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(57)【要約】
多くのモノのインターネット（ＩｏＴ）は、「スリーピ
」であり、したがって、時としてスリープモードになる
。本明細書で使用されるように、ノードの接続されたネ
ットワーク内のノードは、ネットワーク内の他のノード
がスリーピであることを決定し得る。さらに、例えば、
エンドポイントデバイスおよびルータ等のノードは、そ
れらの近隣ノードの到達可能性状態に基づいて、ネット
ワーク内のパケットを処理し得る。一実施形態において
、方法は、第１のノードにおいて、第２のノードを目標
とするパケットを受信することと、第２のノードがスリ
ーピノードであることを決定することであって、スリー
ピノードは、低電力状態になり、第１のノードとの通信
を一時停止するように構成されている、ことと、第２の
ノードの到達可能性状態を決定することと、決定された
到達可能性状態に基づいて、パケットを処理することと
を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して互に通信する複数のノードを備えているシステムで、前記複数の
ノードのうちの第１のノードにおいて、
　前記複数のノードのうちの第２のノードを目標とするパケットを受信することと、
　前記第２のノードがスリーピノードであることを決定することであって、前記スリーピ
ノードは、低電力状態になり、前記第１のノードとの通信を一時停止するように構成され
ている、ことと、
　前記第２のノードの到達可能性状態を決定することと、
　前記決定された到達可能性状態に基づいて、前記パケットを処理することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記方法は、前記第２のノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピノードの変数
を含む要請メッセージを受信することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記スリーピノードの変数のうちの１つで特定されている持続時間の間、前記パケット
を記憶することと、
　前記持続時間が経過すると、前記パケットを前記第２のノードに送信することと
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記パケットを送信したノードにアラートを送信することをさらに含み、前記アラート
は、前記第２のノードが起動する前に残っているスリープ時間を含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項５】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記スリーピノードの変数のうちの１つによって特定されているリダイレクトノードに
前記パケットを送信することをさらに含み、前記リダイレクトノードは、前記第２のノー
ドのためのプロキシ、または前記第２のノードと機能的に同等のもののうちの少なくとも
１つである、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記パケットを送信したノードにリダイレクトメッセージを送信することをさらに含み
、前記リダイレクトメッセージは、リダイレクトノードのアドレスを示す前記スリーピノ
ードの変数のうちの１つを含み、前記リダイレクトノードは、前記第２のノードのための
プロキシ、または前記第２のノードと機能的に同等のもののうちの少なくとも１つである
、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、
　前記第２のノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリに前記第２のノードの
前記到達可能性状態を記憶することと、
　前記決定された到達可能性状態が到達不可能な状態であるとき、前記第２のノードに関
連付けられている前記近隣キャッシュエントリを除去することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、前記第１のノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピノードの変数
を含む広告メッセージを生成することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記スリーピ属性は、前記第１のノードに関連付けられているスリープパターン、前記



(3) JP 2016-530768 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

第１のノードに関連付けられているデューティサイクル、および前記第２のノードのスリ
ープ状態が変化するときに前記第１のノードが通知されるという要件のうちの少なくとも
１つを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　接続されたノードのネットワーク内の第１のネットワークノードであって、前記第１の
ネットワークノードは、
　コンピュータ読み取り可能命令を実行するように適合されている第１のプロセッサと、
　前記第１のプロセッサに通信可能に連結されている第１のメモリと
　を備え、
　前記第１のメモリは、コンピュータ読み取り可能命令を記憶しており、前記命令は、前
記第１のプロセッサによって実行されると、
　前記接続されたノードのネットワーク内の第２のネットワークを目標とするパケットを
受信することと、
　前記第２のネットワークがスリーピノードであることを決定することであって、前記ス
リーピノードは、低電力状態になり、前記第１のノードとの通信を一時停止するように構
成されている、ことと、
　前記第２のネットワークノードの到達可能性状態を決定することと、
　前記決定された到達可能性状態に基づいて、前記パケットを処理することと
　を含む動作を前記プロセッサに行わせる、第１のネットワークノード。
【請求項１１】
　前記動作は、前記第２のネットワークノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピ
ノードの変数を含む要請メッセージを受信することをさらに含む、請求項１０に記載の第
１のネットワークノード。
【請求項１２】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
　前記スリーピノードの変数のうちの１つで特定されている持続時間の間、前記パケット
を記憶することと、
　前記持続時間が経過すると、前記パケットを前記第２のネットワークノードに送信する
ことと
　をさらに含む、請求項１１に記載の第１のネットワークノード。
【請求項１３】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
　前記接続されたノードのネットワーク内の前記パケットを送信したノードにアラートを
送信することをさらに含み、前記アラートは、前記第２のネットワークノードが起動する
前に残っているスリープ時間を含む、請求項１１に記載の第１のネットワークノード。
【請求項１４】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
　前記パケットを前記接続されたノードのネットワーク内のリダイレクトノードに送信す
ることをさらに含み、前記リダイレクトノードは、前記スリーピノードの変数のうちの１
つによって特定され、前記リダイレクトノードは、前記第２のネットワークノードのため
のプロキシ、または前記第２のネットワークノードと機能的に同等のもののうちの少なく
とも１つである、請求項１１に記載の第１のネットワークノード。
【請求項１５】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
　前記接続されたノードのネットワーク内の前記パケットを送信したノードにリダイレク
トメッセージを送信することをさらに含み、前記リダイレクトメッセージは、前記接続さ
れたノードのネットワーク内のリダイレクトノードのアドレスを示す前記スリーピノード
の変数のうちの１つを含み、前記リダイレクトノードは、前記第２のネットワークノード
のためのプロキシ、または前記第２のネットワークノードと機能的に同等のもののうちの
少なくとも１つである、請求項１１に記載の第１のネットワークノード。
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【請求項１６】
　前記動作は、
　前記第２のネットワークノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリに前記第
２のネットワークノードの前記到達可能性状態を記憶することと、
　前記決定された到達可能性状態が到達不可能な状態であるとき、前記第２のネットワー
クノードに関連付けられている前記近隣キャッシュエントリを除去することと
　をさらに含む、請求項１０に記載の第１のネットワークノード。
【請求項１７】
　前記動作は、前記第１のネットワークノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピ
ノードの変数を含む広告メッセージを生成することをさらに含む、請求項１０に記載の第
１のネットワークノード。
【請求項１８】
　前記スリーピ属性は、前記第１のネットワークノードに関連付けられているスリープパ
ターン、前記第１のネットワークノードに関連付けられているデューティサイクル、また
は前記第２のネットワークノードのスリープ状態が変化するときに前記第１のネットワー
クノードが通知されるという要件のうちの少なくとも１つを含む、請求項１７に記載の第
１のネットワークノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、米国仮特許出願第６１／８４５，６３５号（２０１３年７月１２日出願）の利
益を主張し、上記出願の開示は、その全体が記載されているかのように参照により本明細
書に引用される。
【背景技術】
【０００２】
　モノのインターネット（ＩｏＴ）とは、概して、モノをインターネットに相互接続する
、大域的なインフラストラクチャを指す。ＩｏＴ内のモノとは、ネットワーク接続を介し
てアクセス可能である、一意に識別可能な物理的なモノまたは仮想のモノを指し得る。そ
のようなモノは、知的インターフェースを通して情報ネットワークに組み込まれ得る。Ｉ
ｏＴシステムとは、モノのインターネット内の任意のシステムを指し得る。ＩｏＴシステ
ムは、例えば、フロントエンドと称され得る、センサ等の１つ以上のエンドデバイスを含
み得る。ＩｏＴシステムは、バックエンドと称され得る、他のネットワークへのゲートウ
ェイを含み得る。多くのＩｏＴデバイスは、限定されたバッテリ電力、少ないメモリフッ
トプリント、または低スループットリンクの少なくともある組み合わせを有する。加えて
、これらのデバイスのうちの多くは、「スリーピ（ｓｌｅｅｐｙ）」であり、スリーピと
は、デバイスがスリープモードになり得ることを意味する、。スリープモードとは、概し
て、電力を節約する低電力状態を指す。スリープモードであるとき、デバイスは、多くの
場合、ネットワーク通信を一時停止する。デバイスは、スリープモードであった後に、起
動して通信を再確立し得、したがって、ネットワーク通信の一時停止は、一時的であり得
る。例えば、デバイスは、発生するイベントに応答して起動し得、またはデバイスは、事
前構成された時間量が満了した後に起動させられ得る。
【０００３】
　ＩｏＴエンドポイントデバイスおよびＩｏＴルータの両方が、スリーピであり得る。例
示的ＩｏＴ実装が、図１に示されている。図１は、例えば、無線センサネットワーク（Ｗ
ＳＮ）等の例示的システム１００のブロック図である。システム１００は、本質的にマル
チホップであり得、エンドポイントデバイスとして機能するバッテリ式ＩｏＴデバイスを
含み得る。例えば、システム１００は、複数のＩｏＴデバイス１０２を含み得る。デバイ
ス１０２は、エンドポイントデバイス１０４、またはパケットをエンドポイントデバイス
１０４へ／から上流および下流に経路指定するルータデバイス１０６として機能し得る。
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ＩｏＴのスリーピノード（ｓｌｅｅｐｙ　ｎｏｄｅ）をサポートすることへの既存のアプ
ローチは、いくつかの欠点を有する。例えば、ノードは、多くの場合、ネットワーク内の
他のノードがスリーピであるかどうかを認識しておらず、したがって、スリーピノードと
ネットワーク内で効率的および効果的に通信しない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　システム、方法、および装置の実施形態が、モノのインターネット（ＩｏＴ）等のネッ
トワーク内のノードのスリープ認識に対して本明細書で説明される。一実施形態では、シ
ステムは、モノのインターネット（ＩｏＴ）を介して通信する複数のノードを備えている
。複数のノードのうちの第１のノードは、複数のノードのうちの第２のノードがスリーピ
ノードであることを決定し得る。スリーピノードは、低電力状態になり、第１のノードと
の通信を一時停止するように構成される。第１のノードはまた、スリーピノードに対応す
る、種々のスリープ変数を決定し得る。スリープ変数は、第１のノードが第２のノードと
通信すること、または代りのノードと通信することを可能にし得る。複数のノードは、エ
ンドポイントデバイスと、少なくとも１つのルータとを備えている。ルータは、スリーピ
ノードとして構成され得、および／またはエンドポイントデバイスは、スリーピノードと
して構成され得る。
【０００５】
　１つの例示的実施形態では、ネットワークを介して互に通信する複数のノードのうちの
第１のノードは、複数のノードのうちの第２のノードを目標とするパケットを受信する。
第１のノードは、第２のノードが、低電力状態になり、第１のノードとの通信を一時停止
するように構成されているスリーピノードであることを決定し得る。第１のノードは、第
２のノードの到達可能性状態を決定し、決定された到達可能性状態に基づいて、パケット
を処理する。第１のノードは、第２のノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピノ
ードの変数を含む要請メッセージを受信し得る。例えば、第２のノードがスリープしてお
り、したがって、決定された到達可能性状態がスリープ状態であるときに、第１のノード
は、スリーピノードの変数のうちの１つで特定されている持続時間の間、パケットを記憶
し得る。持続時間が経過したとき、第１のノードは、パケットを第２のノードに送信し得
る。代替として、決定された到達可能性状態がスリープ状態であるとき、第１のノードは
、パケットを送信したノードにアラートを送信し得る。アラートは、第２のノードが起動
する前に残っているスリープ時間を含み得る。別の実施形態によると、決定された到達可
能性状態がスリープ状態であるとき、第１のノードは、スリーピノードの変数のうちの１
つによって特定されているリダイレクトノードにパケットを送信し得る。リダイレクトノ
ードは、第２のノードのためのプロキシ、または第２のノードと機能的に同等のものであ
り得る。
【０００６】
　本概要は、発明を実施するための形態において以下でさらに説明される、簡略化形態の
概念の選択を導入するように提供される。本概要は、請求された主題の主要な特徴または
不可欠な特徴を識別することを目的としておらず、また、請求された主題の範囲を限定す
るために使用されることも目的としていない。さらに、請求された主題は、本開示の任意
の部分で記述されるいずれかまたは全ての不利点を解決する制限に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　添付の図面と併せて一例として挙げられる、以下の説明から、より詳細に理解され得る
。
【図１】図１は、モノのインターネット（ＩｏＴ）を介して互に通信する、ＩｏＴのスリ
ーピエンドポイントデバイスおよびＩｏＴのスリーピルータを含む、実施例のブロック図
である。
【図２Ａ】図２Ａは、近隣発見（ＮＤ）メッセージプロトコルに関係付けられる例示的非
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効率性を示す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、ＮＤメッセージプロトコルに関係付けられる別の例示的非効率性を
示す。
【図３】図３は、インターネット制御管理プロトコル（ＩＣＭＰ）ヘッダ形式の実施例を
示す。
【図４】図４は、ＮＤメッセージのタイプ・長さ・値（ＴＬＶ）形式の実施例を示す。
【図５】図５は、例示的実施形態による、例示的ノードの種々の到達可能性状態を示す状
態図である。
【図６】図６は、例示的実施形態による、拡張されたスリーピノードのＮＤ次期ホップ決
定のフロー図である。
【図７】図７は、そのデフォルトルータに登録するスリーピノードを示し、スリーピノー
ドの変数は、例示的実施形態に従って登録に含まれている、。
【図８】図８は、例示的実施形態による、ルータに問い合わせを行うための呼び出しフロ
ーを示す。
