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１章 

 
ZIGBEE PROTOCOL OVERVIEW 

ZIGBEE プロトコル概観 
 

1.1 プロトコル記述 
 

ZigBee 標準を採用するソリューションは、家電、ホームおよびビル・オートメーシ

ョン、生産管理、PC 周辺装置、医学センサアプリケーション、玩具およびゲーム

機などに組み込まれることが予想される。 
 

1.1.1 範囲 
 

本書では、インターフェース記述仕様、オブジェクト記述仕様及びアプリケーショ

ンサポートサブ層(APS)、ZigBee デバイスオブジェクト(ZDO),ZigBee デバイスプロ

ファイル(ZDP),アプリケーションフレームワーク、ネットワーク層(NWK)、ZigBee
セキュリティサービスといった ZigBee プロトコル標準に付随するプロトコルやア

ルゴリズムについて述べる。 
 

1.1.2 目的 
 

本書の目的は、将来のインプリメンテーションの基礎となる ZigBee プロトコル標

準について も完全で正確な説明を提供することである。これにより、多くの会社

は ZigBee 標準をプラットフォームやデバイスに組込むことが可能になり、急成長

する無線の市場に向けた、低価格で付加価値の高い製品を製造することができる。 

 

1.1.3 スタックアーキテクチャ 
 

ZigBee スタックの構造はレイヤと呼ばれる複数のブロックで構成される。 
各レイヤは上位層のために用意された特定のサービスを実行する。 
データエンティティはデータ転送サービスを提供し、マネージメントエンティティ

はその他のサービスを提供する。 
各サービスエンティティは上位層に対し、サービスアクセスポイント(SAP)によっ

てインターフェースを提供する。また、各 SAP は要求された機能を達成するため

に必要な多くのサービスプリミティブをサポートする。 
 

IEEE 802.15.4-2003標準では 下位の２層となる物理層（PHY）とメデアアクセス

制御層(MAC)を定義している。 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 
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ZigBeeアライアンスは、この上位に、ネットワーク層(NWK)とアプリケーション層

フレームワークを提供する。 
アプリケーション層フレームワークは、アプリケーションサポートサブ層(APS)お
よびZigBeeデバイスオブジェクト(ZDO)から構成される。 
製造業者が定義するアプリケーションオブジェクトはフレームワークとAPSおよび

ZDOを備えたセキュリティサービスを使用する。 
 

IEEE 802.15.4-2003は、868/915MHzおよび2.4GHｚの2つの周波数帯で動作する二つ

のPHYをサポートしている。 
低周波数帯域のPHYはヨーロッパ向けの868MHz帯とアメリカおよびオーストラリ

ア向けの915MHｚ帯の両方をカバーする。 
高周波数帯域のPHYはほぼ全世界で使用される。 
IEEE 802.15.4-2003PHYの詳細は[B1]を参照する。 

 
IEEE 802.15.4-2003 MACサブ層はCSMA-CAメカニズムによりチャンネルアクセス

する制御を行う。 
ビーコンフレームを送信することもこの層の責務であり、同期および信頼性のある

再送メカニズムも提供する。 
IEEE 802.15.4-2003 MACサブ層の詳細は[B1]を参照する。 

 

 

 
図 1.1 ZigBee アーキテクチャ 
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1.1.4 Network Topology 
 

ZigBeeネットワーク層(NWK)はスター、ツリー､メッシュの各トポロジをサポート

する。 
スタートポロジでは、ネットワークはZigBeeコーディネータと呼ばれる1台のデバ

イスによって管理される。  
ZigBeeコーディネータは、ネットワークを開始してネットワーク内のデバイスを管

理する責務があり、エンドデバイスと呼ばれるこの他の全てのデバイスは、ZigBee
コーディネータと直接通信する。 
メッシュとツリーのトポロジでは、ZigBeeコーディネーがネットワークの開始、お

よびネットワークの主要なパラメータを確実に選択する責務がある。また、ネット

ワークはZigBeeルータを使用することにより拡張することができる。 
ツリーネットワークでは、ルータが階層型ルーティング・ストラテジを使用したネ

ットワークにより、データと制御メッセージを受け渡す。 
ツリーネットワークはIEEE 802.15.4-2003仕様に記述されるようなビーコンによる

通信を行うこともできる。 
メッシュネットワークは完全なピア・ツー・ピア通信を可能にする。 
メッシュネットワークでのZigBeeルータは現在、IEEE 802.15.4-2003の定期的なビ

