経路
を示す。
【０１３４】
　当然ながら、メッセージまたはデータパケットがスタック６０３を実装するデバイスに
おいて受信されるとき、メッセージは、図８に関して上記で説明されるように拡張Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック６０３－２まで処理される。この場合、パケッ
トは、最終的に、データパケットのネットワークルーティング情報を介して、スタック６
０３を実装するデバイスの中のアプリケーションにアドレス指定されるため、ネットワー
クブロック６０３－２は、復号および処理のために、復号されたパケットをＷｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴトランスポートブロック６０３－３（パケットがＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
パケットまたはデータフレームであるとき）またはＩＰトランスポート層６０３－５（パ
ケットが断片化ＩＰｖ６データフレームを含有する）のいずれかに提供する。当然ながら
、後者の場合、ＩＰネットワークルーティング情報は、受信側アプリケーションのＩＰア
ドレスを使用および判定することができ、それにより、スタック６０３のアプリケーショ
ン層６０３－４の中の正しいアプリケーションへ送達するために、ＩＰｖ６データフレー
ムを適切なソケットへ送達するように、ブロック６０３－５において維持される。
【０１３５】
　図１３は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク例６００内のＩＰｖ６使用可能
ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスにおいて実装され得る、別のルーティング
方法例を図示する。この通信方法は、１つの違い以外、図１２に関して説明されるものと
非常に類似する。この方法では、（スタック６０２を実装する）中間ＩＰｖ６使用可能Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスは、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘ
ッダの中に含まれる情報を利用することによって非ＩＰｖ６データフレーム断片をルート
するが、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク６００上で再断片化ＩＰｖ６データフレ
ーム断片を返送する前に、ＩＰｖ６データフレーム断片を組み立て直して再断片化する。
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この技法は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク上でデータフレームまたはメッセー
ジをルートするかどうか、またはどのようにしてルートするかを判定するためにＩＰアド
レスを使用する必要があり得る、あるいはＩＰｖ６データパケット内のＩＰネットワーク
ルーティング情報の中のデータを使用するＩＰベースのセキュリティ技法を実装し得る、
ルータまたはゲートウェイ等のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスにお
いて必要とされてもよい。
【０１３６】
　ルート線６６０によって図１３で図示されるように、スタック６０１を実装するＩＰｖ
６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスは、ネットワーク６００上で送信されるＷ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴパケットおよび／またはＩＰｖ６データパケットを作成し、これ
らのパケットは、通信ネットワーク６００上に配置されるように、上記で説明されるよう
にスタック６０１の中で処理される。通信スタック６０２を実装する中間ＩＰｖ６使用可
能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスは、標準ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴルー
ティング技法を介して、ＩＰｖ６データフレーム断片および非ＩＰｖ６データフレーム（
例えば、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデータフレーム）を受信する。受信したパケットは、
上記で説明されるように、下スタック層６０２－７、６０２－６、および６０２－２の中
で処理される。しかしながら、ここで、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック
６０２－２は、データフレームがＩＰｖ６データフレーム断片であることを示す、Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴプロトコルヘッダの中のフラグの存在を検出するように動作し、その
ようなフラグが検出されたとき、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック６
０２－２は、ＩＰｖ６データフレーム断片を６ＬｏＷＰＡＮブロック６０２－５へルート
する。次いで、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック６０２－５は、例え
ば、これらのパケットをデフラグし、次いで、標準ＩＰルーティングに必要とされ得るよ
うなＩＰアドレスおよびセキュリティ情報を取得するように、これらのパケットからＩＰ
ｖ６ネットワーク層情報を読み取ることによって、データフレーム断片からＩＰｖ６ネッ
トワーク層情報を復号する。このアクションは、ブロック６０２－５を通る経路６６０の