【図９Ａ】図９Ａは、いくつかの実施形態による、ノード間で交換することができるメッ
セージを示す。
【図９Ｂ】図９Ｂは、いくつかの他の実施形態による、ノード間で交換することができる
ノードを構成するためのメッセージを示す。
【図１０】図１０は、例示的実施形態による、ネットワーク内のスリーピノードへの要求
の記憶および転送を図示する、呼び出しフローである。
【図１１】図１１は、例示的実施形態による、スリーピノードの変数および／または状態
を要求ノードに知らせるための呼び出しフローである。
【図１２】図１２は、例示的実施形態による、パケットのスリープ認識リダイレクトのた
めの呼び出しフローである。
【図１３Ａ】図１３Ａは、１つ以上の開示された実施形態が実装され得る、例示的マシン
ツーマシン（Ｍ２Ｍ）またはモノのインターネット（ＩｏＴ）通信システムの系統図であ
る。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１３Ａで図示されるＭ２Ｍ／ＩｏＴ通信システム内で使用さ
れ得る、例示的アーキテクチャの系統図である。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、図１３Ａで図示される通信システム内で使用され得る、例示的
Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ端末またはゲートウェイデバイスの系統図である。
【図１３Ｄ】図１３Ｄは、図１３Ａの通信システムの側面が具現化され得る、例示的コン
ピュータシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本明細書で使用される場合、モノのインターネット（ＩｏＴ）とは、ＩｏＴノードまた
はモノをインターネットに相互接続する、インターネットプロトコル（ＩＰ）ベースのイ
ンフラストラクチャを指す。本明細書で使用される場合、ＩｏＴという用語は、デバイス
が互に通信することができる、任意のネットワークを指し得、したがって、ＩｏＴはまた
、ＩｏＴシステムまたはマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信システムと称され得る。ＩｏＴ
システムは、ＩｏＴモノ、ＩｏＴエンティティ、ＩｏＴサービス、ＩｏＴアプリケーショ
ン等から成り得る。デバイス、アプリケーション、サービス等は、多くの場合、本明細書
では「ＩｏＴ」デバイス、アプリケーション、サービス等と称されるが、「ＩｏＴ」修飾
子は、一例として提示され、限定として提示されないことが理解されるであろう。例えば
、ＩｏＴモノまたはノードとは、ネットワーク接続を介してアクセス可能である、一意に
識別可能な物理的なモノまたは仮想のモノを指す。したがって、ＩｏＴノードは、ＩｏＴ
と称され得るネットワークを介して通信する、ホスト、ルータ、または任意の他のデバイ
スであり得る。本明細書で使用される場合、ＩｏＴホストとは、ルータではないＩｏＴノ
ード（例えば、エンドポイントデバイス）を指し得る。ＩｏＴルータとは、パケットがア
ドレス指定される別のＩｏＴルータまたはＩｏＴホストにＩＰパケットを転送するＩｏＴ
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ノードを指す。本明細書で使用される場合、スリーピノードまたはスリープノードという
用語は、モノのインターネット（ＩｏＴ）のスリーピエンドポイントデバイスまたはＩｏ
Ｔのスリーピルータを指し得る。「スリーピ（ｓｌｅｅｐｙ）」という用語またはその派
生語は、ノードが電力を節約するスリープモードになることが可能であることを示唆する
。したがって、ＩｏＴのスリーピノードは、スリープし得、これは、低電力状態、例えば
、電力を節約する無電力状態を指す。スリープしている間に、ＩｏＴノードは、起動して
ネットワーク通信を再確立するまで、一時的にネットワーク通信を一時停止し得る。
【０００９】
　低電力無線パーソナルエリアネットワークを経由したインターネットプロトコルバージ
ョン６（ＩＰｖ６）（６ＬｏＷＰＡＮ）は、リソース制約（例えば、ＩｏＴ）デバイスに
好適である、ＩＰｖ６ネットワーキングプロトコルのバージョンである。６ＬｏＷＰＡＮ
近隣発見変更要求（ＲＦＣ）６７７５は、６ＬｏＷＰＡＮベースのネットワークでの使用
を目標にしたＩＰｖ６近隣発見のバージョンである。低電力および損失性ネットワークの
ためのＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ（ＩＥＴＦ）
ＩＰｖ６ルーティングプロトコル（ＲＰＬ）は、例えば、無線センサネットワーク（ＷＳ
Ｎ）等のＩｏＴネットワークに好適な軽量ＩＰｖ６ルーティングプロトコルである。ＩＥ
ＴＦ　ＣｏＡＰは、軽量ＲＥＳＴｆｕｌアプリケーション／トランスポートプロトコルで
ある。本明細書では、前述のプロトコルが、多くの場合、ノードがスリーピであるかどう
かを認識することなく実装されることが認識される。さらに、前述のプロトコルは、多く
の場合、スリーピノードのスリープ属性またはスリーピノードのスリープ状態の知識を有
することなく実装される。
【００１０】
　ネットワークノード（例えば、ホストおよびルータ）は、近隣のリンク層アドレスを決
定するため、および無効になるキャッシュされた値をパージするために、ＩＰｖ６近隣発
見（ＮＤ）を使用し得る。近隣ノードとは、互に直接通信し得るノードを指し、それらの
間にいかなる中間ノードも存在しない。ホスト（例えば、エンドポイントデバイス）は、
それらの代わりにパケットを転送することができる近隣ルータを見出すために、ＩＰｖ６
　ＮＤを実装し得る。さらに、ノードは、どの近隣が到達可能であり、どれが到達可能で
はないかを能動的に記録するため、および変更されたリンク層アドレスを検出するために
、ＩＰｖ６　ＮＤプロトコルを使用し得る。例えば、ルータまたはルータへの経路が故障
したとき、ホストは、機能する代りのものを能動的に検索し得る。以下は、一例として提
示される、個々のＩＰｖ６　ＮＤプロトコル特徴の概要である。
【００１１】
　ＩＰｖ６　ＮＤプロトコルは、５つの異なるインターネット制御管理プロトコル（ＩＣ
ＭＰ）パケットタイプを定義する。パケットタイプは、例えば、ＩＰｖ４　ＩＣＭＰ　Ｒ
ＦＣ　７９２およびＩＰｖ６　ＩＣＭＰ　ＲＦＣ　４４４３で説明されている。説明され
たパケットタイプは、ルータ要請（ｓｏｌｉｃｉｔａｔｉｏｎ）、ルータ広告、近隣要請
、近隣広告、およびリダイレクトを含む。ルータ要請パケットは、インターフェースが有
効にされたときに送信され得る。例えば、インターフェースが有効にされたとき、ホスト
は、予定された時間を待つよりもむしろ、即時にルータ広告を生成するようにルータに要
求する、ルータ要請を送信し得る。ルータ広告パケット時間とは、ルータが種々のリンク
およびインターネットパラメータでそれらの存在を広告する、シナリオを指す。広告は、
周期的であり得るか、またはルータ要請メッセージに応答し得る。ルータ広告は、別のア
ドレスが同一のリンクを共有するかどうかを決定する（オンリンク決定）ために使用され
る、プレフィックスを含み得る。ルータ広告プレフィックスはさらに、アドレス構成、提
案ホップ制限値等を示す、プレフィックスを含み得る。近隣要請パケットは、近隣のリン
ク層アドレスを決定するために、またはキャッシュされたリンク層アドレスを介して近隣
が依然として到達可能であることを検証するために、ノードによって送信され得る。近隣
要請はまた、重複アドレス検出に使用され得る。近隣広告パケットは、近隣要請メッセー
ジに応答して送信され得る。ノードはまた、リンク層アドレス変更を発表するために、要
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請なしに（ｕｎｓｏｌｉｃｉｔｅｄ）近隣広告を送信し得る。リダイレクトパケットは、
特定の宛先のためのより良好な第１のホップをホストに知らせるために、ルータによって
使用され得る。
【００１２】
　ＩＰｖ６　ＮＤはまた、ノードによって維持され得る、種々のデータ構造も定義する。
定義されたデータ構造は、近隣キャッシュ、宛先キャッシュ、プレフィックスリスト、デ
フォルトルータリスト、およびノード構成変数を含む。トラフィックが最近送信された近
隣のエントリのセットを維持するために、近隣キャッシュデータ構造が使用され得る。エ
ントリは、例えば、近隣のリンク層アドレス、近隣がルータまたはホストであるかどうか
、アドレス解決が完了することを待つ任意の待ち行列型パケットへのポインタ、到達可能
性状態等の情報を記憶するために使用される。トラフィックが最近送信された宛先につい
てのエントリのセットを維持するために、宛先キャッシュデータ構造が使用され得る。エ
ントリは、宛先ＩＰアドレスを次期ホップ近隣のＩＰアドレスにマップする。エントリは
、リダイレクトメッセージから習得される情報を用いて更新される。プレフィックスリス
トデータ構造は、オンリンクであるアドレスのセットを定義する、プレフィックスのリス
トを含み得る。デフォルトルータリストデータ構造は、ルータ要請中に発見されるルータ
のリストを含み得る。ルータのリストは、ノードがパケットを転送し得る、ルータを表し
得る。ノード構成変数は、ノードの構成に使用される変数のセットを表し得る。
【００１３】
　ＩＰｖ６　ＮＤはまた、もはや到達可能ではない近隣ノードにパケットを送信すること
に関連付けられる失敗を検出することをサポートし、かつパケットが転送されることがで
きる次期ホップを決定することをサポートする、近隣不到達可能性検出および次期ホップ
決定アルゴリズムも定義する。ＲＦＣ　４８６１は、例えば、６ＬｏＷＰＡＮベースのネ
ットワーク等の低電力および損失性ネットワーク向けであるＩＰｖ６　ＮＤの強化を導入
する。ＲＦＣ　４８６１によって提案される例示的強化は、以下を含む：ホストのための
マルチキャストベースのアドレス解決動作の排除、スリープしているホストに適応する（
ルータ開始型の代わりに）ホスト開始型相互作用、新しいアドレス登録オプション（ＡＲ
Ｏ）拡張の定義、６ＬｏＷＰＡＮヘッダ圧縮コンテキストをホストに分配するための近隣
発見オプション、プレフィックスおよび６ＬｏＷＰＡＮヘッダのマルチホップ分配、およ
び２つの新しいＩＣＭＰｖ６メッセージタイプを使用するマルチホップ重複アドレス検出
（ＤＡＤ）。ＲＦＣ　４８６１はさらに、ホストが、特定の登録寿命で、それらのアドレ
スをルータに登録することを可能にすることを提案する。例えば、ルータは、近隣要請（
ＮＳ）および近隣広告（ＮＡ）メッセージを使用して、アドレス解決を行う必要がないこ
ともある。登録寿命はまた、近隣不到達可能性検出アルゴリズムを強化するために使用さ
れ得る。
【００１４】
　上で説明されるプロトコル等の既存のインターネットプロトコルは、例えば、スリーピ
ノードのためのサポートを欠く。例えば、既存のプロトコルは、多くの場合、スリーピノ
ードが完全に給電されたままであり、常にネットワーク接続を維持することを仮定する。
ＩｏＴタイプデバイスは、多くの場合、元来、リソースが制約されている。したがって、
場合によっては、ＩｏＴデバイスは、バッテリ式であり得、少なくともいくらか、例えば
、大部分の時間で、スリープし得る。
【００１５】
　ＩＰｖ６近隣発見（ＮＤ）プロトコルは、スリーピＩｏＴノード（例えば、スリーピエ
ンドポイントデバイスおよびスリーピルータ）のためのサポートを欠く例示的プロトコル
である。場合によっては、現在のプロトコルは、ＩｏＴノードの機能性の認識を欠く。本
明細書で使用される場合、スリープ認識とは、概して、ノードのスリープ能力およびスリ
ープ属性の知識を指す。例えば、ＩＰｖ６　ＮＤプロトコルは、ＩｏＴノードがスリープ
するかどうか、ＩｏＴノードの現在のスリープ状態（例えば、起動対スリープ）、ＩｏＴ
ノードのスリープ持続時間、ＩｏＴのスリーピノードが周期的に（例えば、定義されたス
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リープスケジュール／パターンに基づいて）起動し、スリープするか、または非周期的に
（例えば、イベントベース）起動し、スリープするか等の認識を欠くことによって、スリ
ープ認識を欠く。ノードまたはプロトコルは、上記で一例として提示される属性のうちの
いずれか、または上記で一例として提示されないスリープに関連付けられる他の属性の認
識を欠くことによって、スリープ認識を欠き得ることが理解されるであろう。
【００１６】
　上で説明されるように、６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤは、スリーピノードのＮＤ登録寿命を特
定するために、アドレス登録オプション（ＡＲＯ）を含む近隣要請メッセージを使用して
、スリーピノードが１つ以上のデフォルトルータに登録することを可能にする特徴を定義
するが、ここでは、既存のプロトコルが、この特徴をスリーピノードまたはその近隣のた
めに有用にするようにをそれを効果的にサポートしていないことが認識される。
【００１７】
　図２Ａおよび２Ｂを参照すると、例えば、デバイス１０２のうちの１つ等のスリーピノ
ードのデューティサイクル２０２が描写されている。示されるように、デューティサイク
ル２０２は、ノードが起動したままである期間（例えば、起動期間２０６）と、スリープ
期間２０８と称され得る、ノードがスリープしている期間とを含む。ＮＤ登録寿命は、例
えば、ノードのスリープパターンが本質的に周期的である場合、寿命がスリーピノードの
デューティサイクル２０２と調整されるように構成され得る。例示的メッセージ形式２０
０ａおよび２００ｂが、それぞれ、図２Ａおよび２Ｂに示されている。図２Ａを参照する
と、ＮＤ登録寿命２０４ａは、起動期間２０６に合致する持続時間を定義する。図２Ｂを
参照すると、ＮＤ登録寿命２０４ｂは、ノードのデューティサイクル２０２に等しい持続
時間を定義する。
【００１８】
　図２Ａおよび２Ｂに示される実装の両方は、ＮＤプロトコルの観点から問題があり得る
。ＮＤ登録寿命２０４ａおよび２０４ｂの開始時に、ノードは、デフォルトルータがメッ
セージパケットをノードへ送信する／ノードから受信するように、デフォルトルータに登
録する。ＮＤ登録寿命２０４ａおよび２０４ｂが満了すると、デフォルトルータがもはや
メッセージをノードへ送信しないように／ノードから受信しないように、デフォルトルー
タは、ノードの近隣キャッシュエントリを削除し得る。したがって、図２Ａを参照すると
、スリーピノードのＮＤ登録は、ノードがスリープするときに満了し、これは、デフォル
トルータに、その近隣キャッシュからスリーピノードの近隣キャッシュエントリを削除さ
せ得る。その後、スリーピノードが起動してデフォルトルータに再登録するまで、スリー
ピノードを目標にする、デフォルトルータに到達する任意のパケットが、ルータによって
ドロップされ得る。図２Ｂを参照すると、ＮＤ登録寿命２０４ｂは、スリーピノードのデ
ューティサイクル２０２に等しい持続時間を定義する。したがって、登録は、ノードが起
動してそのデフォルトルータに再登録するたびに、スリーピノードによって更新される。
結果として、ルータは、スリーピノードのための近隣キャッシュエントリを保存し得る。
しかしながら、場合によっては、ルータは、スリーピノードがスリープする場合およびと
きを決定することができない場合がある。したがって、ルータは、ノードがスリープして
いるときに、パケットをスリーピノードに転送し、リンク層リソースの非効率的な使用を
もたらし得る。ネットワーク帯域幅が無駄にされ得、スリープしているノードにパケット
を不必要に送信することによって、輻輳が引き起こされ得るため、リソースが非効率的に
使用され得る。さらに、ノードが起動するまでメッセージが待ち行列に入れられ得るため
、リンク層バッファの使用は、非効率的であり得る。図２Ａおよび２Ｂを参照して説明さ
れる実施例によって図示されるように、ルータはまた、もはやネットワーク内に存在しな
いノードを指し得るもはや到達可能ではないノードと、スリープしているノードとを効果
的に区別することができない場合がある。ここでは、そのような区別を決定できないこと
が、ルータが付加価値のあるスリープ認識パケット処理機能性をサポートすることを妨げ
得ることが認識される。
【００１９】
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　一例として、図２Ａおよび２Ｂを参照して説明されるように、上記で識別される例示的
問題のうちのいくつかをさらに悪化させることには、いくつかのノードは、非周期的およ
び／または予測不可能にスリープおよび／または起動し得、したがって、スリーピノード
が、そのＮＤ登録寿命をそのスリープスケジュール／パターンと相関させる機会がない場
合がある。上で説明されるように、ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤプロトコルによ
るスリープ認識の欠如は、ＮＤプロトコルがスリーピノードを有するＩｏＴネットワーク
で使用された場合、非効率性をもたらし得る。さらに、スリープ認識を欠く通信プロトコ
ルを使用するネットワークは、これらのネットワークがスリープ認識機能性をサポートす
ることを妨げ得る。
【００２０】
　本明細書で説明される種々の実施形態は、少なくとも上で説明される問題に対処する。
例示的実施形態では、ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ近隣発見（ＮＤ）プロトコルに対す