ーコンを送信できない。 
本仕様書ではintra-PANネットワーク(すなわち通信が同じネットワーク内で完結す

る場合)についてのみ解説している。 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 
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1.2 規約と略語 
 

1.2.1 規約 
 

1.2.1.1 シンボルと表記 
 

表記はANSI X9.63-2001[B7]の2.2節に従う。 
 

1.2.1.2 整数、オクテットおよびそれらの表現 
 

付録AからDに渡って、オクテット列としての整数の表現方法、およびオクテット

列の一部であるバイナリ列の表現方法は固定であるものとする。 
全ての整数は 上位のオクテットから順に並ぶオクテット列として表わされる。 
この表現規約は、ANSI X9.63-2001[B7]の4.3節に従う。 
すべての整数は 上位のビットから順に並ぶバイナリ列として表わされる。 

 

1.2.1.3 転送順序 
 

もし他の方法で示されなかったならば、この仕様書では全てのフレームの転送順序

はIEEE802.15.4-2003[B1]に従う。 
 
• 本書で記述するフレーム構造は、PHYにより、左端のビットから（左から右 

へ） 初に送信または受信されるものとする。 
• 各フィールドのビットの番号は、フィールドの長さがkビットである場合、

左端で 下位が０、 右端で 上位がk-１とする。 
• シングルオクテットより長いフィールドでは、 も小さい番号が付けられた

ビットを含んでいるオクテットから も大きい番号が付けられたビットを含

んでいるオクテットまでPHYに順番に送られる。 
 

1.2.1.4 文字列の扱い 
 

文字列は特定のシンボルセット(例えばバイナリアルファベット{0、1}あるいはオ

クテットセット)の並びである。 
文字列の長さはそれを構成するシンボルの数である(同じアルファベットについて)。 
空の文字列は長さ0である。  
長さmとnの文字列xとyを連結すると(表記: x||y)、その左端からm個が文字列x、右端

からn個が文字列yと一致する長さm+nの文字列zとなる。 
オクテットは長さ8の文字列である。 
本書では、全てのオクテットはバイナリアルファベットの文字列である。 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 
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1.3 頭文字と略記法 
 

本標準において、以下の頭文字および略記法を適用する。 
 
AIB: Application support layer information base 

（アプリケーションサポート層情報ベース） 
 

AF: Application framework 
（アプリケーションフレームワーク） 
 

APDU：Application support sub-layer protocol data unit 
（アプリケーションサポートサブ層プロトコルデータユニット） 
 

APL： Application layer 
（アプリケーション層） 
 

APS： Application support sub-layer 
（アプリケーションサポートサブ層） 
 

APSDE： Application support sub-layer data entity 
（アプリケーションサポートサブ層データエンティティ） 
 

APSDE-SAP： Application support sub-layer data entity – service access point 
（アプリケーションサポートサブ層データエンティティ・サービス 
アクセスポイント） 
 

APSME：Application support sub-layer management entity 
（アプリケーションサポートサブ層マネージメントエンティティ） 
 

APSME-SAP：Application support sub-layer management entity – service access point 
（アプリケーションサポートサブ層マネジメントエンティティ・ 
サービスアクセスポイント） 

 
ASDU：APS service data unit  

（アプリケーションサポートサブ層サービスデータユニット） 
 

BRT：Broadcast retry timer 
（ブロードキャストリトライタイマ） 
 

BTR： Broadcast transaction record 
（ブロードキャストトランザクションレコード） 
 

BTT： Broadcast transaction table 
（ブロードキャストトランザクションテーブル） 
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CCM ：Enhanced counter with CBC-MAC mode of operation 
（CBC-MACモード操作の拡張カウンタ） 
 

CSMA-CA：Carrier sense multiple access – collision avoidance 
（搬送波感知多重アクセス/衝突回避方式） 
 

EPID：Extended PAN ID  
（拡張パーソナルエリアネットワーク識別子） 
 

FFD： Full function device 
（フル機能デバイス） 
 

GTS： Guaranteed time slot 
（保証されたタイムスロット） 
 

HDR： Header 
（ヘッダー） 
 

IB： Information base 
（情報ベース） 
 

LQI： Link quality indicator 
（リンク品質インディケータ） 
 

LR-WPAN： Low rate wireless personal area network 
（低レート無線パーソナルエリアネットワーク） 
 

MAC： Medium access control 
（MAC制御） 
 

MCPS-SAP：Medium access control common part sub-layer – service access point 
（MAC 制御の共通部サブ層・サービスアクセスポイント） 