点線部分によって示される。ここで、６ＬｏＷＰＡＮブロック６０２－５は、ＩＰｖ６デ
ータフレームを再生するように、６ＬｏＷＰＡＮ断片ヘッダの中の情報を利用して、いく
つかのＩＰｖ６データフレーム断片を組み立て直す。次いで、６ＬｏＷＰＡＮブロック６
０２－５は、生成されたＩＰｖ６データフレームのＩＰヘッダの中の宛先ＩＰアドレス情
報および／またはセキュリティ情報を復号して利用し、セキュリティ処理を行ってもよい
。加えて、ブロック６０２－５は、通信スタック６０３を実装するＩＰｖ６使用可能Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス、すなわち、ＩＰｖ６アドレス指定を使用して
ＩＰｖ６データフレームがアドレス指定されるデバイスに対応する、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨ
ＡＲＴアドレス情報を調べてもよい。次いで、６ＬｏＷＰＡＮブロック６５２－２は、Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク６００を介してデータフレームが送信されるべ
きであるＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴデバイスに関する情報とともに、拡張Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＡＲＴネットワークブロック６０２－２を介してＩＰｖ６データフレーム断片を返送
する前に、生成されたＩＰｖ６データフレームをいくつかのＩＰｖ６データフレーム断片
に断片化してもよい。次いで、拡張ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークブロック６０
２－２は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング情報をこれらのフレーム
に追加し、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク６００上でのルーティングのため
にスタック６０２の下位レベル６０２－６および６０２－７において処理するために、こ
れらのフレームを送信する。
【０１３７】
　スタック６０３を実装する受信デバイスにおいて、データパケットは、上記で説明され
るように処理され、データフレームのタイプに基づいて、適切なアプリケーション層ある
いはブロック６０３－１または６０３－４に提供される。当然ながら、スタック６０２を
実装する１つだけの中間デバイスが、図１３で図示されるが、１つよりも多くの中間デバ
イスが、経路６６０内に位置することができ、それぞれのそのような中間デバイスが、ス
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タック６０２に関して上記で説明される処理を行うことができる。
【０１３８】
　図１４は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク上でＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
データパケットおよびＩＰｖ６データパケットの両方をルートするか、または送達するた
めに使用することができる、さらに別のルーティングまたは通信方法を図示する。図１４
の実施例では、ルーティングは、図１２に関して上記で説明されるのと同様に行われる。
しかしながら、この場合、中間デバイスのうちの１つ以上は、非ＩＰ使用可能フィールド
デバイスであってもよいため、ＩＰベースのネットワークスタックのネットワーク、トラ
ンスポート、およびアプリケーション層を含まない。しかしながら、図１４で図示される
ように、各データパケットが、再符号化され、ルートの中の次のデバイスへ送信される前
に、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層ブロック６０２－２までしか処理されない
ため、これらの中間デバイスを通して、ＩＰベースのデータフレームおよびＷｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴデータフレームの両方を依然としてルートすることができる。つまり、この
場合、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークの中の中間デバイスを通したルーティング
は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティングプロトコル情報のみを使用して
起こることができるため、これらのデバイスは、ＩＰｖ６使用可能である必要がない。結
果として、スタック６０２の中のネットワーク層ブロック６０２－２は、基礎的ＩＰｖ６
データパケットの存在を認識するか、またはこれらのタイプのデータパケットの存在を示
すフラグをＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワークルーティング層情報の中へ符号化する
必要がないため、このブロックは、「拡張」ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴネットワーク層で
ある必要がない。
【０１３９】
　例えば、図７および８を参照して以前に論議されたように、アプリケーション層３１４
およびアプリケーションブロック３３４は、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク
を介して、生成されたＩＰｖ６データフレームを受信および伝送するために、アプリケー
ションプログラミングフレームワークおよびインターフェース３１５ならびにアプリケー
ションプログラミングインターフェース３３２を利用し得る、カスタムアプリケーション