る拡張が、スリーピＩｏＴノードをサポートする。例えば、例示的実施形態によると、ノ
ードによってサポートされるスリーピ機能性を発見するために、ＮＤのスリーピノードの
変数が問い合わせされることができる。ノードに関連付けられるスリーピノードの変数は
、そのノードのスリーピパラメータを示す。一例として、スリーピノードの変数は、本明
細書で説明されるように、要請メッセージまたは広告メッセージに含まれ得る。そのよう
な変数は、ノードのスリープ関連機能性を制御または修正するように構成され得る。以下
で説明されるように、種々の実施形態は、ノード間で送信されるスリーピノード情報に関
連付けられる種々のメッセージをサポートするために、近隣要請、近隣広告、ルータ要請
、ルータ広告、およびリダイレクトＩＣＭＰ　ＮＤメッセージタイプに対する拡張を実装
する。例示的メッセージは、クエリメッセージ、交換メッセージ、構成メッセージ、加入
メッセージ、および通知メッセージを含む。さらなる一例として、本明細書で説明される
実施形態は、スリーピノードへのパケットの配信失敗の報告をサポートするメッセージを
実装する。種々の実施形態はさらに、ネットワーク内の近隣ＩｏＴノードのためのスリー
ピノードのコンテキスト情報のローカル記憶をサポートするために、ＩｏＴノードの近隣
キャッシュ、宛先キャッシュ、およびデフォルトルータリストエントリに対する拡張を実
装する。依然としてさらに、実施形態は、スリープ認識、および到達不可能なノードと比
較してスリーピノードの区別をサポートするために、次期ホップ決定および近隣不到達可
能性検出機構に対する拡張を実装し得る。そのような実施形態は、これらのノードが予測
不可能なスリープスケジュール／パターンを有するかどうかにかかわらず、スリーピノー
ドとの効率的な相互作用を可能にし得る。
【００２１】
　以下でさらに説明されるように、ＮＤのスリーピノードメッセージングのための例示的
拡張は、種々の機能性を有効にすることに役立ち得る。１つの例示的実施形態では、ルー
タは、スリーピノードのコンテキスト情報に基づいて要請され得る。例えば、ノードは、
特定のルータ、例えば、非スリーピルータ、またはある時間量より長く非スリーピルータ
等を発見し得る。別の例示的実施形態では、スリーピノードのコンテキスト情報は、ノー
ドがスリープ認識決定を行うことができるように、ネットワークノード間で広告され得る
。例示的スリープ認識決定は、限定ではないが、一例として提示される、スリープ認識メ
ッセージルーティング、スリープ認識メッセージ転送等を含む。さらに別の実施形態では
、スリープノードの１つ以上のスリープパラメータは、ネットワーク内の他のノードによ
って構成され得る。そのような構成は、異なるノードのスリープスケジュールを互に調整
し得る。以下でさらに説明されるように、種々の実施形態によると、パケットは、１つの
ノードによって処理され、スリープ認識様式で１つ以上の近隣ノードに転送され得、それ
によって、近隣ノードは、スリープ認識決定をすることができる。スリープ認識決定の実
施例は、ノードが起動している場合、パケットを記憶して転送するための決定、パケット
をスリープしているノードと機能的に同等であるか、またはスリープしているノードのた
めのプロキシであるノードに転送するための決定、送信側がパケットを、スリーピノード
と機能的に同等のノードまたはプロキシノードであるノードに再送信するように、送信側
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をリダイレクトするための決定、パケットをドロップし、宛先ノードが現在スリープして
いることを送信側に通知するための決定等を含む。
【００２２】
　ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤプロトコルは、ノードがサポートする機能性を発
見するために問い合わせされることができるノード変数のセットを説明する。いくつかの
変数は、ノードの挙動を制御または修正するように構成され得る。表１を参照して、例示
的実施形態によると、ノードに関連付けられるスリープ属性を発見するために、種々の変
数を問い合わせることができる。そのような変数は、スリーピノードのＮＤ変数と称され
得る。本明細書で説明されるようなスリーピノードの変数は、変数が関連付けられるスリ
ーピノードによってローカルで、またはネットワーク内の他のノードによって遠隔で構成
されることができる。例えば、ＮＤ機能性を使用して、スリーピノードの変数のローカル
構成が行われ得る。代替として、スリーピノードの変数は、ＮＤプロトコルと、スリーピ
ノード上でホストされる他のプロトコルまたはアプリケーション（例えば、ＭＡＣ層プロ
トコル、ＣｏＡＰ層プロトコル、アプリケーション等）との間にあるインターフェースを
介して、ローカルで構成され得る。本明細書で説明されるＮＤメッセージ拡張を使用して
、スリーピノードの変数の遠隔構成が行われ得る。
【００２３】
　時間ベースである、スリーピノードの変数、例えば、表１に示されるＴｉｍｅＢｅｆｏ
ｒｅＮｅｘｔＳｌｅｅｐ変数は、ノード間で把握され、ＮＤプロトコルによってサポート
される共有時間基準点に関して定義されることができる。例えば、ノードがそのデフォル
トルータに登録するたびに確立され得る、ＮＤ登録寿命窓の開始が、時間の共通基準点と
して使用され得、したがって、相対的なスリーピノードの持続時間は、登録寿命窓の開始
に基づき得る。例示的なスリーピノードの変数を示す、以下の表１を参照すると、Ｔｉｍ
ｅＢｅｆｏｒｅＮｅｘｔＳｌｅｅｐ＝２の設定は、ＩｏＴノードが、ＮＤ登録寿命窓の開
始後２秒でスリープするであろうことを意味する。表１は、一例として提示される、スリ
ーピノードの変数を含む。追加のスリーピノードの変数は、所望に応じて本明細書で説明
される実施形態によって実装され得ることが理解されるであろう。
【００２４】
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【表１】

　ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤプロトコルは、近隣キャッシュデータ構造を定義
する。近隣キャッシュは、近隣ノードについての情報を含む近隣ノードに関連付けられる
エントリを記憶する。以下で説明される例示的実施形態では、強化型近隣キャッシュが、
近隣のスリーピノードに関連付けられるコンテキスト情報を記憶して管理する。説明され
た近隣キャッシュはさらに、例えば、表１に記載される変数等の近隣のスリーピノードの
変数を記憶することをサポートする。例えば、近隣キャッシュエントリは、本明細書で説
明されるこれらの特徴等の異なるタイプのスリープ認識ＮＤ特徴をサポートするために使
用され得る、近隣ノードのスリープ能力およびスリープ状態を記録するために使用され得
る。別の例示的実施形態では、スリープ状態は、サポートされた近隣キャッシュエントリ
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状態である。スリープ状態を使用して、ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤ近隣不到達
可能性検出機構に対する拡張が、以下で説明される種々の実施形態に従って実装され得る
。
【００２５】
　ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤプロトコルはまた、宛先キャッシュデータ構造も
定義する。宛先キャッシュに記憶されたエントリは、宛先ＩＰアドレスを次期ホップ近隣
のＩＰアドレスにマップする。追加の情報もまた、宛先キャッシュエントリに記憶され得
る。例示的実施形態では、強化型宛先キャッシュ構造は、近隣のスリーピノードの変数（
例えば、表１に記載される変数）が宛先キャッシュに記憶されることを可能にする。した
がって、宛先キャッシュエントリの使用は、スリーピノードの変数によって使用される情
報によって適格にされ得る。
【００２６】
　ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤプロトコルはまた、デフォルトルータリストデー
タ構造も定義する。デフォルトルータリストは、ルータ要請を送信し、対応するルータ広
告を受信することによって、ノードが発見し得る、利用可能なルータのリストを維持し得
る。このリスト内の各エントリは、例えば、ルータのＩＰアドレス等のルータに関連付け
られる情報を含む。追加の情報もまた、デフォルトルータリストエントリに記憶され得る
。例示的実施形態によると、ルータに関連付けられる、表１で描写されるスリーピノード
の変数等のスリーピノードの変数が、デフォルトルータリストのエントリに記憶される。
したがって、デフォルトルータリストエントリの使用は、スリーピノードの変数によって
示される情報によって適格にされ得る。
【００２７】
　ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤプロトコルは、ＩＣＭＰメッセージタイプのセッ
トを定義する。ＩＣＭＰメッセージは、ＩＰパケットのペイロードで搬送される。ＩＣＭ
Ｐメッセージは、ＩＰｖ４　ＩＣＭＰ　ＲＦＣ　７９２およびＩＰｖ６　ＩＣＭＰ　ＲＦ
Ｃ　４４４３で説明されるように、８バイトヘッダおよび可変サイズのデータペイロード
を有する。例示的ＩＣＭＰメッセージ３００が、図３で描写されている。図３を参照する
と、ＩＣＭＰヘッダ３０２の第１の４バイトが、ＩＣＭＰメッセージタイプにわたって一
貫している一方で、ヘッダ３０２の第２の４バイトは、ＩＣＭＰメッセージ３００のタイ
プに基づいて変動し得る。示されるように、ＩＣＭＰタイプフィールド３０４が、ＩＣＭ
Ｐメッセージ３００のタイプを特定するために使用される。コードフィールド３０６が、
ＩＣＭＰメッセージ３００のサブタイプを示すために使用される。チェックサムフィール
ド３０８が、エラーチェックに使用され、ＩＣＭＰメッセージ３００のヘッダ３０２およ
びペイロード３１０にわたって計算されるチェックサムを含む。本明細書で説明される例
示的実施形態では、ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤプロトコルによって使用される
ＩＣＭＰメッセージタイプのセットは、以下のサブセクションで定義されるスリーピノー
ドのＮＤ　ＩＣＭＰメッセージ拡張の各々が、以下の実装のうちの１つ以上のものによっ
て実装されるように、拡張される。
【００２８】
　１つの例示的実装では、ＩＣＭＰメッセージタイプは、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ａｓｓｉｇ
ｎｅｄ　Ｎｕｍｂｅｒｓ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ（ＩＡＮＡ）レジストリに関する４２～２
５５の範囲内のＩＣＭＰメッセージタイプを留保することによって定義される。例示的Ｉ
ＣＭＰメッセージは、（例えば、コードフィールド３０６を使用する）１つ以上のサブタ
イプ、（例えば、ＩＣＭＰ８バイトヘッダの上位４バイトを使用する）メッセージ特有の
ヘッダの４バイト、およびメッセージに合わせられることができる値および長さを伴うデ
ータペイロード３１０をサポートし得る。例えば、これらのサブタイプを使用して、ヘッ
ダの４バイト、およびデータペイロード、スリーピノードの関連情報が、メッセージ３０
０で搬送されることができる。例えば、種々のＩＣＭＰメッセージタイプが定義しされ、
スリーピノードのコンテキスト情報を交換するため、スリーピノードのパラメータ（変数
）を構成するため、ノードがスリーピノードの状態の変化を通知されるように、スリーピ
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ノードに加入するため、到達不可能なスリーピノードを報告するために使用されることが
できる。
【００２９】
　新しいＩＣＭＰメッセージタイプを定義することへの代替的実装では、別の実施形態に
よると、ＩＣＭＰサブタイプが、既存のＩＣＭＰメッセージタイプ（例えば、既存のＮＤ
　ＩＣＭＰメッセージタイプ）のために定義される。本明細書で説明されるように、例示
的ＩＣＭＰサブタイプは、スリーピノードをサポートし、ＩＡＮＡレジストリに関するそ
れぞれのメッセージのためのＩＣＭＰメッセージコードを留保することによって定義され
る。実施例では、各ＩＣＭＰメッセージは、最大で２５５個の異なるサブタイプをサポー
トし得る。例えば、宛先がスリープしているか、または宛先へのルーティング経路内の中
間ノードのうちの１つがスリープしているため、宛先を到達不可能として示すことができ
るように、１つ以上の新しいサブタイプが、既存の宛先到達不可能ＩＣＭＰメッセージに
追加され得る。
【００３０】
　さらに別の代替的実装では、例示的実施形態によると、本明細書で説明されるスリープ
ノードオプションがサポートされるように、ＮＤメッセージオプションタイプが定義され
る。図４を参照すると、ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤプロトコルは、一般的なＴ
ＬＶベースのパケット４００を定義し、それは、タイプ・長さ・値（ＴＬＶ）ベースのオ
プション４００とも称されることができ、例えば、メッセージ３００のペイロード３１０
等のＩＣＭＰ　ＮＤメッセージのペイロードに含まれることができる。各ＮＤメッセージ
は、ＮＤプロトコルによって定義されるそれぞれのオプションのセットをサポートする。
ＩＰｖ４　ＩＣＭＰ　ＲＦＣ　７９２およびＩＰｖ６　ＩＣＭＰ　ＲＦＣ　４４４３によ
って定義されるようなＴＬＶベースのオプション４００の形式が、図４に示されている。
図４を参照すると、タイプフィールド４０２は、８ビットの一意の識別子である。長さフ
ィールド４０４は、バイト単位でＴＬＶパケット４００の長さを記憶する８ビットフィー
ルドである。値フィールド４０６は、オプションタイプに依存し得る、可変長フィールド
である。本明細書で説明される例示的実施形態によると、例示的なＮＤのスリーピノード
オプションが、タイプフィールド４０２の一意の識別子を定義することによってサポート
される。長さおよび値は、各一意の識別子に対応し得る。例えば、表１に記載される、ス
リーピノードの変数の各々は、タイプフィールド４０２に対して対応するＮＤオプション
タイプを定義することによって、ＮＤメッセージで搬送され得る。代替として、複数のス
リーピノードの変数が、複数のスリーピノードの変数を搬送するための定義された構造を
有する、単一のＮＤオプション内で搬送され得る。
【００３１】
　一実施形態によると、ＮＤ　ＩＣＭＰメッセージに対するＮＤクエリ拡張が、１つ以上
の属性値ペアを含むＮＤ　ＩＣＭＰメッセージ内のクエリ文字列を特定するために使用さ
れる。クエリ属性値ペアは、例えば、表１に記載されるこれらのリスト等のスリーピノー
ドの変数に基づき得る。本明細書で説明される例示的クエリ拡張は、ルータ要請メッセー
ジまたは近隣要請メッセージ内で使用されることにより、スリーピノードの要件の特定セ
ットを満たす１つ以上の近隣ノードを見出すために、ＩｏＴノードが近隣ノードに問い合
わせを行うことを可能にし得る。例えば、ルータが、クエリ文字列を伴うルータ要請ＮＤ
メッセージを受信すると、ルータは、ルータがルータ広告で返答するかどうかを決定する
ために文字列を使用し得る。この決定は、ルータの変数の状態に対して属性値ペアを比較
することによって行うことができる。合致が起こる場合、例えば、ルータは、ルーティン
グ広告で応答し得る。合致が起こらない場合、例えば、ルータは、要請を無言で無視する
か、または他のルータが処理するためにそれをネットワーク内の別のルータに転送し得る
。一例として、非スリーピルータを見出すために、「ＩｓＳｌｅｅｐｙＮｏｄｅ＝＝ＦＡ
ＬＳＥ」等のクエリ文字列が、ルータ要請メッセージで使用され得る。
【００３２】
　一実施形態によると、ＮＤコンテキスト拡張が、ＮＤ　ＩＣＭＰメッセージ内にコンテ
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キスト情報を組み込むために使用される。コンテキスト情報は、メッセージの送信側によ
って組み込まれ得る。例えば、そのようなＮＤコンテキスト拡張を介して、スリーピノー
ドは、それらが送信するＮＤ　ＩＣＭＰメッセージ内にスリーピノードのコンテキストと
して変数の情報を含むことによって、ネットワーク内の他のノードにそれらのスリーピノ
ードの変数（例えば、表１に記載されるもの等）を広告し得る。次いで、この情報は、ネ
ットワーク内のスリーピノードの存在を認識するために、受信側ノードによって使用され
得る。さらに、受信側ノードは、ネットワーク内のスリーピノードの変化（例えば、スリ
ープ状態）を追跡し得る。したがって、ノードは、近隣のスリーピノードの状態の認識を
維持し、スリーピノードにより良好にサービス提供するために、それら自身のの機能性に
対して対応するスリープ認識調整を行ない得る。例えば、ノードは、ＮＤ　ＩＣＭＰメッ
セージ（例えば、ルータ要請、近隣要請等）内にコンテキスト情報としてスリープ状態変
数を含むことによって、ノードのスリープ状態の変化についてその近隣ノードに最新状態
を与え得る。
【００３３】
　例示的実施形態によると、ＮＤ構成拡張が、ＮＤ　ＩＣＭＰメッセージの受信側の構成