 
MIC： Message integrity code 

（メッセージインテグリティコード） 
 

MLME-SAP：Medium access control sub-layer management entity – service access point 
（MAC層管理エンティティ・サービスアクセスポイント） 

 
MSC： Message sequence chart 

（メッセージシーケンス図） 
 

MSDU：Medium access control sub-layer service data unit 
（MAC層サービスデータユニット） 
 

MSG： Message service type（メッセージサービスタイプ） 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



ZigBee Specification 7
Document 053474r17 

 
 

NBDT：Network broadcast delivery time 
（ネットワークブロードキャスト配信時間） 
 

NHLE：Next Higher Layer Entity 
（上位層エンティティ） 
 

NIB： Network layer information base 
（ネットワーク層情報ベース） 
 

NLDE：Network layer data entity 
（ネットワーク層データエンティティ） 
 

NLDE-SAP：Network layer data entity – service access point 
（ネットワーク層データエンティティ・サービスアクセスポイント） 
 

NLME：Network layer management entity 
（ネットワーク層管理エンティティ） 
 

NLME-SAP：Network layer management entity – service access point 
（ネットワーク層管理エンティティ・サービスアクセスポイント） 
 

NPDU：Network layer protocol data unit 
（ネットワーク層プロトコルデータユニット） 
 

NSDU：Network service data unit 
（ネットワークサービスデータユニット） 
 

NWK：Network 
（ネットワーク） 
 

OSI: Open systems interconnection 
（オープンシステム間相互接続） 
 

PAN: Personal area network 
（パーソナルエリアネットワーク） 
 

PD-SAP: Physical layer data – service access point 
（物理層データ・サービスアクセスポイント） 
 

PDU: Protocol data unit 
（プロトコルデータユニット） 
 

PHY: Physical layer 
（物理層） 
 

PIB: Personal area network information base 
（パーソナルエリアネットワーク情報ベース） 
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PLME-SAP: Physical layer management entity – service access point 
（PHY層管理エンティティ・サービスアクセスポイント） 
 

POS: Personal operating space 
（パーソナルオペレーティングスペース） 
 

QOS: Quality of service 
（サービス品質） 
 

RFD:  Reduced function device 
（限定機能デバイス） 
 

RREP: Route reply 
（ルートリプライ） 
 

RREQ: Route request 
（ルートリクエスト） 
 

RN: Routing node 
（ルーティングノード） 
 

SAP: Service access point 
（サービスアクセスポイント） 
 

SKG：Secret key generation 
（秘密キー生成） 
 

SKKE：Symmetric-key key establishment 
（対称鍵のキー確立） 
 

SSP： Security services provider 
（セキュリティサービスプロバイダ） 
 

SSS： Security services specification 
（セキュリティサービス仕様） 
 

WPAN：Wireless personal area network 
（無線パーソナルエリアネットワーク） 
 

XML： Extensible markup language 
（エクステンシブル・マークアップ言語） 

 
ZB： ZigBee 
 
ZDO： ZigBee device object 

（ZigBee デバイスオブジェクト） 
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1.4 用語集 
 

1.4.1 定義 
 

1.4.1.1 適合性レベル 
 

※本和訳仕様書では、これらの定義を厳密に扱っては訳しておりません。 
必要に応じて原文を参照して下さい。 

 
 
 

適合性レベル定義は、IEEEスタイル・マニュアル[B13].の1章13節に従う。 
 
期待する（Expected）:このキーワードは、ハードウェアかソフトウェアの本仕様

で想定する設計モデルの動作の説明に使用される。 
他のハードウェアおよびソフトウェアの設計モデルについても適合されるかもしれ

ない。 
 
許可（May）:このキーワードは標準の範囲内で許容された手続きを示す（May＝許

可された）。 
 
しなければならない（Shall）:このキーワードは標準に従うために守らなければい

けない必須事項、手順を示し、逸脱することを許さない（(shall＝規則)。 
 
すべき(Should)：このキーワードは、いくつかの選択肢から特に適切なものとして

推奨する意味合いを持ち、他の選択肢に言及するものでも除外するものでもない。

または、好ましいが必須ではない。逆の用法では、好ましくないが禁止はしない

（Should = 推奨事項）。 
 
予約コード：この仕様書の中で定義されているが未使用な一連のコード。将来仕様

の中でこれらのコードを使用して実装されるかもしれない。本仕様を実装するプロ

ダクトは、これらのコードを使用してはならない。 
 
予約フィールド：この仕様書の中で定義されているが未使用な一連のフィールド。

本仕様を実装するプロダクトは、これらのフィールドにZero を設定し、それ以外の

値を想定したり、値に基づいた処理を行ってはならない。 
 
ZigBeeプロトコルバージョン: 
本仕様書で扱うZigBeeプロトコルバージョンの名称。 
この仕様書に従うすべてのZigBeeプロトコル・スタック・フレームのNWKヘッダ