を含んでもよい。図６のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス
１０７、１０８、１０９、および１１０のベンダは、例えば、いくつかのシナリオでは、
第三者アプリケーション開発者がカスタムアプリケーションを作成して配布することを可
能にするように、ソフトウェア開発キット（ＳＤＫ）を作成してもよい。そのようなＳＤ
Ｋは、例えば、ＣＤ－ＲＯＭを介して提供されてもよく、またはインターネットを介して
サーバ（図示せず）からダウンロードされてもよい。
【０１４０】
　図１５は、開発者が、例えば、ＩＰｖ６データフレームを受信および伝送するために、
図７のアプリケーションプログラミングインターフェース３１５を利用し得る、フィール
ドデバイス特有のカスタムアプリケーションを開発することを可能にする、汎用コンピュ
ータ７０１上にインストールされ得る、ＳＤＫ例７００のブロック図を提供する。Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク７１６内で動作するＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス７１５上で実行されたとき、カスタムアプリケーション
は、例えば、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス７１５から
、フィールドデバイス特有の構成および状態情報を回収し、別のコンピュータデバイス（
例えば、デバイス７０１）へのゲートウェイ７２０を介して、ＩＰｖ６データフレームの
中のこの情報をインターネット７１７へ伝送するように構成されてもよい。
【０１４１】
　ＳＤＫ例７００は、図６で参照されるＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィ
ールドデバイス１０７、１０８、１０９、および１１０、ならびに、例えば、ベンダによ
って製造されるＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス７１５の
うちのいくつかまたは全てのモデルの情報を記憶し得る、フィールドデバイスデータベー
ス７０２を含んでもよい。当然ながら、フィールドデバイスデータベース７０２は、ＩＰ
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ｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスのより新しいモデルを用いて
、周期的に更新されてもよい。ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデ
バイスの特定のモデルの情報は、サポートされたアプリケーションプログラミングインタ
ーフェース、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスの特定のモ
デルの中に存在するマイクロプロセッサ群を示すプロセッサ識別子等を含んでもよい。
【０１４２】
　フィールドデバイスプロセッサツール連鎖データベース７０４は、実行可能なカスタム
アプリケーションを生成するために利用され得る、コンパイラおよびリンカを含んでもよ
い。当業者であれば、各マイクロプロセッサ群が、ソフトウェアコードをコンパイルして
実行可能なカスタムアプリケーションを生成するために各自の一意的なツール連鎖を必要
とし得ることを認識するであろう。
【０１４３】
　本明細書で説明されるいくつかのデータベースは、汎用コンピュータ７０１のローカル
にあってもよく、または代替として、インターネット７１７に接続された別のコンピュー
タデバイスに位置し、または「マップ」されてもよい。グラフィカルユーザインターフェ
ース（ＧＵＩ）モジュール７０６は、第三者ソフトウェア開発者（プログラマ）がＳＤＫ
７００と相互作用することを可能にしてもよい。当然ながら、ＧＵＩ７０６は、例えば、
キーボードおよびマウス７１８を介して、プログラマ入力を受信してもよい。また、ＧＵ
Ｉ７０６は、例えば、表示モニタ７１９を介して、ウィンドウベースのソフトウェアイン
ターフェースを提供してもよい。プログラマは、フィールドデバイスセレクタ７０７を介
して、例えば、フィールドデバイスデータベース７０２から、ＩＰｖ６使用可能Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス７１５の特定のモデルを選択するように、ＳＤＫ７
００と相互作用してもよい。フィールドデバイスセレクタ７０７は、例えば、ＧＵＩ７０
６において、ドロップダウンメニューとして表されてもよい。
【０１４４】
　構築エンジン７０８は、プログラマがフィールドデバイスセレクタ７０７を介してＩＰ
ｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイスを選択するときに、フィール
ドデバイスプロセッサツール連鎖データベース７０４から適切なツール連鎖を自動的に選
択するために使用されてもよい。当然ながら、選択されるツール連鎖は、例えば、ＩＰｖ
６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス７１５の選択されたモデルの中
に存在するマイクロプロセッサに対応するであろう。
【０１４５】
　ＧＵＩ７０６は、プログラマがコードエディタモジュール７１０にソフトウェアアプリ
ケーション（ソースコード）を書き込むことを可能にする。プログラマは、ソフトウェア
アプリケーションをコンパイルし、例えば、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ
フィールドデバイス７１５のモデルのアプリケーションブロック３３４の中で実行され得
るカスタムアプリケーションを生成するように、構築エンジン７０８に命令してもよい。
構築エンジン７０８は、以前に選択されたツール連鎖を利用するであろう。