パラメータを特定するために使用され得る。したがって、１つ以上のスリーピノードの変
数（例えば、表１に記載されるもの等）は、ＮＤ　ＩＣＭＰメッセージを使用して構成さ
れ得る。例えば、ノードが構成拡張を伴うＮＤ　ＩＣＭＰメッセージを受信するとき、ノ
ードは、ノード上で対応するＮＤ変数を構成するためにメッセージを使用し得る。一例と
して、ルータは、近隣のスリーピノードのスリープ持続時間を調整するために、ルータが
送信するルータ広告メッセージ内に構成メッセージを含み得る。ＮＤ　ＩＣＭＰメッセー
ジに対する例示的構成拡張を使用して、ルータは、ＴｉｍｅＢｅｆｏｒｅＮｅｘｔＳｌｅ
ｅｐ、ＤｕｒａｔｉｏｎＯｆＮｅｘｔＳｌｅｅｐ、ＤｕｔｙＣｙｃｌｅＡｗａｋｅＤｕｒ
ａｔｉｏｎ、ＤｕｔｙＣｙｃｌｅＳｌｅｅｐＤｕｒａｔｉｏｎ等のスリーピノードの変数
を構成することができる。
【００３４】
　例示的実施形態によると、ＮＤメッセージに対するＮＤ加入および通知拡張が、ノード
に加入し、特定ＮＤ条件またはイベント（例えば、ＮＤ変数状態の変化）の発生に基づい
てノードから通知を受信するために使用され得る。加入要求が、例示的実施形態によると
、ＮＤ　ＩＣＭＰメッセージ内で送信され得る。ＮＤ　ＩＣＭＰメッセージに対する加入
拡張は、１つ以上の目標変数に関して通知が生成されるべきであるときの対応する基準と
ともに、例えば、表１に記載されるスリーピノードの変数等の１つ以上の目標変数を含み
得る。さらに、通知が、ＮＤ　ＩＣＭＰメッセージ内で送信され得る。通知は、例えば、
どのＮＤ変数が状態を変化させたか、状態を変化させた変数の新しい値等のイベント情報
を含み得る。
【００３５】
　ルータ広告メッセージ内で加入拡張を使用することによって、ルータは、スリーピノー
ドのスリープ状態変数が状態を変化させるたびに、スリーピノードから通知を受信するた
めに加入し得る。例えば、これは、ルータ広告に含まれ得る加入拡張に、スリープ状態に
基づく基準を含むことによって、達成され得る。したがって、ノードは、それらのスリー
プ状態が（例えば、ＡＷＡＫＥからＡＳＬＥＥＰへ、およびその逆も同様に）値を変化さ
せるたびに、ルータへの通知を生成し得る。これらの通知に基づいて、ルータは、その近
隣ノードのスリープ変数の最新バージョンを効率的に維持し、スリープ認識様式でパケッ
トをより効果的に転送するためにこの情報を使用することができる。
【００３６】
　例示的実施形態では、それが目標にしている宛先ノード（または宛先へのルーティング
経路に沿った中間ノード）が現在スリープしていることを要求側に知らせるために、宛先
スリープＩＣＭＰメッセージ拡張が、ＩｏＴルータによって使用される。したがって、要
求側は、要求が宛先ノードに送信されることができないことを知らされる。宛先スリープ
ＩＣＭＰメッセージは、例えば、スリープスケジュール（例えば、ノードが起動すること
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が予期される前の持続時間）、スリーピノードにサービス提供しているプロキシの連絡先
情報等のスリープ関連情報を含み得る。要求側は、それに応じて反応するために、本メッ
セージ（情報）を使用し得る。例えば、情報に応答して、要求側は、例えば、スリーピノ
ードが起動する予定になっているときに再試行すること、スリーピノードのためのプロキ
シであるネットワーク内のノードを目標にすること、要求をネットワーク内の代りのノー
ドにリダイレクトすること等の種々の動作を行ない得る。
【００３７】
　図５は、例えば、例示的システム１００内のデバイス１０２のうちの１つ以上のもの等
の例示的ノードによって実装されることができる、スリープ認識動作のための例示的状態
図５００を示す。ここで図５を参照すると、図示した実施形態によると、略図５００は、
ＮＤ近隣不到達可能性検出（ＮＵＤ）略図５００と称されることもできる。示されるよう
に、略図は、到達可能性状態とも称され得るスリープ状態５０２を含む。他の図示した到
達可能性状態は、到達可能な状態５０４、探査状態５０６、不完全な状態５０８、遅延状
態５１０、到達不可能な状態５１２、および停滞状態５１４を含む。近隣不到達可能性検
出図５００は、例えば、デバイス１０２のうちの１つ等のノードが到達可能であるかどう
かを決定するために使用され得る。例えば、システム１００内のデバイス１０２のうちの
１つであり得る、第１のノードは、例えば、第１のノードの近隣キャッシュエントリの中
で近隣ノードの到達可能性状態を維持し得る。略図５００は、例示的実施形態によると、
どのようにして到達可能性状態が維持されるか、および到達可能性状態の間の移行が起こ
る条件を定義する。
【００３８】
　不完全な状態５０８は、アドレス解決が進行中であり、近隣ノードのリンク層アドレス
が第１のノードによってまだ決定されていないことを示し得る。到達可能な状態５０４は
、近隣ノードが所定の期間内において到達可能であったことが知られていることを示し得
る。例えば、第１のノードは、前の１０秒以内に近隣ノードに到達していたかもしれない
が、所定の期間は、所望に応じて任意の時間量であり得ることが理解されるであろう。停
滞状態５１４は、近隣ノードが到達可能であることがもはや知られていないが、トラフィ
ックがその近隣のある近隣に送信されるまで、その到達可能性を検証するために試行が行
われるべきではないことを示し得る。遅延状態５１０は、近隣ノードが到達可能であるこ
とがもはや知られておらず、最近、トラフィックがその近隣に送信されたことを示し得る
。しかしながら、即時に近隣を探査するよりもむしろ、遅延状態５１０は、例えば、到達
可能性確認を提供する機会を上層プロトコルに与えるように、所定の持続時間後に探査が
送信されるべきであることを示し得る。探査状態５０６は、近隣ノードが到達可能である
ことがもはや知られておらず、ユニキャスト近隣要請探査が、近隣ノードの到達可能性を
検証するために送信されていることを示し得る。到達不可能な状態５１２は、近隣ノード
がもはや到達可能ではないことを示し得る。したがって、第１のノードは、第１のノード
の近隣キャッシュから、近隣ノードに関連付けられるエントリを除去し得る。
【００３９】
　依然として図５を参照すると、５１５では、近隣ノードが、その近隣ノードに関連付け
られている近隣キャッシュエントリを到達可能な状態５０４に設定し得る。例えば、第１
のノードは、１つ以上のスリーピノードの変数オプションと、近隣ノードに関連付けられ
るＡＲＯとを含む、近隣要請メッセージを近隣ノードから受信し得る。ＡＲＯは、上で説
明されるように、登録寿命で構成され得る。５１８では、第１のノードは、近隣ノードが
到達可能な状態５０４から停滞状態に移行したことを決定し得る。そのような決定は、近
隣ノードがスリーピノードではなく（例えば、スリープすることが可能ではない）、かつ
、近隣ノードが機能しているという最後の確認以降に、到達可能な時間と称され得る所定
の制限時間が経過したことを、第１のノードが決定する場合に行われ得る。５２０では、
第１のノードが、近隣ノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリを、到達可能
な状態５０４からスリープ状態５０２に移行させる。例えば、第１のノードは、近隣ノー
ドがスリープしていることを検出または予測し得る。一例として、第１のノードは、近隣
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ノードに関連付けられるスリーピノードの変数を評価することによって、または上層プロ
トコルからの情報を評価することによって、近隣ノードがスリープしていることを検出ま
たは予測し得る。５１６では、近隣ノードがスリープしており、したがって、第１のノー
ドは、近隣ノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリをスリープ状態５０２で
維持する。５２２では、例えば、近隣ノードがもはやスリープしていないような近隣ノー
ドが起動したことを検出または予測した後に、第１のノードが、近隣ノードに関連付けら
れている近隣キャッシュエントリを、スリープ状態５０２から到達可能な状態５０４に移
行させる。例えば、スリーピノードの変数、および上で説明されるＮＤ　ＩＣＭＰメッセ
ージ拡張を含む、本明細書で説明される種々の実施形態は、ノードがスリープしていると
き、およびそれが起動するときを検出または予測するために使用され得る。例えば、５２
２では、アドレス登録オプション（ＡＲＯ）を伴う近隣要請が、第１のノードによって受
信され得る。５２４では、例えば、ＡＲＯを伴う以前の近隣要請が第１のノードによって
受信された以降に、近隣ノードに関連付けられる登録寿命が経過したため、第１のノード
が、近隣ノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリを、スリープ状態５０２か
ら停滞状態５１４に移行させる。５２６では、近隣ノードに転送される必要があるいかな
るパケットも第１のノードによって受信されず、したがって、近隣ノードに関連付けられ
ている近隣キャッシュエントリが、停滞状態５１４にとどまり得る。５２８では、例えば
、ＡＲＯを伴う近隣要請が第１のノードによって受信されたため、第１のノードが、近隣
ノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリを、停滞状態５１４から到達可能な
状態５０４に移行させる。
【００４０】
　代替として、図示した実施形態によると、５３０では、例えば、少なくとも１つのパケ
ットが第１のノードによって受信され、近隣ノードに転送されたため、第１のノードが、
近隣ノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリを、停滞状態５１４から遅延状
態５１０に移行させる。５３２では、第１のノードが、近隣ノードに関連付けられている
近隣キャッシュエントリを、遅延状態５１０から到達不可能な状態５１２に移行させる。
例えば、第１のノードは、近隣ノードがスリーピノードであるとことを決定し得、第１の
ノードは、遅延状態に関連付けられる定義された期間内に到達可能性確認を受信していな
い場合がある。定義された期間は、所望に応じて変動し得ることが理解されるであろう。
近隣ノードが到達不可能であると決定された場合、近隣ノードに関連付けられている近隣
キャッシュエントリは、５３４で第１のノードによって削除され得る。５３６では、第１
のノードが、近隣ノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリを、遅延状態５１
０から探査状態５０６に移行させる。例えば、第１のノードは、近隣ノードがスリーピノ
ードであるとことを決定し得、第１のノードは、探査に関連付けられる定義された期間内
に到達可能性確認を受信していない場合がある。５３８では、１つ以上の近隣要請が、第
１のノードによって近隣ノードに送信され得る。要請は、再伝送タイマに基づいて周期的
に送信され得る。５４０では、最大数の近隣要請メッセージが送信されたとき、第１のノ
ードが、近隣ノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリを、探査状態５０６か
ら到達不可能な状態５１２に移行させる。代替として、最大数の要請が送信される前に、
近隣ノードからの近隣広告が第１のノードによって受信された場合、第１のノードは、５
４２で、近隣ノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリを、探査状態５０６か
ら到達可能な状態５０４に移行させる。５４４では、図示した実施形態によると、近隣ノ
ードへの転送経路は、到達可能な時間で機能したままであり、したがって、第１のノード
は、近隣ノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリを到達可能な状態５０４で
維持する。上記の実施形態は、近隣ノードがスリープ状態５０２であるため、近隣ノード
が応答していない場合か、または近隣ノードが到達不可能な状態５１２である場合かを第
１のノードが区別することを可能にすることが理解されるであろう。
【００４１】
　したがって、上で説明されるように、ネットワークを介して互に通信する複数のノード
を備えているシステムで、複数のノードのうちの第１のノードは、複数のノードのうちの



(18) JP 2016-530768 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

第２のノードを目標とするパケットを受信し得る。第１のノードは、第２のノードが、低
電力状態になり、第１のノードとの通信を一時停止するように構成されるスリーピノード
であることを決定し得る。このノードはさらに、第２のノードの到達可能性状態を決定し
、決定された到達可能性状態に基づいて、パケットを処理し得る。上で説明されるように
、第１のノードは、第２のノードを示す、１つ以上のスリーピノードの変数を含む要請メ
ッセージを受信し得る。したがって、第１のノードは、要請メッセージに従って、それ故
に、スリーピノードの変数に従って、パケットを処理し得る。
【００４２】
　概して、図５を参照すると、第１のノードは、近隣ノードのスリープ状態を検出または
予測するために、本明細書で説明される異なる技法を使用し得ることが理解されるであろ
う。そのような検出または予測は、例えば、ノードのタイプ、ならびにその対応するスリ
ープパターンおよびスリープ機能性に基づき得る。例えば、そのスリーピノードの変数の
うちの１つ以上のものの状態が変化するたびに、スリーピノードが、その近隣に広告また
は通知することをサポートする場合、第１のノードは、スリープ状態５０２の中／外へ移
行に対するこれらの更新に依拠し得る。同様に、スリーピノードが周期的にスリープする
場合、スリーピノードが、初期メッセージ交換中に（例えば、デフォルトルータ登録中に
）そのスリープスケジュールおよび／またはデューティサイクルをその近隣に提供するこ
とができ、近隣は、ノードがスリープしているとき、およびそれが起動しているとき、し
たがって、それに応じたスリープ状態５０４の中／外へ移行を予測するために、この情報
を使用し得る。スリーピノードが予測不可能かつ非周期的にスリープし、そのスリープ状
態が変化するたびに、その近隣ノードに最新状態を与えることをサポートしない、例示的
シナリオでは、近隣ノードは、スリーピノードに送信されるパケットがそれに到達してい
るかどうか（例えば、スリーピノードがＣｏＡＰまたはＴＣＰ確認応答で応答しているか
）を近隣ノードが決定することを可能にする、上位および／または下層プロトコルからの
情報を受信し得る。例えば、上で説明される種々の情報を使用して、近隣ノードは、特定
のノードがスリープしているかどうかを決定し得、それに応じて、スリープ状態５０４の
中／外への移行を管理し得る。
【００４３】
　図５に関して説明される状態情報に基づいて、スリープ認識到達不可能性決定がサポー
トされる。例えば、スリーピノードがスリープ状態５０２であるとき、スリーピノードに
対するパケットは、その時点でパケットがスリーピノードに転送され得る到達可能な状態
５０４への状態移行まで記憶され得る。したがって、例えば、第１のノード等のノードは
、第２のノードのスリーピ属性を示す複数のスリーピノードの変数のうちの１つで特定さ
れている持続時間の間、第２のノードを目標とするパケットを記憶し得る。一実施例では
、持続時間が経過したときに、第１のノードは、パケットを第２のノードに送信し得る。
場合によっては、スリーピノードがスリープ状態５０２であるとき、スリーピノードがス
リープしていることを要求側が通知されるように、通知が要求側に返信され得る。別の実
施例として、要求されたノードがスリープ状態５０２であるとき、要求側ノードは、起動
している代りのノード（例えば、スリープしているノードのためにプロキシするノード、
または同一のグループのメンバーであるノード等）にリダイレクトされ得る。
【００４４】
　図６は、例えば、例示的システム１００内のデバイス１０２のうちの１つ以上のもの等
の例示的ノードによって行うことができる、スリープ認識動作の例示的プロセスフローを
示す。ＩＰｖ６および６ＬｏＷＰＡＮ　ＮＤプロトコルは、どのようにして次期ホップ決
定を第１のノードによって行うことができるかという実施例を説明する。次期ホップとは
、第１のノードがパケットを転送する第２のノードを指す。次期ホップ決定計算の結果は
、上で説明されるように、宛先キャッシュに保存され得る。図６は、例示的実施形態によ
る、ノードによって行うことができる、スリープ認識次期ホップ決定の例示的プロセスフ
ローを示す。
【００４５】
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　図６を参照すると、例示的ノード、例えば、送信側ノードと称することもできる、第１
のノードは、第１のノードがパケットを送信することができる次期ホップノードを決定す
る。図示した実施形態によると、第１のノードは、要求側または要求ノードと称すること
ができる別のノードから、パケットを受信し、パケットの宛先アドレスを決定する。宛先
アドレスは、宛先ノードとも称され得る、第２のノードに対応し得る。６０２では、第１
のノードが、その宛先キャッシュの中にパケットの宛先アドレスに対応するエントリがあ