ー中のframe control フィールドのprotocol version サブフィールドは値0x02 でなけれ

ばならない。 
様々なZigBee仕様によって必要となるプロトコル・バージョン・サポートを、表

1.1に示す。 
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表 1.1 ZigBeeプロトコルバージョン 

仕様書 プロトコルバージョン コメント 

新版 0x02 
ZigBee 2006 と後方互換性が必須 
ZigBee 2004 と後方互換性が必須でない 

ZigBee 2006 0x02 ZigBee 2004 と後方互換性が必須でない 

ZigBee 2004 0x01 オリジナル ZigBee 仕様書 

 

このバージョンに準拠するZigBeeデバイスは、仕様書の2004版との後方互換性を提

供することについて選択するかもしれない。 
そのように選択した場合、これまでの旧版で仕様化された全てのフレームフォーマ

ット、および機能に加えて、この版の仕様書で記述されたフレームフォーマット、

および機能をサポートする。 
[ネットワークで動作する全てのデバイスは、それらが内部でサポートするZigBee
仕様書のどのリビジョンにかかわらず、それらの外部での振る舞いに関して、単一

のZigBeeプロトコルバージョンに一貫して準拠するものとする] 
単一のZigBeeネットワークでは、それらの外部振る舞いに関して、多数のZigBeeプ
ロトコルバージョンに準拠するデバイスを含まない。 
[接続するためのネットワークのプロトコルバージョンは、ネットワークに接続す

ることを決定するに先立ったビーコンペイロードをテストする際に、後方互換性を

もつデバイスによって決定される、あるいはデバイスがZigBeeコーディネータであ

る場合、アプリケーションによって確立される。] 
この仕様書に準拠するZigBeeデバイスは、単にプロトコルバージョン0x02だけをサ

ポートすることを選択する。それによって、同じ範囲のビーコンペイロードのサポ

ートを知らせるネットワークだけ接続する。 
この仕様書に準拠するZigBeeデバイスは、0x01または0x02以外のプロトコル・バー

ジョンサブフィールド値を伝える全てのフレームを廃棄するものとし、0x01あるい

は0x02(デバイスが関係するネットワークのプロトコルバージョンと一致している)
のプロトコルバージョンだけを処理する。 
 
1.4.1.2 ZigBee 定義 

 
この標準のために、次の用語および定義を適用する。 
ここに定義されていない用語は、IEEE P802.15.4§3[B1]あるいはANSI X9.63-
2001§2.1[B7]を参照すること。 

 

アクセス制御リスト： 
これは、特定の機能をどのデバイスが実行する権限を与えられているかを決定する

ためにデバイスが使用するテーブル。 さらに、このテーブルは他のデバイスとセ

キュアな通信のために使用するセキュア情報も管理する (例えば暗号鍵、フレーム

数、キー数、セキュリティレベル情報) 。 
 
アクティブネットワークキー： 
これは、セキュアなNWKフレームの送信とNWKフレームの受信処理のために

ZigBee デバイスによって使用されるキー。 
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代替ネットワークキー： 
これは、受信NWKフレームを処理する際にアクティブネットワークキーの代わり

に使用することができるキー。 
 
アプリケーションドメイン： 
ビルオートメーションのような、アプリケーションの広い用途を示す。 
 
アプリケーションキー: 
これはエンドデバイス間の通信を安全に行うために、トラストセンタから配布され

るマスタターキーやリンクキー。 
 
アプリケーションオブジェクト： 
実際にアプリケーションをインプリメントする製造業者によって定義されたアプリ

ケーション層の 上位のコンポーネント。 
 
アプリケーションプロファイル: 
これはアプリケーションと協調して動作するデバイス記述の集合。例えば、1つの

ノード上のサーモスタットは別のノード上の炉と通信する。 
ともに、それらは協力してヒーティングアプリケーショプロファイルを形成する。 
 
アプリケーションサポートサブ層プロトコルデータユニット： 
これは、2 つのピアエンティティのアプリケーションサポートサブ層の間で交換さ

れるデータのユニット。 
 
APS コマンドフレーム： 
これは他のデバイスのピアエンティティに向けたあるデバイスのAPSMEからのコ

マンドフレーム。 
 
接続(Association)： 
これは、ネットワークのメンバーになるために用いられるIEEE 802.15.4-2003 MAC 
サブ層により提供されるサービス。 
 