【０１４６】
　次いで、プログラマは、フィールドデバイスエミュレータ７１２を介して、実行可能な
カスタムアプリケーションを有効にし、試験してもよい。フィールドデバイスエミュレー
タ７１２は、例えば、ＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス７
１５の選択されたモデルの中に存在するアプリケーションプログラミングインターフェー
ス３３４を含む、ソフトウェア環境を提供してもよい。
【０１４７】
　実行可能なカスタムアプリケーションおよび対応するソースコードは、そのように所望
される場合、アプリケーションデータベース７１４の中に記憶されてもよい。プラントオ
ペレータが、所望されるときに、インターネット７１７を介して、実行可能なカスタムア
プリケーションをデバイス７１５等のＩＰｖ６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィー
ルドデバイスにダウンロードしてもよい。カスタムアプリケーションは、例えば、ＩＰｖ
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６使用可能ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴフィールドデバイス７１５のアプリケーションブロ
ック３３４において実行し、ブロック３３６においてデバイス特有の機能と相互作用する
ためにＡＰＩ３３２を利用してもよい。同様に、カスタムアプリケーションは、ＡＰＩ３
３２に含まれる機能性および本明細書で説明される技法を利用することによって、Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓＨＡＲＴ通信ネットワーク７１７を介して、インターネット７１７からＩＰｖ
６データフレームを受信し、かつそこへ伝送してもよい。
【０１４８】
　上述のように、上記の通信方法例および／またはこれらの方法を実装するための装置の
うちの少なくともいくつかは、コンピュータプロセッサ上で作動する１つ以上のソフトウ
ェアおよび／またはファームウェアプログラムによって実装されてもよい。しかしながら
、全体的または部分的のいずれかで、本明細書で説明される方法および／または装置例の
うちのいくつかまたは全てを実装するように、特定用途向け集積回路、プログラマブルロ
ジックアレイ、および他のハードウェアデバイスを含むが、それらに限定されない、専用
ハードウェア実装を、同様に構築することができる。さらに、分散処理またはコンポーネ
ント／オブジェクト分散処理、並列処理、または仮想マシン処理を含むが、それらに限定
されない、代替的なソフトウェア実装もまた、本明細書で説明される方法および／または
システム例を実装するように構築することができる。
【０１４９】
　また、本明細書で説明されるソフトウェアおよび／またはファームウェア実装例は、磁
気媒体（例えば、磁気ディスクまたはテープ）、光ディスク等の磁気光学または光学媒体
、あるいはメモリカードまたは１つ以上の読取専用（不揮発性）メモリを収納する他のパ
ッケージ、ランダムアクセスメモリ、または他の書換可能（揮発性）メモリ等のソリッド
ステート媒体等の、有形コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されることにも留意されたい
。したがって、本明細書で説明されるソフトウェアおよび／またはファームウェア例は、
上記で説明されるもの等の有形記憶媒体または後続記憶媒体上に記憶することができる。
上記の明細書が、特定の標準およびプロトコルを参照して構成要素および機能例を説明す
る限りでは、本特許の範囲は、そのような標準およびプロトコルに限定されないことが理
解される。例えば、インターネットおよび他のパケット交換ネットワーク伝送のための標
準のそれぞれ（例えば、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）／インターネットプロトコル（Ｉ
Ｐ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）／ＩＰ、ハイパーテキストマークアップ
言語（ＨＴＭＬ）、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ））、ＩＰｖ４、ＩＰｖ
６、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ等は、現在の最先端技術の実施例を表す。そのような標準
は、周期的に、同一の一般機能性を有する、より速い、またはより効率的な同等物に取っ
て代わられる。したがって、同一の機能を有する代替標準およびプロトコルは、本特許に
よって考慮される同等物であり、添付請求項の範囲内に含まれることを目的としている。
【０１５０】
　加えて、本特許は、ハードウェア上で実行されるソフトウェアまたはファームウェアを
含む、方法および装置例を開示するが、そのようなシステムは、例証的にすぎず、限定的
と見なされるべきではないことに留意されたい。例えば、これらのハードウェアおよびソ
フトウェア構成要素のうちのいずれかまたは全てを、独占的にハードウェアで、独占的に
ソフトウェアで、独占的にファームウェアで、あるいはハードウェア、ファームウェア、
および／またはソフトウェアの何らかの組み合わせで、具現化できることが考慮される。
したがって、上記の明細書は、方法、システム、および／または機械がアクセス可能な媒
体例を説明するが、実施例は、そのようなシステム、方法、および機械がアクセス可能な
媒体を実装する唯一の方法ではない。したがって、ある方法、システム、および／または
機械がアクセス可能な媒体例が本明細書で説明されているが、本特許の対象範囲は、それ
らに限定されない。
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