るかどうかを決定する。エントリが存在する場合、本プロセスは、第１のノードが宛先ノ
ードの到達可能性状態を決定する６０４へ進む。第２のノードがスリープ状態５０２また
は停滞状態５１４であることを第１のノードが決定する場合、第１のノードは、６０６へ
進むことによって、近隣要請メッセージを介して第２のノードの状態を検出する。第２の
ノードが到達不可能な状態５１２であることを第１のノードが決定する場合、第１のノー
ドは、６０８で、宛先到達不可能メッセージを要求側に送信し得る。第２のノードが到達
可能な状態５０４であることを第１のノードが決定する場合、第１のノードは、（６１０
で）宛先ノード、または宛先ノードへの途中にあるノードであり得る次期ホップにパケッ
トを伝送し得る。第１のノードが、例えば、第２のノードに関連付けられる１つ以上のス
リーピ変数を評価することによって、第２のノードがスリープ状態５０２であると決定す
る場合、スリーピノードのハンドラ機能６１１が実施され得る。スリーピノードのパケッ
トハンドラ機能６１１は、スリープしているノードを目標にするパケットを処理するため
の複数のオプションをサポートし得る。一例として、６１２では、第１のノードが、パケ
ットを記憶し、６１０で、第２のノードが起動する時にパケットを転送する。６１４では
、図示した実施形態によると、第１のノードが、パケットを代りのノードに送信するため
に、要求をリダイレクトする。６１６では、第１のノードが、宛先ノードがスリープして
いることを要求側に通知する。処理オプション６１２、６１４、および６１６が図示され
ているが、第１のノードは、所望に応じて本明細書で説明される他の処理オプションを選
択できることが理解されるであろう。
【００４６】
　スリープしているノードに向かうことになっているパケットを取り扱うために、どの処
理オプションが使用されるかを決定するために、スリーピノードのハンドラ機能６１１は
、種々の機構をサポートすることができる。図示した実施形態によると、スリーピノード
のハンドラ機能６１１は、スリープしているノードに向かうことになっているパケットを
どのようにして処理するかを決定するために、ポリシー機能６１３を使用し得る。ポリシ
ー機能６１３は、第１のノード上でプロビジョニングおよび／または構成されることがで
きる、ポリシーのセットを含むことができる。したがって、どのようにしてパケットが処
理されるかは、１つ以上のポリシーに基づき得る。スリーピノードのハンドラ機能６１１
、したがって、第１のノードはまた、パケットのヘッダ内の１つ以上のフィールドを評価
することによって、どのようにしてパケットが処理されるかを決定し得る。ヘッダ内のフ
ィールドは、スリーピノードのハンドラ機能６１１によって、どのようにしてパケットが
取り扱われるべきかを特定し得る。図示した実施形態によると、スリープハンドラ機能６
１１は、スリープしているノードに向かうことになっているパケットを処理するために、
構成機能６１５を使用し得る。スリーピノードである第２のノードは、それがスリープし
ているときにそのパケットを取り扱うためにデフォルトルータによって使用される、その
好ましい技法を特定するために、構成機能６１５と相互作用し得る。例えば、スリーピノ
ードは、デフォルトルータに登録するときに、この情報を特定し得る。したがって、第２
のノードが、構成機能６１５にその選好を登録した場合、第１のノードは、構成機能６１
５を評価することによって、第２のノードがスリープしているときに、第２のノードに向
かうことになっているパケットがどのようにして処理されるべきかを決定し得る。
【００４７】
　再度、６０２を参照すると、第１のノードが、その宛先キャッシュの中にエントリがあ
り、第２のノードがスリープしていることをエントリが示すことを決定する場合、本プロ
セスは、スリーピノードのハンドラ機能６１１へ進み得る。エントリが見出されない場合
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、本プロセスは、宛先がオンリンクであるかオフリンクであるかを第１のノードが決定す
る６１８へ進む。一実施形態では、いかなるエントリも宛先のために存在しない場合、新
しい宛先キャッシュエントリを作成するために、次期ホップ決定計算が呼び出される。次
期ホップのＩＰアドレスが（宛先キャッシュを介して、または次期ホップ決定を介して）
把握される場合、次いで、近隣キャッシュが、その近隣についてのリンク層情報に対して
調べられ得る。宛先ノードがインリンクである場合、第１のノードは、６２０で、宛先ノ
ードのアドレスを解決し、次いで、６１０で、パケットを伝送する。宛先がオフリンクで
ある場合、図示した実施形態によると、第１のノードは、６２２で、宛先に関連付けられ
るデフォルトルータリスト内のルータが起動しているかどうかを決定する。リスト内のル
ータがスリープしている場合、本プロセスは、スリーピノードのハンドラ機能６１１へ続
く。起動しているリスト内のルータがある場合、第１のノードは、６１０で、起動したル
ータである次期ホップにパケットを伝送する。第１のノードは、ルータのスリーピノード
の可変状態に基づいて、デフォルトルータのリストからデフォルトルータを選択し得る。
【００４８】
　本明細書で説明される種々の実施形態は、ノードがスリープ認識様式で次期ホップ決定
を行い得るように、次期ホップ決定機構を強化する。例えば、図７は、そのデフォルトル
ータに登録するためにスリーピノードによって使用することができる、例示的メッセージ
７００を図示する。メッセージ７００は、スリーピノードの変数、例えば、表１を参照し
て本明細書で説明される、スリーピノードの変数を含む。スリーピノードに関連付けられ
る、スリーピノードの変数の公開された状態、ならびに上で説明されるような強化型近隣
キャッシュ、デフォルトルータリスト、宛先キャッシュ、次期ホップ決定、および近隣不
到達可能性検出を使用して、デフォルトルータは、スリーピノードの到達可能性（例えば
、スリープ）状態を考慮することによって、スリープ認識様式でパケット処理決定を行う
ことができる。したがって、種々の例示的実施形態によると、スリープしているノードを
目標にするパケットの知的かつ効率的な処理が可能にされる。知的かつ効率的な処理の実
施例は、スリープ状態に基づくパケットの記憶および転送、スリープしていない代りのノ
ードまたはプロキシに要求側をリダイレクトすること、適切な措置を講じることができる
ように、ノードがスリープしていることを要求側に通知すること等を含む。
【００４９】
　説明されたスリーピノードのＮＤプロトコル拡張は、それらのサポートされたスリープ
属性および状態に基づいて、ルータの要請を可能にするために使用され得る。例えば、ノ
ードによって、ノードが開始するルータ要請メッセージにクエリ拡張が追加され得る。ク
エリ拡張内に、スリーピノードの変数の状態に基づくクエリ文字列を含むことにより、ど
のルータがルータ要請メッセージに応答するかを示すことができる。
【００５０】
　図８は、例示的システム８００で実装されるルータ要請の実施例を示す。例示的ルータ
要請は、スリープ認識様式で行われる。システム８００は、ＩｏＴノード８０２および複
数のＩｏＴスリーピルータ８０４、例えば、第１のスリーピルータ８０４ａおよび第２の
ルータ８０４ｂを含む。例示的システム８００は、開示された主題の説明を促進するよう
に簡略化され、本開示の範囲を限定することを目的としていないことが理解されるであろ
う。システム８００等のシステムに加えて、またはその代わりに、他のデバイス、システ
ム、および構成が、本明細書で開示される実施形態を実装するために使用され得、全ての
そのような実施形態は、本開示の範囲内と見なされる。
【００５１】
　図８を参照して、図示した実施形態によると、８０６では、図１で描写されるエンドポ
イントデバイス１０４のうちの１つであり得るノード８０２は、ノード８０２がスリープ
しないシステム８００内のルータを要請するであろうことを決定する。そのようなルータ
は、非スリーピルータと称することができる。これらのルータが最良の利用可能性を有し
得、かつパケットを転送することができる最良の候補であり得るため、ノード８０２は、
これらのルータを要請する場合がある。８０８では、ノード８０２が、第１のルータ要請



(21) JP 2016-530768 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

メッセージを送信することによって、非スリーピルータを要請し得る。メッセージは、マ
ルチキャストまたはブロードキャストされ得る。メッセージは、所望のルータがスリープ
してはならないことを特定するクエリをクエリ文字列メッセージに含み得る。８１０では
、第１および第２のルータが、第１のルータ要請メッセージを処理し、第１および第２の
ルータ８０４ａおよび８０４ｂがスリーピルータであるため、それらが要請メッセージで
特定される基準を満たさないことを決定する。図示した実施例によると、ノード８０２は
、８０６で、要請に応答して、いかなるルータ広告も受信しない。例えば、限定ではない
が、ネットワーク８００とも称され得る、システム８００内に、いかなる非スリーピルー
タもない場合がある。８１２では、非スリーピルータの要請がタイムアウトする。８０６
で、要請の（ルータが非スリーピであるという）特定基準を満たすルータがネットワーク
８００内にないため、ノード８０２は、８１４で、第２のルータ要請を伝送することを決
定し得る。第２のルータ要請は、マルチキャストメッセージとして、またはブロードキャ
ストメッセージとして送信され得る。示されるように、８１６では、第２のルータ要請メ
ッセージが、ノード８０２によって伝送される。第２のルータ要請は、スリーピノードの
属性値ペアのリストを特定する、新しいクエリ拡張を含み得る。図８は、ノード８０２に
よって特定される、例示的なスリーピノードの属性を例証するが、ノードは、所望に応じ
て任意のスリーピノードの属性を特定し得ることが理解されるであろう。ＩｏＴノード８
０２は、その要件を満たす、所望のスリーピルータ属性値を伴うスリーピノードの属性値
ペアを構成し得る。図示した実施例によると、ノード８０２は、ルータが少なくとも６０
秒間起動したままであり、６０秒以上スリープせず、それらのスリープ状態が変化するた
びに、通知を送信することをサポートする、デューティサイクルを有する、周期的にスリ
ープするルータを要請する。所望に応じて任意の要件を使用して、ノードがルータを要請
し得ることが理解されるであろう。
【００５２】
　依然として図８を参照すると、８１８では、第１のルータ８０４ａが、第２の要請メッ
セージを処理し、第１のルータ８０４ａがルータ要請で特定される基準を満たすことを決
定する。８２０では、第２のルータ８０４ｂが、第２の要請メッセージを処理し、第２の
ルータ８０４ｂが第２の要請メッセージで特定される要件のうちの少なくとも１つを満た
さないことを決定する。したがって、図示した実施形態によると、ノード８０２は、その
要件を満たすルータ（ルータ８０４ａ）を要請することに成功している。８２２では、第
１のルータは、ルータ広告メッセージをノード８０２に返信し、それによって、８２４で
ルータ要請を完了し得る。
【００５３】
　図９Ａおよび９Ｂは、システム９００内で交換することができる、種々のスリーピノー
ドのコンテキスト情報の実施例を示す。システム９００は、ＩｏＴノード８０２と、複数
のＩｏＴスリーピルータ８０４とを含む。例示的システム９００は、開示された主題の説
明を促進するように簡略化され、本開示の範囲を限定することを目的としていないことが
理解されるであろう。システム９００等のシステムに加えて、またはその代わりに、他の
デバイス、システム、および構成が、本明細書で開示される実施形態を実装するために使
用され得、全てのそのような実施形態は、本開示の範囲内と見なされる。図９Ａは、例え
ば、ノードがスリーピノードであるかどうか、ノードのスリープ状態、ノードがスリープ
しようとしている前の時間、ノードがその次のスリープに向かっている持続時間等の交換
され得るスリーピノードのコンテキスト情報の実施例を示す。代替として、スリーピノー
ドのコンテキスト情報は、本明細書で説明される加入および通知拡張を使用して、ノード
間で共有され得る。例えば、加入／通知拡張を伴うＮＤメッセージを使用して、ＩｏＴノ
ードは、スリーピノードの変数が状態を変化させる場合／ときに通知を受信するために、
１つ以上の近隣ＩｏＴノードに加入し得る。
【００５４】
　図９Ａを参照すると、９０１では、ノード８０２が、所望のスリーピノードのコンテキ
スト情報を広告する、ルータ要請メッセージをルータ８０４に送信する。図示した実施例
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によると、９０１では、ノード８０２が、スリーピであるが、現在起動しているルータを
要請し、ルータがスリープすることができる前に経過しなければならない時間は、少なく
とも５０秒である。実施例の目的で秒が使用されるが、任意の時間単位を所望に応じて特
定できることが理解されるであろう。別の図示した実施例では、９０３で、ルータ８０４
のうちの１つが、９０１でのメッセージに応答して、ルータ広告メッセージをノード８０
２に送信する。具体的には、９０３では、ルータ８０４が、それがスリーピルータであり
、現在起動状態であり、ルータ８０４は、１０００秒が経過するまでスリープしないであ
ろうことを広告する。別の図示した実施例によると、１００６では、ノード８０２が、起
動状態であり、１秒後にスリープし、３０秒間スリープするであろう、ルータを要請する
ために、近隣要請メッセージを送信する。９０８では、ルータ８０４のうちの１つが、ル
ータが起動しており、９５０秒が経過するまでスリープしないであろうことを広告する、
近隣広告メッセージを送信する。別の図示した実施例によると、９１０では、ノード８０
２が、そのスリーピコンテキスト情報を広告するＩＣＭＰｖ６メッセージを送信する。具
体的には、ノード８０２は、ノードが起動しており、１秒後にスリープし、３０秒間スリ
ープするであろうことをルータ８０４に広告する。９１２では、ルータ８０４のうちの１
つが、そのスリーピコンテキスト情報を広告するＩＣＭＰｖ６コンテキストメッセージを
送信する。具体的には、ルータ８０４は、ルータが起動しており、９５０秒が経過するま
でスリープしないであろうことをノード８０２に広告する。
【００５５】
　上で説明されるように、１つのノードのスリーピノードのパラメータは、ネットワーク
内の他のノードによって構成され得る。図９Ｂを参照すると、９１４、９１６、９１８、
および９２０では、上記のスリーピノードのＮＤプロトコル拡張が、他のノードによるス
リーピノードのパラメータの構成を可能にするために使用される。例えば、９１４および
９１８では、ノード８０２が、それぞれ、ルータ要請メッセージおよび近隣要請メッセー
ジをルータに送信することによって、ルータ８０４のスリーピノードのパラメータを構成
する。他の図示した実施例によると、９１６および９２０では、ルータ８０４では、それ
ぞれ、ルータ広告メッセージおよび近隣広告メッセージをノード８０２に送信することに
よって、ノード８０２のスリーピノードのパラメータを構成する。一例として、９２２で
は、ノード８０２が、ＩＣＭＰｖ６コンテキストメッセージをルータ８０４に送信するこ
とによって、ルータ８０４のスリーピノードのパラメータを構成する。９２４では、ルー
タ８０４が、ＩＣＭＰｖ６コンテキストメッセージをノード８０２に送信することによっ
て、ノード８０２のスリーピノードのパラメータを構成する。種々のスリーピノードのパ
ラメータは、種々の実施形態によると、別のノードによって構成され得る。例えば、ノー
ドがスリープしている持続時間、およびスリープに戻る前に起動している持続時間を含む
スリーピノードのデューティサイクルは、図９Ｂに示されるメッセージを使用して、別の
ノードによって構成され得る。さらなる一例として、第１のノードは、第２のノードのス
リープ状態が変化するたびに、第１のノードが通知を受信するように、第２のノードを構
成し得る。他のパラメータが、所望に応じてノード間で構成され得ることが理解されるで
あろう。
【００５６】
　上記のスリーピノードのＮＤプロトコル拡張は、スリープ認識記憶および転送、スリー
プ認識リダイレクトメッセージ、スリープ認識アラート等を可能にし得る。図１０－１２
は、ネットワーク１０００とも称することができる、例示的システム１０００内の例示的
スリープ認識実装を示す。システム１０００は、図１で描写されるデバイス１０２のうち
の１つであり得る第１または要求ノード１００２と、デフォルトルータ１００４と、スリ
ープすることが可能であり、したがって、スリーピ宛先ノード１００６と称され得る第２
または宛先ノード１００６とを含む。例示的システム１０００は、開示された主題の説明
を促進するように簡略化され、本開示の範囲を限定することを目的としていないことが理
解されるであろう。システム１０００等のシステムに加えて、またはその代わりに、他の
デバイス、システム、および構成が、本明細書で開示される実施形態を実装するために使
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用され得、全てのそのような実施形態は、本開示の範囲内と見なされる。
【００５７】
　具体的には図１０を参照すると、１００８では、宛先ノード１００６が、ルータ要請メ