属性(Attribute)： 
これは、物理的な量や状態を表すデータエンティティ。 このデータはコマンドに

より他のデバイスに伝えられる。 
 
ビーコンイネーブルなパーソナルエリアネットワーク： 
これは、規則的な間隔でビーコンフレームを送信するデバイスを少なくとも一つ含

んでいるパーソナルエリアネットワーク。 
 
バインディング： 
ソースエンドポイント/クラスタ識別子ペアとディスティネーションエンドポイン

ト間における単方向の論理リンクの生成(一つ以上のデバイスに存在することもあ

る)。 
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ブロードキャスト: 
これは、少数の静的に定義されたブロードキャストグループ(例えばすべてのルー

タ)のうちの一つに属し、およびホップ数で測られる送信半径内にある特別のPAN
の中のすべてのデバイスへのメッセージ送信。 
 
ブロードキャスト・ジッタ： 
ブロードキャストトランザクションを中継する前にデバイスによって挿入されるラ

ンダム遅延時間。 
 
ブロードキャスト・トランザクションレコード： 
デバイスによって開始された、または中継されたブロードキャストメッセージの内

部記録。 
 
ブロードキャスト・トランザクションテーブル： 
ブロードキャスト・トランザクションレコードの集合。 
 
クラスタ: 
これはアプリケーションメッセージで、一つ以上のアトリビュートのコンテナ。 
例として、ZigBeeデバイスプロファイルはコマンドとレスポンスを定義する。 
これらは各コマンドおよびレスポンスのために一連のクラスタIDを備えたクラスタ

を含む。 
各ZigBeeデバイスプロファイルメッセージはクラスタとして定義される。 
一方、アプリケーションプロファイルは、アトリビュートとして知られているクラ

スタ内のサブタイプを作成することもできる。 
この場合、アプリケーションプロファイルは、アトリビュートとして知られている

クラスタ内のサブタイプを作成する。 
 
クラスタID： 
特定のプロファイルあるいはアプリケーションプロファイル集合内の一連のクラス

タへの参照識別子。クラスタID は、アプリケーションプロファイルの範囲内で一

意の16 ビット値で、特定のクラスタを識別する。クラスタID はsimple ディスクリ

プタにおいて入力か出力かが定義され、バインディングテーブルを生成する際に使

用される。 
慣例では、クラスタIDの共通定義のためのアプリケーションプロファイルで確立さ

れる､それに従って、各アプリケーションプロファイルが1セットのクラスタIDを同

じく定義する。 
クラスタID はsimple ディスクリプタにおいて入力か出力かが指定され、バインデ

ィングテーブルを生成する際に使用される。 
 
コーディネータ： 
PAN にデバイスを接続させたり、切断させる責務を持つIEEE 802.15.4-2003 デバイ

ス。 コーディネータはフル機能デバイス(FFD)でなければならない。 
 
データの完全性(Data integrity)： 
データがそのオリジナルの状態から変更されていないという保証。 
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データキー： 
データメッセージを保護するために使用されるリンクキーに派生したキー。 
 
デバイス： 
ZigBee プロトコルスタックがインプリメントされたすべてのエンティティ。 
 
デバイスアプリケーション： 
デバイスの操作に責務を持つ特別なアプリケーション。 デバイスアプリケーショ

ンはエンドポイント0上に存在し、デバイスネットワーキングを管理するための論

理と汎用の保守機能を含んでいる。 
 
デバイスディスクリプタ： 
アプリケーションプロファイル内の特定デバイスのディスクリプタ。 例えば光セ

ンサーデバイスのデバイスディスクリプタはホームオートメーションアプリケーシ

ョンプロファイルのメンバである 。 
さらにデバイスディスクリプタはディスカバリプロセスの一部で交換される一意の

ID を持っている。 
 
直接アドレッシング： 
フレームの宛先がフレームの中に完全に記述されるアドレッシングモード。 
 
直接送信： 
直接アドレッシングによるフレーム送信。 
 
切断(Disassociation)： 
ネットワークへのデバイスの参加を中止するためのIEEE 802.15.4-2003 MAC サブ層

により提供されるサービス。 
 
エンドアプリケーション： 
デバイスのエンドポイント1～240 上に存在するアプリケーション。 エンドアプリ

ケーションにはネットワーク機能部分を除くZigBee プロトコルに関連した機能が

実装される。 
 
エンドデバイス・バインディング： 
リンクを形成する個々のエンドデバイスによって開始されたバインディングリンク

の生成・削除の手順。この手順はユーザの介入を伴う場合とそうでない場合がある。 
ユニットの中の特定コンポーネント。各ZigBee デバイスは 大で240 までのコンポ

ーネントをサポートできる。 
 
エンドポイントアドレス： 
エンドポイントに割り当てられたアドレス。 このアドレスはユニークで、64 ビッ

トIEEE のアドレスと16 ビットのネットワークアドレスに加えて割り当てられる。 
 
 
 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 1 14 
ZigBee Protocol Overview 

 
 

拡張PAN ID： 
ネットワークの世界的にユニークな64ビットPAN ID。 
IDは、与えられたエリアの中でオーバーラップするPANの中においてユニークであ

る。このIDは別のネットワークのPAN IDとのコンフリクトを回避するために使用

される。 
 
情報ベース： 
層の振る舞いを定義する変数の集合。 これらの変数は指定することも、層のマネ

ジメントサービスから取得することもできる。 
 
鍵の確立： 
二つのデバイスが相互に共有の秘密鍵を生成するプロトコルを含むメカニズム。 
 
ロード鍵:  
マスター鍵を送付する鍵転送メッセージを保護するために使われるリンク鍵から生

成する鍵。 
 
鍵の送付： 
1 つのデバイスから別のデバイスあるいは他のデバイスまで鍵を送付するためのメ

カニズム。 
 
送付鍵： 
マスター鍵以外の鍵を送付する鍵転送メッセージを保護するために使われるリンク

鍵から生成する鍵。 
 
鍵の更新： 
2 個以上のデバイス共有する鍵を置き換え、同じグループに対して他のキーを使用

可能にする手段を実装するメカニズム。 
 
ローカルデバイス: 
ZDPコマンドの発信元。 
 
リンクキー： 
PAN の2 つの間、あるいは２つだけで、または、ピアアプリケーション層エンティ

ティ間で独占的に共有する鍵。 
 
マスターキー： 
対称鍵の確立プロトコルの実行時に使用する共通鍵。 マスターキーは二つのデバ

イス間の長期的なセキュリティの基礎となり、リンクキーを生成するために使用さ

れる。 
 
メッシュネットワーク： 
メッセージのルーティングが、それぞれが他のデバイスの代理としてルーティング

する多くのピア・デバイスに関わる分散協調的なプロセスとして実行されるネット

ワーク。 
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マルチキャスト: 
ダイナミックに定義されたマルチキャストグループに属し、ホップの中で測定され

た送信半径内にある特別のPANすべてのデバイスへの送信。 
 
マルチホップネットワーク： 
無線ネットワークの中でも発信元と宛先が互いに接続あるいはリンクされていなく

てもメッセージを伝えることができるネットワーク。これはルータの役割を果たす

中継デバイスが介在することを意味する。 
 
ビーコンイネーブルでないPAN： 
規則的な間隔でビーコンフレームを送信するデバイスを含まないPAN。 
 
隣接テーブル： 
POS内の他のデバイス情報を保持するために,ZigBee デバイスによって使用される

テーブル。 
 
ネットワークアドレス： 
ネットワーク層によってデバイスに割り当てられ、デバイス間のメッセージルーテ

ィングで使用されるアドレス。 
 
ネットワークブロードキャスト配信時間： 
与えられたブロードキャストトランザクションがネットワークのすべてのデバイス

に達するのに必要な時間。 
 
ネットワーク・マネージャー: 
これは3章で記述したネットワークマネージ機能を実施するZigBeeデバイス、これ

は衝突を解決するPAN IDおよび干渉にかかわらず測定する周波数アジリティを含

む。 
 
ネットワークプロトコルデータユニット： 
2つのピアエンティティのネットワーク層間で交換されるデータのユニット。 
 
ネットワークサービスデータユニット： 
ネットワークサービスアクセスポイントを通して配信される情報のユニット。 
 
ノード： 
単一のユニット上で802.15.4 無線部を共有する個々のデバイスディスクリプタ及び

ソフトウェアの集合。 
 
通常の動作状態： 
全てのスタートアップ及び初期化処理の後に行われる処理で、シャットダウン処理

に入るまでの処理。 
 
 
 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 1 16 
ZigBee Protocol Overview 

 
 