ッセージをルータ１００４に送信する。１０１０では、ルータ１００４が、ルータ広告メ
ッセージを宛先ノード１００６に返信する。１０１２では、宛先ノード１００６が、近隣
要請メッセージをデフォルトルータ１００４に送信する。メッセージは、宛先ノード１０
０６のアドレス登録と、宛先ノード１００６に関連付けられるスリーピノードの変数とを
含み得る。１０１４では、ルータ１００４が、宛先ノード１００６に関連付けられている
近隣キャッシュエントリを作成する。ルータ１００４は、宛先ノード１００６に関連付け
られるスリーピノードの変数をエントリの中に記憶して維持し得る。１０１５では、宛先
ノード１００６がスリープする。１０１６では、ルータ１００４が、ノード１００６がス
リープしたことを決定するために、例えば、図５を参照して説明されるように、宛先ノー
ド１００６に関連付けられている近隣キャッシュエントリおよび近隣不到達可能性検出を
使用する。１００２では、図示した実施形態によると、要求ノード１００２が、ルータ１
００２によって受信される着信要求パケットを送信する。パケットは、スリープしている
ノード１００６を目標にする。１０２０では、ルータ１００４は、宛先ノード１００６が
起動するまでパケットを記憶する。例えば、ルータ１００４は、宛先ノード１００６のス
リーピ属性を示す、スリーピノードの変数のうちの１つで特定されている持続時間にわた
って、パケットを記憶し得る。１０２１では、ノード１００６が起動する。１０２２では
、宛先ノード１００６が、別の近隣要請メッセージをルータ１００４に送信する。１０２
４では、ルータ１００４は、ノード１００６が起動していることを検出する。１０２６で
は、図示した実施形態によると、ノード１００６が起動していることを決定した後に、ル
ータ１００４がパケットを宛先ノード１００６に送信し、それによって、例示的実施形態
による、スリープ認識記憶および転送実装を完成させる。例えば、ルータ１００４は、ス
リーピノードの変数のうちの１つで特定されている持続時間が経過すると、パケットを宛
先ノード１００６に送信し得る。１０２８および１０３０では、宛先ノード１００６が、
ルータ１００４を介して応答パケットをノード１００２に送信し得る。
【００５８】
　ここで図１１を参照すると、上記のスリーピノードのＮＤプロトコル拡張は、目標宛先
ノード１００６がスリープしていることを要求ノード１００２にアラートするために使用
することができ、ルータ１００４は、宛先ノード１００６が次に利用可能であるときを要
求ノード１００２に知らせることができる。参照番号は、同一または類似特徴を表すよう
に種々の図で繰り返されることが理解されるであろう。スリーピノード１００６は、例え
ば、ノード１００６がルータ１００４に登録するときに、そのスリーピノードの変数／状
態をデフォルトルータ１００４と共有することができる。１１２２では、図示した実施例
によると、ノード１００６がスリープしているため、ルータ１１０４が、１０１８で送信
されたパケットをドロップする。１１２４では、ルータ１１０４は、ノード１００６が特
定の期間にわたってスリープしていることを示す、アラートとも称され得るＩＣＭＰメッ
セージを、要求ノード１００２に送信する。特定の期間は、その期間が経過した後にノー
ド１００６が起動するように定義される。期間はまた、宛先ノード１００６が起動する前
に残っているスリープ時間とも称され得る。１１２６では、図示した実施形態によると、
要求ノード１００２は、期間が過ぎるまで待機する。期間が経過した後、１１２８では、
要求ノード１００２が、要求パケットをルータ１００４に再送信する。１０２４では、ル
ータ１００４は、宛先ノード１００６が起動していることを検出する。したがって、１１
３０では、ルータ１００４が、起動しておりパケットを受信する宛先ノード１００６にパ
ケットを転送する。したがって、ルータ１００４は、スリープしているスリーピノード１
００６を目標にするパケットをドロップすることができ、ルータ１００４は、（１１２４
で）対応するアラートを要求ノード１００２に送信し得る。アラートでは、例えば、ルー
タ１００４は、宛先ノードがスリープしていることを示すことができ、例えば、ノード１
００６が起動することが予期される前に残っている時間量等の追加の情報を含み得る。要
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求ノード１００２は、アラートに応答して、該当する場合、どのような措置を講じるかを
決定し得る。例えば、要求ノード１００２は、図１１に示されるように、アラートメッセ
ージ内に含まれるスリープ情報を基づいて、要求を再試行し得る。
【００５９】
　ここで図１２を参照すると、スリーピノードの変数／状態、ならびに本明細書で説明さ
れるスリープ認識次期ホップ決定および近隣不到達可能性検出機構を活用することによっ
て、ルータ１００４は、宛先ノード１００６と機能的に同等であるノード、またはノード
１００６の代わりに要求を果たすプロキシへの要求のスリープ認識リダイレクトを行うこ
とができる。図１２を参照すると、ネットワーク１０００はさらに、宛先ノード１００６
のためのプロキシであり得るか、または宛先ノード１００６と機能的に同等であるノード
であり得る、リダイレクトノード１００５を含む。ルータ１００４は、例示的実施形態に
よると、表１で描写されるＳｌｅｅｐＧｒｏｕｐ変数を介して、１つ以上の機能的に同等
のノード、例えば、リダイレクトノード１００５を認識させられることができる。さらに
、ルータ１００４は、上記の表１で描写されるＳｌｅｅｐＰｒｏｘｙ変数を介して、１つ
以上のプロキシノード、例えば、リダイレクトノード１００５を認識させられることがで
きる。ノード１００６のスリープ状態とともに、ＳｌｅｅｐＧｒｏｕｐ変数またはＳｌｅ
ｅｐＰｒｏｘｙ変数のうちの少なくとも１つを使用して、ルータ１００４は、ノード１０
０４がスリープしているときに要求をリダイレクトすることができる。したがって、リダ
イレクトノードは、宛先ノード１００６のスリーピ属性を示す、スリーピノードの変数の
うちの１つによって特定されることができる。
【００６０】
　依然として図１２を参照して、１つの図示した実施形態によると、要求パケットがルー
タ１００４によって受信されると、ルータ１００４は、１２０２で、パケットをリダイレ
クトノード１００５に自律的にリダイレクトするであろうことを決定する。リダイレクト
ノード１００５の識別は、本明細書で説明される、１つ以上のスリーピ変数によって示さ
れ得る。１２０４では、ルータ１００４が、パケットをリダイレクトノード１００５に送
信し得る。代替実施形態では、要求パケットがルータ１００４によって受信されると、ル
ータ１００４は、１２１０で、要求側ノード１００２をリダイレクトノード１００５に向
かわせるであろうことを決定する。したがって、１２１２では、ルータ１００４が、リダ
イレクトノード１００５のアドレスを特定するＮＤリダイレクトメッセージを要求ノード
１００２に送信することによって、要求側１００２をリダイレクトし得る。１２１４では
、リダイレクトメッセージに基づいて、要求側ノード１００２が、要求パケットをルータ
１００４に再送信し得る。１２１４では、要求パケットが、１０１８で目標にしたように
、宛先ノード１００６の代わりに、リダイレクトノード１００５を目標にし得る。リダイ
レクトノード１００５が要求パケットを受信すると、要求パケットが要求ノード１００２
から受信されようと、ルータ１００４から受信されようと、リダイレクトノード１００５
は、１２０６および１２０８で、ルータ１００４を介して、応答パケットを要求ノード１
００２に送信し得る。
【００６１】
　図１３Ａは、１つ以上の開示された実施形態が実装され得る、例示的マシンツーマシン
（Ｍ２Ｍ）、モノのインターネット（ＩｏＴ）、またはモノのウェブ（ＷｏＴ）通信シス
テム１０の略図である。例えば、図１－１２を参照して説明される種々のスリーピノード
は、以下でさらに説明されるように、図１３Ａで描写される種々のデバイスであり得る。
概して、Ｍ２Ｍ技術は、ＩｏＴ／ＷｏＴのための構成要素を提供し、任意のＭ２Ｍデバイ
ス、ゲートウェイ、またはサービスプラットフォームは、ＩｏＴ／ＷｏＴの構成要素なら
びにＩｏＴ／ＷｏＴサービス層等であり得る。
【００６２】
　図１３Ａに示されるように、Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ／ＷｏＴ通信システム１０は、通信ネット
ワーク１２を含む。通信ネットワーク１２は、固定ネットワーク（例えば、Ｅｔｈｅｒｎ
ｅｔ（登録商標）、ファイバ、ＩＳＤＮ、ＰＬＣ等）または無線ネットワーク（例えば、
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ＷＬＡＮ、セルラー等）、もしくは異種ネットワークのネットワークであり得る。例えば
、通信ネットワーク１２は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブロードキャスト
等のコンテンツを複数のユーザに提供する、複数のアクセスネットワークを備え得る。例
えば、通信ネットワーク１２は、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、時分割多重アクセ
ス（ＴＤＭＡ）、周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、
単一キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）等の１つ以上のチャネルアクセス方法を採用し
得る。さらに、通信ネットワーク１２は、例えば、コアネットワーク、インターネット、
センサネットワーク、工業制御ネットワーク、パーソナルエリアネットワーク、融合個人
ネットワーク、衛星ネットワーク、ホームネットワーク、または企業ネットワーク等の他
のネットワークを備え得る。
【００６３】
　図１３Ａに示されるように、Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ／ＷｏＴ通信システム１０は、インフラス
トラクチャドメインと、フィールドドメインとを含み得る。インフラストラクチャドメイ
ンとは、エンドツーエンドＭ２Ｍ展開のネットワーク側を指し、フィールドドメインとは
、通常はＭ２Ｍゲートウェイの後ろにある、エリアネットワークを指す。フィールドドメ
インは、Ｍ２Ｍゲートウェイ１４と、端末デバイス１８とを含む。任意の数のＭ２Ｍゲー
トウェイデバイス１４およびＭ２Ｍ端末デバイス１８が、所望に応じてＭ２Ｍ／ＩｏＴ／
ＷｏＴ通信システム１０に含まれ得ることが理解されるであろう。ゲートウェイデバイス
１４または端末デバイス１８は、上で説明される実施形態によると、スリープ認識動作を
行うシステム内のスリーピノードとして構成され得る。ゲートウェイデバイス１４および
／または端末デバイス１８は、上で説明されるノードとして構成され得、したがって、ゲ
ートウェイデバイス１４および端末デバイス１８の各々は、互のスリープ属性を認識し得
る。さらに、ゲートウェイデバイス１４の各々は、図１２を参照して上で説明されるよう
に、リダイレクトノード１００５として構成され得る。Ｍ２Ｍゲートウェイデバイス１４
およびＭ２Ｍ端末デバイス１８の各々は、通信ネットワーク１２または直接無線リンクを
介して、信号を伝送および受信するように構成される。Ｍ２Ｍゲートウェイデバイス１４
は、無線Ｍ２Ｍデバイス（例えば、セルラーおよび非セルラー）ならびに固定ネットワー
クＭ２Ｍデバイス（例えば、ＰＬＣ）が、通信ネットワーク１２等のオペレータネットワ
ークを通して、または直接無線リンクを通してのいずれかにおいて、通信することを可能
にする。例えば、Ｍ２Ｍデバイス１８は、データを収集し、通信ネットワーク１２または
直接無線リンクを介して、表１で描写されるスリーピ変数等のデータをＭ２Ｍアプリケー
ション２０またはＭ２Ｍデバイス１８に送信し得る。Ｍ２Ｍデバイス１８はまた、Ｍ２Ｍ
アプリケーション２０またはＭ２Ｍデバイス１８からデータを受信し得る。さらに、デー
タおよび信号は、以下で説明されるように、Ｍ２Ｍサービス層２２を介して、Ｍ２Ｍアプ
リケーション２０に送信され、そこから受信され得る。Ｍ２Ｍデバイス１８およびゲート
ウェイ１４は、例えば、セルラー、ＷＬＡＮ、ＷＰＡＮ（例えば、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商
標）、６ＬｏＷＰＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））、直接無線リンク、および有
線を含む、種々のネットワークを介して通信し得る。端末デバイス１８およびゲートウェ
イデバイス１４は、上で説明されるように、ＮＤメッセージを交換するために、種々のネ
ットワークを介して通信し得る。例えば、上で説明されるスリープ認識メッセージングは
、複数の端末デバイス１８の間で直接、複数のゲートウェイデバイス１４の間で直接、ま
たは端末デバイス１８とゲートウェイデバイス１４との間で直接、起こることができる。
【００６４】
　図１３Ｂも参照すると、フィールドドメイン内の図示したＭ２Ｍサービス層２２は、Ｍ
２Ｍアプリケーション２０、Ｍ２Ｍゲートウェイデバイス１４、Ｍ２Ｍ端末デバイス１８
、および通信ネットワーク１２のためのサービスを提供する。Ｍ２Ｍサービスプラットフ
ォーム２２は、所望に応じて、任意の数のＭ２Ｍアプリケーション、Ｍ２Ｍゲートウェイ
デバイス１４、Ｍ２Ｍ端末デバイス１８、および通信ネットワーク１２と通信し得ること
が理解されるであろう。Ｍ２Ｍサービス層２２は、１つ以上のサーバ、コンピュータ等に
よって実装され得る。Ｍ２Ｍサービス層２２は、Ｍ２Ｍ端末デバイス１８、Ｍ２Ｍゲート
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ウェイデバイス１４、およびＭ２Ｍアプリケーション２０に適用されるサービス能力を提
供する。Ｍ２Ｍサービス層２２の機能は、種々の方法で、例えば、ウェブサーバとして、
セルラーコアネットワークで、クラウド等で、実装され得る。
【００６５】
　図示したＭ２Ｍサービス層２２と同様に、Ｍ２Ｍサービス層２２’がインフラストラク
チャドメイン内に常駐する。Ｍ２Ｍサービス層２２’は、インフラストラクチャドメイン
内のＭ２Ｍアプリケーション２０’および基礎的通信ネットワーク１２’のためのサービ
スを提供する。Ｍ２Ｍサービス層２２’はまた、フィールドドメイン内のＭ２Ｍゲートウ
ェイデバイス１４およびＭ２Ｍ端末デバイス１８のためのサービスも提供する。Ｍ２Ｍサ
ービス層２２’は、任意の数のＭ２Ｍアプリケーション、Ｍ２Ｍゲートウェイデバイス、
およびＭ２Ｍ端末デバイスと通信し得ることが理解されるであろう。Ｍ２Ｍサービス層２
２’は、異なるサービスプロバイダによってサービス層と相互作用し得る。Ｍ２Ｍサービ
ス層２２’は、１つ以上のサーバ、コンピュータ、仮想マシン（例えば、クラウド／計算
／記憶ファーム等）等によって実装され得る。
【００６６】
　依然として図１３Ｂを参照すると、Ｍ２Ｍサービス層２２および２２’は、多様なアプ
リケーションおよび垂直線が活用することができる、サービス配信能力のコアセットを提
供することができる。これらのサービス能力は、Ｍ２Ｍアプリケーション２０および２０
’がデバイスと相互作用し、データ収集、データ分析、デバイス管理、セキュリティ、課
金、サービス／デバイス発見等の機能を果たすことを可能にする。本質的に、これらのサ
ービス能力は、これらの機能性を実装する負担をアプリケーションから取り除き、したが
って、アプリケーション開発を単純化し、市場に出す費用および時間を削減することがで
きる。サービス層２２および２２’はまた、Ｍ２Ｍアプリケーション２０および２０’が
、サービス層２２および２２’が提供するサービスと関連して、種々のネットワーク１２
および１２’を通して通信することも可能にし得る。
【００６７】
　本願のスリープ認識動作は、サービス層の一部として実装され得る。本明細書で使用さ
れる場合、サービス層とは、アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ
）および基礎的ネットワーキングインターフェースのセットを通して付加価値サービス能
力をサポートする、ソフトウェアミドルウェア層を指し得る。ＥＴＳＩ　Ｍ２Ｍおよびｏ
ｎｅＭ２Ｍの両方は、本明細書で説明されるコンテキストマネージャを含み得る、サービ
ス層を使用する。ＥＴＳＩ　Ｍ２Ｍのサービス層は、サービス能力層（ＳＣＬ）と称され
る。本明細書で説明される実施形態は、ＳＣＬの一部として実装され得、メッセージは、
例えば、ＭＱＴＴまたはＡＭＱＰ等の種々のプロトコルに基づき得る。ＳＣＬは、Ｍ２Ｍ
デバイス（デバイスＳＣＬ（ＤＳＣＬ）と称される）、ゲートウェイ（ゲートウェイＳＣ
Ｌ（ＧＳＣＬ）と称される）、および／またはネットワークノード（ネットワークＳＣＬ
（ＮＳＣＬ）と称される）内で実装され得る。ｏｎｅＭ２Ｍサービス層は、共通サービス
機能（ＣＳＦ）（例えば、サービス能力）のセットをサポートする。１つ以上の特定のタ
イプのＣＳＦのセットのインスタンス化は、異なるタイプのネットワークノード（例えば
、インフラストラクチャノード、中間ノード、アプリケーション特有のノード）上でホス
トすることができる、共通サービスエンティティ（ＣＳＥ）と称される。さらに、本明細
書で説明されるスリープ認識動作は、アクセスするために、サービス指向アーキテクチャ