NULL： 
無指定、不定、あるいは未知数を意味するパラメータあるいは変数値。 
NULLの正確な値は特定のインプリメンテーションで、他のパラメータあるいは値

と矛盾してはならない。 
 
オクテット： 
8 ビットのデータ、バイトと同義語。 
 
単方向機能： 
その逆の順序で実行することがはるかに容易な計算である機能。 
 
オルファンデバイス： 
PAN に参加した際に接続先になったデバイス(すなわち親デバイス)との通信コンタ

クトを失った典型的なZigBeeエンドデバイス。 
 
PAN コーディネータ： 
IEEE 802.15.4-2003 ベースのネットワークの主制御デバイスで、ネットワークの構

築の責務を持つ。PAN コーディネータはフル機能デバイス(FFD)である。 
 
PAN 情報ベース： 
IEEE 802.15.4-2003 標準の変数集合で、情報交換のためにレイヤ間で受け渡しがさ

れる。このデータベースはアクセス制御リストを含んでおり、セキュリティマテリ

アルを保持する。 
 
パーソナル・オペレーティング空間： 
単一のデバイスが通信可能な範囲、空間。 
 
プライベートメソッド： 
ZigBee デバイスオブジェクトだけがアクセス可能で、エンドアプリケーションは

利用することができない属性とコマンド。 
 
プロトコルデータユニット： 
二つのピアエンティティ間で交換されるデータのユニット。 
 
パブリックメソッド： 
エンドアプリケーションが利用可能な属性とコマンド。 
 
無線部： 
すべてのZigBee デバイスの一部であるIEEE 802.15.4-2003 無線部。 
 
リモートデバイス: 
ZDPコマンドのターゲット。 
 
ルートディスカバリ： 
ZigBee コーディネータやZigBee ルータにおいて、ルートリクエストコマンドフレ

ームの発行によってリモートデバイスへのルート探索を試みる操作。 
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ルートディスカバリテーブル： 
ルートディスカバリ中に使用される一時的な情報を記憶するために、ZigBee コー

ディネータやZigBeeルータが使用するテーブル。 
 
ルートリプライ： 
ルートリクエストへの返答に使用するZigBee ネットワーク層コマンドフレーム。 
 
ルートリクエスト： 
ネットワーク上でメッセージを配信するための経路探索に使用するZigBee ネット

ワーク層コマンドフレーム。 
 
ルーティングテーブル： 
ZigBee コーディネータやZigBee ルータが、フレームのルーティングに参加する際

に必要となる情報を格納するためのテーブル。 
 
サービスディスカバリ： 
デバイスが関連のサービスを発見する機能。 
 
スタックプロファイル: 
機能についての追加に関して、ZigBee 仕様の範囲外での会議による合意は、仕様書

でオプションと宣言している。 
 
対称鍵の鍵確立： 
両者があらかじめ共有された秘密鍵(マスターキー)に基づいて、共有鍵を確立する

メカニズム。 
 
トラストセンタ： 
ZigBee ネットワーク内のデバイスに信頼されたデバイスで、ネットワークのため

の鍵を配布し、エンド・ツーエンド・アプリケーションの構成を管理する。 
 
ユニキャスト： 
ネットワークの単一のデバイスへ宛てたメッセージ。 
 
ZigBee コーディネータ： 
IEEE 802.15.4-2003 PAN コーディネータ。 
 
ZigBee デバイスオブジェクト： 
ネットワーク中のデバイスの役割(ZigBee コーディネータやエンドデバイスといっ

た)を定義するアプリケーション層の機能の一部であり、バインディングの開始ま

たは応答、ディスカバリリクエスト及びネットワークデバイス間のセキュアな関係

の確立を行う。 
 
ZigBee エンドデバイス： 
ZigBee ネットワークに参加するIEEE 802.15.4-2003 のRFD または FFD で、ZigBee 
コーディネータやZigBee ルータではないもの。 
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ZigBee ルータ： 
ZigBee ネットワークに参加するFFD で、ZigBee コーディネータでないが、そのパ

ーソナル・オペレーティング空間においてIEEE 802.15.4-2003 コーディネータとし

てふるまい、デバイス間におけるメッセージのルーティング機能と、接続機能を提

供する。 
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1.5 リファレンス 
 

本ドキュメントの各規定は、下記の標準規格を元に構成されている。標準の出典は、

「ZigBee/IEEEReferences」および「Normative References」で示され、参考の出典は

「Informative References」の中で示される。発行の時点でここに示されたエディシ

ョンが有効である。すべての標準は改訂版に従い、この従属節で示されるリファレ

ンスの 新版を適用することを推奨する。 
 

1.5.1 ZigBee/IEEE 出典 
 

[B1] Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., IEEE Std. 802.15.4-2003, IEEE 
Standard for Information Technology . Telecommunications and Information Exchange 
between Systems . Local and Metropolitan Area Networks . Specific Requirements . Part 
15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications 
for Low Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs). New York: IEEE Press. 2003. 
 