（ＳＯＡ）および／またはリソース指向アーキテクチャ（ＲＯＡ）を使用する、Ｍ２Ｍネ
ットワークの一部として実装することができる。
【００６８】
　Ｍ２Ｍアプリケーション２０および２０’は、限定ではないが、輸送、保健および健康
、コネクテッドホーム、エネルギー管理、アセット追跡、ならびにセキュリティおよび監
視等の種々の業界でのアプリケーションを含み得る。上記のように、本システムのデバイ
ス、ゲートウェイ、および他のサーバにわたって作動するＭ２Ｍサービス層は、例えば、
データ収集、デバイス管理、セキュリティ、課金、場所追跡／ジオフェンシング、デバイ
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ス／サービス発見、およびレガシーシステム統合等の機能をサポートし、サービスとして
これらの機能をＭ２Ｍアプリケーション２０および２０’に提供する。
【００６９】
　図１３Ｃは、例えば、Ｍ２Ｍ端末デバイス１８またはＭ２Ｍゲートウェイデバイス１４
等の例示的Ｍ２Ｍデバイス３０の系統図である。Ｍ２Ｍデバイス３０は、上で説明される
実施形態によると、要求ノード、宛先ノード、ルータ、またはリダイレクトノードとして
構成され得る。図１３Ｃに示されるように、Ｍ２Ｍデバイス３０は、プロセッサ３２と、
送受信機３４と、伝送／受信要素３６と、スピーカ／マイクロホン３８と、キーパッド４
０と、ディスプレイ／タッチパッド／インジケータ４２と、非取り外し可能なメモリ４４
と、取り外し可能なメモリ４６と、電源４８と、全地球測位システム（ＧＰＳ）チップセ
ット５０と、他の周辺機器５２とを含み得る。Ｍ２Ｍデバイス３０は、実施形態と一致し
たままで、先述の要素の任意の副次的組み合わせを含み得ることが理解されるであろう。
ディスプレイ／タッチパッド／インジケータ４２は、例示的実施形態によると、概して、
ユーザインターフェースと称され得る。ユーザインターフェースは、ユーザが、例えば、
ゲートウェイ（ルータ）または他のネットワークノード等のノード上で、スリーピ属性を
監視、管理、および／または構成することを可能にし得る。例えば、ユーザインターフェ
ースは、ユーザが、エンドポイントデバイスまたはルータ上でデューティサイクルを構成
またはトリガすることを可能にし得る。したがって、ノードに関連付けられる種々のスリ
ープ属性が、ディスプレイ／タッチパッド／インジケータ４２によって表示され得る。
【００７０】
　プロセッサ３２は、汎用プロセッサ、特殊用途プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連する１つ以
上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、任意の他のタ
イプの集積回路（ＩＣ）、状態機械等であり得る。プロセッサ３２は、信号符号化、デー
タ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＭ２Ｍデバイス３０が無線環境で動作す
ることを可能にする任意の他の機能性を果たし得る。プロセッサ３２は、伝送／受信要素
３６に連結され得る、送受信機３４に連結され得る。図１３Ｃは、プロセッサ３２および
送受信機３４を別個の構成要素として描写するが、プロセッサ３２および送受信機３４は
、電子パッケージまたはチップにともに組み込まれ得ることが理解されるであろう。プロ
セッサ３２は、アプリケーション層プログラム（例えば、ブラウザ）および／または無線
アクセス層（ＲＡＮ）プログラムおよび／または通信を行ない得る。プロセッサ３２は、
例えば、アクセス層および／またはアプリケーション層等で、認証、セキュリティキー一
致、および／または暗号化動作等のセキュリティ動作を行ない得る。
【００７１】
　伝送／受信要素３６は、信号をＭ２Ｍサービスプラットフォーム２２に伝送し、または
Ｍ２Ｍサービスプラットフォーム２２から信号を受信するように構成され得る。例えば、
実施形態では、伝送／受信要素３６は、ＲＦ信号を伝送および／または受信するように構
成されるアンテナであり得る。伝送／受信要素３６は、ＷＬＡＮ、ＷＰＡＮ、セルラー等
の種々のネットワークおよび無線インターフェースをサポートし得る。実施形態では、伝
送／受信要素３６は、例えば、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を伝送および／または受信
するように構成されるエミッタ／検出器であり得る。さらに別の実施形態では、伝送／受
信要素３６は、ＲＦおよび光信号の両方を伝送および受信するように構成され得る。伝送
／受信要素３６は、無線または有線信号の任意の組み合わせを伝送および／または受信す
るように構成され得ることが理解されるであろう。
【００７２】
　加えて、伝送／受信要素３６は、単一の要素として図１３Ｃで描写されているが、Ｍ２
Ｍデバイス３０は、任意の数の伝送／受信要素３６を含み得る。より具体的には、Ｍ２Ｍ
デバイス３０は、ＭＩＭＯ技術を採用し得る。したがって、実施形態では、Ｍ２Ｍデバイ
ス３０は、無線信号を伝送および受信するための２つまたはそれを上回る伝送／受信要素
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３６（例えば、複数のアンテナ）を含み得る。
【００７３】
　送受信機３４は、伝送／受信要素３６によって伝送される信号を変調するために、およ
び伝送／受信要素３６によって受信される信号を復調するように構成され得る。上記のよ
うに、Ｍ２Ｍデバイス３０は、マルチモード能力を有し得る。したがって、送受信機３４
は、Ｍ２Ｍデバイス３０が、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ　８０２．１１等の複数の
ＲＡＴを介して通信することを可能にするための複数の送受信機を含み得る。
【００７４】
　プロセッサ３２は、非取り外し可能なメモリ４４および／または取り外し可能なメモリ
４６等の任意のタイプの好適なメモリから情報にアクセスし、そこにデータを記憶し得る
。例えば、プロセッサ３２は、コンテキスト情報要求を満たすコンテキスト情報があるか
どうかを決定するために、非取り外し可能なメモリ４４および／または取り外し可能なメ
モリ４６から、上で説明されるようなコンテキスト情報を記憶し、それにアクセスし得る
。非取り外し可能なメモリ４４は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メ
モリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ記憶デバイスを含み
得る。取り外し可能なメモリ４６は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、メモリス
ティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカード等を含み得る。他の実施形態では、プ
ロセッサ３２は、サーバまたはホームコンピュータ上等のＭ２Ｍデバイス３０上に物理的
に位置しないメモリから情報にアクセスし、そこにデータを記憶し得る。
【００７５】
　プロセッサ３２は、電源４８から電力を受容し得、Ｍ２Ｍデバイス３０内の他の構成要
素への電力を分配および／または制御するように構成され得る。電源４８は、Ｍ２Ｍデバ
イス３０に給電するための任意の好適なデバイスであり得る。例えば、電源４８は、１つ
以上の乾電池バッテリ（例えば、ニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（Ｎｉ
Ｚｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）等）、太陽電池、
燃料電池等を含み得る。
【００７６】
　プロセッサ３２はまた、Ｍ２Ｍデバイス３０の現在の場所に関する場所情報（例えば、
経度および緯度）を提供するように構成される、ＧＰＳチップセット５０に連結され得る
。Ｍ２Ｍデバイス３０は、実施形態と一致したままで、任意の好適な場所決定方法を介し
て場所情報を獲得し得ることが理解されるであろう。
【００７７】
　プロセッサ３２はさらに、追加の特徴、機能性、および／または有線もしくは無線接続
を提供する、１つ以上のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを含み得る
、他の周辺機器５２に連結され得る。例えば、周辺機器５２は、加速度計、ｅ－コンパス
、衛星送受信機、センサ、デジタルカメラ（写真またはビデオ用）、ユニバーサルシリア
ルバス（ＵＳＢ）ポート、振動デバイス、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）ラジオユニット、デジ
タル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネッ
トブラウザ等を含み得る。
【００７８】
　図１３Ｄは、例えば、図１３Ａおよび１３ＢのＭ２Ｍサービスプラットフォーム２２が
実装され得る、例示的なコンピュータシステム９０のブロック図である。コンピュータシ
ステム９０は、コンピュータまたはサーバを備え得、主に、ソフトウェアの形態であり得
るコンピュータ読み取り可能命令によって制御され得、どこでも、またはどのような手段
を用いても、そのようなソフトウェアが記憶またはアクセスされる。そのようなコンピュ
ータ読み取り可能命令は、コンピュータシステム９０を稼働させるように、中央処理装置
（ＣＰＵ）９１内で実行され得る。多くの既知のワークステーション、サーバ、および周
辺コンピュータでは、中央処理装置９１は、マイクロプロセッサと呼ばれる単一チップＣ
ＰＵによって実装される。他の機械では、中央処理装置９１は、複数のプロセッサを備え
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得る。コプロセッサ８１は、追加の機能を果たすか、またはＣＰＵ９１を支援する、主要
ＣＰＵ９１とは明確に異なる、随意的なプロセッサである。
【００７９】
　動作中、ＣＰＵ９１は、命令をフェッチ、復号、および実行し、コンピュータの主要デ
ータ転送経路であるシステムバス８０を介して、情報を他のリソースへ、およびそこから
転送する。そのようなシステムバスは、コンピュータシステム９０内の構成要素を接続し
、データ交換のための媒体を定義する。システムバス８０は、典型的には、データを送信
するためのデータライン、アドレスを送信するためのアドレスライン、ならびに割り込み
を送信するため、およびシステムバスを動作するための制御ラインを含む。そのようなシ
ステムバス８０の実施例は、ＰＣＩ（周辺構成要素相互接続）バスである。
【００８０】
　システムバス８０に連結されるメモリデバイスは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
８２および読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）９３を含む。そのようなメモリは、情報が記憶
されて取り出されることを可能にする回路を含む。ＲＯＭ９３は、概して、容易に修正す
ることができない、記憶されたデータを含む。ＲＡＭ８２に記憶されたデータは、ＣＰＵ
９１または他のハードウェアデバイスによって読み取り、または変更することができる。
ＲＡＭ８２および／またはＲＯＭ９３へのアクセスは、メモリコントローラ９２によって
制御され得る。メモリコントローラ９２は、命令が実行されると、仮想アドレスを物理的
アドレスに変換する、アドレス変換機能を提供し得る。メモリコントローラ９２はまた、
システム内のプロセスを単離し、ユーザプロセスからシステムプロセスを単離する、メモ
リ保護機能を提供し得る。したがって、第１のモードで作動するプログラムは、独自のプ
ロセス仮想アドレス空間によってマップされるメモリのみにアクセスすることができ、プ
ロセス間のメモリ共有が設定されていない限り、別のプロセスの仮想アドレス空間内のメ
モリにアクセスすることができない。
【００８１】
　加えて、コンピュータシステム９０は、ＣＰＵ９１から、プリンタ９４、キーボード８
４、マウス９５、およびディスクドライブ８５等の周辺機器に命令を伝達する責任がある
、周辺機器コントローラ８３を含み得る。
【００８２】
　ディスプレイコントローラ９６によって制御されるディスプレイ８６は、コンピュータ
システム９０によって生成される視覚出力を表示するために使用される。そのような視覚
出力は、テキスト、グラフィックス、動画グラフィックス、およびビデオを含み得る。デ
ィスプレイ８６は、ＣＲＴベースのビデオディスプレイ、ＬＣＤベースのフラットパネル
ディスプレイ、ガスプラズマベースのフラットパネルディスプレイ、またはタッチパネル
を伴って実装され得る。ディスプレイコントローラ９６は、ディスプレイ８６に送信され
るビデオ信号を生成するために必要とされる、電子構成要素を含む。
【００８３】
　さらに、コンピュータシステム９０は、図１３Ａおよび１３Ｂのネットワーク１２等の
外部通信ネットワークにコンピュータシステム９０を接続するために使用され得る、ネッ
トワークアダプタ９７を含み得る。
【００８４】
　本明細書で説明されるシステム、方法、およびプロセスのうちのいずれかまたは全ては
、命令が、コンピュータ、サーバ、Ｍ２Ｍ端末デバイス、Ｍ２Ｍゲートウェイデバイス等
の機械によって実行されると、本明細書で説明されるシステム、方法、およびプロセスを
行う、および／または実装する、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体上に記憶されたコ
ンピュータ実行可能命令（すなわち、プログラムコード）の形態で具現化され得ることが
理解される。具体的には、上で説明されるステップ、動作、または機能のうちのいずれか
は、そのようなコンピュータ実行可能命令の形態で実装され得る。コンピュータ読み取り
可能な記憶媒体は、情報の記憶のための任意の方法または技術で実装される、揮発性およ
び不揮発性、取り外し可能なおよび非取り外し可能な媒体の両方を含むが、そのようなコ
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ンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、信号を含まない。コンピュータ読み取り可能な記
憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、Ｃ
ＤＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）または他の光学ディスク記憶装置、磁気カ
セット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、もしくは所望
の情報を記憶するために使用することができ、コンピュータによってアクセスすることが
できる任意の他の物理的媒体を含むが、それらに限定されない。
【００８５】
　図で図示されるような本開示の主題の好ましい実施形態を説明する際に、明確にするた
めに、特定の用語が採用される。しかしながら、請求された主題は、そのように選択され
た特定の用語に限定されることを目的としておらず、各特定の要素は、類似目的を達成す
るように同様に動作する、全ての技術的均等物を含むことを理解されたい。
【００８６】
　本明細書は、最良の様態を含む、本発明を開示するために、また、当業者が、任意のデ
バイスまたはシステムを作製して使用すること、および任意の組み込まれた方法を行うこ
とを含む、本発明を実践することを可能にするために、実施例を使用する。本発明の特許
性のある範囲は、請求項によって定義され、当業者に想起される他の実施例を含み得る。
そのような他の実施例は、請求項の文字通りの言葉とは異ならない構造要素を有する場合
に、または請求項の文字通りの言葉とのごくわずかな差異を伴う同等の構造要素を含む場
合に、請求項の範囲内であることを目的としている。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９Ａ】
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【図９Ｂ】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】 【図１３Ｄ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月23日(2016.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して互に通信する複数のノードを備えているシステムにおいて実行さ
れる方法であって、前記方法は、前記複数のノードのうちの第１のノードにおいて、
　前記複数のノードのうちの第２のノードを目標とするパケットを受信することと、
　前記第２のノードの広告に基づいて、前記第２のノードがスリーピノードであることを
決定することであって、前記スリーピノードは、低電力状態になり、前記第１のノードと
の通信を一時停止するように構成されている、ことと、
　前記第２のノードの到達可能性状態を決定することと、
　前記決定された到達可能性状態に基づいて、前記パケットを処理することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記方法は、前記第２のノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピノードの変数
を含むメッセージを受信することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記スリーピノードの変数のうちの１つで特定されている持続時間の間、前記パケット
を記憶することと、
　前記持続時間が経過すると、前記パケットを前記第２のノードに送信することと
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記パケットを送信したノードにアラートを送信することをさらに含み、前記アラート
は、前記第２のノードが起動する前に残っているスリープ時間を含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項５】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記スリーピノードの変数のうちの１つによって特定されているリダイレクトノードに
前記パケットを送信することをさらに含み、前記リダイレクトノードは、前記第２のノー
ドのためのプロキシ、または前記第２のノードと機能的に同等のもののうちの少なくとも
１つである、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記パケットを送信したノードにリダイレクトメッセージを送信することをさらに含み
、前記リダイレクトメッセージは、リダイレクトノードのアドレスを示す前記スリーピノ
ードの変数のうちの１つを含み、前記リダイレクトノードは、前記第２のノードのための
プロキシ、または前記第２のノードと機能的に同等のもののうちの少なくとも１つである
、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、
　前記第２のノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリに前記第２のノードの
前記到達可能性状態を記憶することと、
　前記決定された到達可能性状態が到達不可能な状態であるとき、前記第２のノードに関
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連付けられている前記近隣キャッシュエントリを除去することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、前記第１のノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピノードの変数
を含む広告メッセージを生成することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記スリーピ属性は、前記第１のノードに関連付けられているスリープパターン、前記
第１のノードに関連付けられているデューティサイクル、および前記第２のノードのスリ
ープ状態が変化するときに前記第１のノードが通知されるという要件のうちの少なくとも
１つを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　接続されたノードのネットワーク内の第１のネットワークノードであって、前記第１の
ネットワークノードは、
　コンピュータ読み取り可能命令を実行するように適合されている第１のプロセッサと、
　前記第１のプロセッサに通信可能に連結されている第１のメモリと
　を備え、
　前記第１のメモリは、コンピュータ読み取り可能命令を記憶しており、前記命令は、前
記第１のプロセッサによって実行されると、
　前記接続されたノードのネットワーク内の第２のネットワークノードを目標とするパケ
ットを受信することと、
　前記第２のネットワークノードの広告に基づいて、前記第２のネットワークノードがス
リーピノードであることを決定することであって、前記スリーピノードは、低電力状態に
なり、前記第１のネットワークノードとの通信を一時停止するように構成されている、こ
とと、
　前記第２のネットワークノードの到達可能性状態を決定することと、
　前記決定された到達可能性状態に基づいて、前記パケットを処理することと
　を含む動作を前記プロセッサに行わせる、第１のネットワークノード。
【請求項１１】
　前記動作は、前記第２のネットワークノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピ
ノードの変数を含むメッセージを受信することをさらに含む、請求項１０に記載の第１の
ネットワークノード。
【請求項１２】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
　前記スリーピノードの変数のうちの１つで特定されている持続時間の間、前記パケット
を記憶することと、
　前記持続時間が経過すると、前記パケットを前記第２のネットワークノードに送信する
ことと
　をさらに含む、請求項１１に記載の第１のネットワークノード。
【請求項１３】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
　前記接続されたノードのネットワーク内の前記パケットを送信したノードにアラートを
送信することをさらに含み、前記アラートは、前記第２のネットワークノードが起動する
前に残っているスリープ時間を含む、請求項１１に記載の第１のネットワークノード。
【請求項１４】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
　前記パケットを前記接続されたノードのネットワーク内のリダイレクトノードに送信す
ることをさらに含み、前記リダイレクトノードは、前記スリーピノードの変数のうちの１
つによって特定され、前記リダイレクトノードは、前記第２のネットワークノードのため
のプロキシ、または前記第２のネットワークノードと機能的に同等のもののうちの少なく
とも１つである、請求項１１に記載の第１のネットワークノード。
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【請求項１５】
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
 前記接続されたノードのネットワーク内の前記パケットを送信したノードにリダイレク
トメッセージを送信することをさらに含み、前記リダイレクトメッセージは、前記接続さ
れたノードのネットワーク内のリダイレクトノードのアドレスを示す前記スリーピノード
の変数のうちの１つを含み、前記リダイレクトノードは、前記第２のネットワークノード
のためのプロキシ、または前記第２のネットワークノードと機能的に同等のもののうちの
少なくとも１つである、請求項１１に記載の第１のネットワークノード。
【請求項１６】
　前記動作は、
　前記第２のネットワークノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリに前記第
２のネットワークノードの前記到達可能性状態を記憶することと、
　前記決定された到達可能性状態が到達不可能な状態であるとき、前記第２のネットワー
クノードに関連付けられている前記近隣キャッシュエントリを除去することと
　をさらに含む、請求項１０に記載の第１のネットワークノード。
【請求項１７】
　前記動作は、前記第１のネットワークノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピ
ノードの変数を含む広告メッセージを生成することをさらに含む、請求項１０に記載の第
１のネットワークノード。
【請求項１８】
　前記スリーピ属性は、前記第１のネットワークノードに関連付けられているスリープパ
ターン、前記第１のネットワークノードに関連付けられているデューティサイクル、また
は前記第２のネットワークノードのスリープ状態が変化するときに前記第１のネットワー
クノードが通知されるという要件のうちの少なくとも１つを含む、請求項１７に記載の第
１のネットワークノード。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本概要は、発明を実施するための形態において以下でさらに説明される、簡略化形態の
概念の選択を導入するように提供される。本概要は、請求された主題の主要な特徴または
不可欠な特徴を識別することを目的としておらず、また、請求された主題の範囲を限定す
るために使用されることも目的としていない。さらに、請求された主題は、本開示の任意
の部分で記述されるいずれかまたは全ての不利点を解決する制限に限定されない。
　本発明はさらに、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　ネットワークを介して互に通信する複数のノードを備えているシステムで、前記複数の
ノードのうちの第１のノードにおいて、
　前記複数のノードのうちの第２のノードを目標とするパケットを受信することと、
　前記第２のノードがスリーピノードであることを決定することであって、前記スリーピ
ノードは、低電力状態になり、前記第１のノードとの通信を一時停止するように構成され
ている、ことと、
　前記第２のノードの到達可能性状態を決定することと、
　前記決定された到達可能性状態に基づいて、前記パケットを処理することと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記方法は、前記第２のノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピノードの変数
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を含む要請メッセージを受信することをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記スリーピノードの変数のうちの１つで特定されている持続時間の間、前記パケット
を記憶することと、
　前記持続時間が経過すると、前記パケットを前記第２のノードに送信することと
　をさらに含む、項目２に記載の方法。
（項目４）
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記パケットを送信したノードにアラートを送信することをさらに含み、前記アラート
は、前記第２のノードが起動する前に残っているスリープ時間を含む、項目２に記載の方
法。
（項目５）
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記スリーピノードの変数のうちの１つによって特定されているリダイレクトノードに
前記パケットを送信することをさらに含み、前記リダイレクトノードは、前記第２のノー
ドのためのプロキシ、または前記第２のノードと機能的に同等のもののうちの少なくとも
１つである、項目２に記載の方法。
（項目６）
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記方法は、
　前記パケットを送信したノードにリダイレクトメッセージを送信することをさらに含み
、前記リダイレクトメッセージは、リダイレクトノードのアドレスを示す前記スリーピノ
ードの変数のうちの１つを含み、前記リダイレクトノードは、前記第２のノードのための
プロキシ、または前記第２のノードと機能的に同等のもののうちの少なくとも１つである
、項目２に記載の方法。
（項目７）
　前記方法は、
　前記第２のノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリに前記第２のノードの
前記到達可能性状態を記憶することと、
　前記決定された到達可能性状態が到達不可能な状態であるとき、前記第２のノードに関
連付けられている前記近隣キャッシュエントリを除去することと
　をさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目８）
　前記方法は、前記第１のノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピノードの変数
を含む広告メッセージを生成することをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目９）
　前記スリーピ属性は、前記第１のノードに関連付けられているスリープパターン、前記
第１のノードに関連付けられているデューティサイクル、および前記第２のノードのスリ
ープ状態が変化するときに前記第１のノードが通知されるという要件のうちの少なくとも
１つを含む、項目８に記載の方法。
（項目１０）
　接続されたノードのネットワーク内の第１のネットワークノードであって、前記第１の
ネットワークノードは、
　コンピュータ読み取り可能命令を実行するように適合されている第１のプロセッサと、
　前記第１のプロセッサに通信可能に連結されている第１のメモリと
　を備え、
　前記第１のメモリは、コンピュータ読み取り可能命令を記憶しており、前記命令は、前
記第１のプロセッサによって実行されると、
　前記接続されたノードのネットワーク内の第２のネットワークを目標とするパケットを
受信することと、
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　前記第２のネットワークがスリーピノードであることを決定することであって、前記ス
リーピノードは、低電力状態になり、前記第１のノードとの通信を一時停止するように構
成されている、ことと、
　前記第２のネットワークノードの到達可能性状態を決定することと、
　前記決定された到達可能性状態に基づいて、前記パケットを処理することと
　を含む動作を前記プロセッサに行わせる、第１のネットワークノード。
（項目１１）
　前記動作は、前記第２のネットワークノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピ
ノードの変数を含む要請メッセージを受信することをさらに含む、項目１０に記載の第１
のネットワークノード。
（項目１２）
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
　前記スリーピノードの変数のうちの１つで特定されている持続時間の間、前記パケット
を記憶することと、
　前記持続時間が経過すると、前記パケットを前記第２のネットワークノードに送信する
ことと
　をさらに含む、項目１１に記載の第１のネットワークノード。
（項目１３）
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
　前記接続されたノードのネットワーク内の前記パケットを送信したノードにアラートを
送信することをさらに含み、前記アラートは、前記第２のネットワークノードが起動する
前に残っているスリープ時間を含む、項目１１に記載の第１のネットワークノード。
（項目１４）
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
　前記パケットを前記接続されたノードのネットワーク内のリダイレクトノードに送信す
ることをさらに含み、前記リダイレクトノードは、前記スリーピノードの変数のうちの１
つによって特定され、前記リダイレクトノードは、前記第２のネットワークノードのため
のプロキシ、または前記第２のネットワークノードと機能的に同等のもののうちの少なく
とも１つである、項目１１に記載の第１のネットワークノード。
（項目１５）
　前記決定された到達可能性状態は、スリープ状態であり、前記動作は、
 前記接続されたノードのネットワーク内の前記パケットを送信したノードにリダイレク
トメッセージを送信することをさらに含み、前記リダイレクトメッセージは、前記接続さ
れたノードのネットワーク内のリダイレクトノードのアドレスを示す前記スリーピノード
の変数のうちの１つを含み、前記リダイレクトノードは、前記第２のネットワークノード
のためのプロキシ、または前記第２のネットワークノードと機能的に同等のもののうちの
少なくとも１つである、項目１１に記載の第１のネットワークノード。
（項目１６）
　前記動作は、
　前記第２のネットワークノードに関連付けられている近隣キャッシュエントリに前記第
２のネットワークノードの前記到達可能性状態を記憶することと、
　前記決定された到達可能性状態が到達不可能な状態であるとき、前記第２のネットワー
クノードに関連付けられている前記近隣キャッシュエントリを除去することと
　をさらに含む、項目１０に記載の第１のネットワークノード。
（項目１７）
　前記動作は、前記第１のネットワークノードのスリーピ属性を示す１つ以上のスリーピ
ノードの変数を含む広告メッセージを生成することをさらに含む、項目１０に記載の第１
のネットワークノード。
（項目１８）
　前記スリーピ属性は、前記第１のネットワークノードに関連付けられているスリープパ
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ターン、前記第１のネットワークノードに関連付けられているデューティサイクル、また
は前記第２のネットワークノードのスリープ状態が変化するときに前記第１のネットワー
クノードが通知されるという要件のうちの少なくとも１つを含む、項目１７に記載の第１
のネットワークノード。
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