[B2] IEEE 754-1985, IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic,IEEE, 1985. 
 
[B3] Document 03285r0: Suggestions for the Improvement of the IEEE 
802.15.4 Standard, July 2003. 
 
[B4] Document 02055r4: Network Requirements Definition, August 2003. 
 

1.5.2 Normative References（標準の出典） 
 

[B5] ISO/IEC 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages 
. Part 1: Alpha-2 code. 
 
[B6] ISO/IEC 646:199 Information technology . ISO 7-bit coded character 
set for information interchange. 
 
[B7] ANSI X9.63-2001, Public Key Cryptography for the Financial Services 
Industry - Key Agreement and Key Transport Using Elliptic Curve 
Cryptography, American Bankers Association, November 20, 2001. Available 
from http://www.ansi.org. 
 
[B8] FIPS Pub 197, Advanced Encryption Standard (AES), Federal 
Information Processing Standards Publication 197, US Department of 
Commerce/N.I.S.T, Springfield, Virginia, November 26, 2001. Available from 
http://csrc.nist.gov/. 
 
[B9] FIPS Pub 198, The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC), 
Federal Information Processing Standards Publication 198, US Department of 
Commerce/N.I.S.T., Springfield, Virginia, March 6, 2002. Available from 
http://csrc.nist.gov/. 
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[B10] ISO/IEC 9798-2, Information Technology - Security Techniques . 
Entity Authentication Mechanisms . Part 2: Mechanisms Using Symmetric 
Encipherment Algorithms, International Standardization Organization, 
Geneva, Switzerland, 1994 (first edition). Available from http://www.iso.org/. 
 
[B11] NIST Pub 800-38A 2001 ED, Recommendation for Block Cipher Modes 
of Operation . Methods and Techniques, NIST Special Publication 800-38A, 
2001 Edition, US Department of Commerce/N.I.S.T., December 2001. 
Available from http://csrc.nist.gov/. 
 
[B12] NIST, Random Number Generation and Testing. Available from http:// 
csrc.nist.gov/rng/. 
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1.5.3 Informative References（参考の出典） 
 

[B13] FIPS Pub 140-2, Security requirements for Cryptographic Modules, US 
Department of Commerce/N.I.S.T., Springfield, Virginia, June 2001 
(supersedes FIPS Pub 140-1). Available from http://csrc.nist.gov/. 
 
[B14] IEEE Standards Style Manual, published and distributed in May 2000 
and revised on September 20, 2001. Available from http://standards.ieee.org/ 
guides/style/. 
 
[B15] ISO/IEC 7498-1:1994 Information technology . Open systems 
interconnection . Basic reference model: The basic model. 
 
[B16] ISO/IEC 10731:1994, Information technology . Open Systems 
Interconnection . Conventions for the definition of OSI services. 
[B17] ISO/IEC 9646-1:1991, Information technology . Open systems 
Interconnection . Conformance testing methodology and framework . Part 
1: General concepts. 
 
[B18] ISO/IEC 9646-7:1995, Information technology . Open Systems 
Interconnection . Conformance testing methodology and framework . Part 
7. Implementation conformance statements. 
 
[B19] A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone, Handbook of Applied 
Cryptography, Boca Raton: CRC Press, 1997. 
 
[B20] FIPS Pub 113, Computer Data Authentication, Federal Information 
Processing Standard Publication 113, US Department of Commerce/N.I.S.T., 
May 30, 1985. Available from http://csrc.nist.gov/. 
 
[B21] R. Housley, D. Whiting, N. Ferguson, Counter with CBC-MAC (CCM), 
submitted to N.I.S.T., June 3, 2002. Available from http://csrc.nist.gov/ 
encryption/modules/proposedmodes/. 
 
[B22] J. Jonsson, On the Security of CTR + CBC-MAC, in Proceedings of 
Selected Areas in Cryptography . SAC 2002, K. Nyberg, H. Heys, Eds., 
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2595, pp. 76-93, Berlin: Springer, 
2002. 
 
[B23] J. Jonsson, On the Security of CTR + CBC-MAC, NIST Mode of 
Operation . Additional CCM Documentation. Available from http:// 
csrc.nist.gov/encryption/modes/proposedmodes/. 
 
[B24] P. Rogaway, D. Wagner, A Critique of CCM, IACR ePrint Archive 
2003-070, April 13, 2003.
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2章 

 
APPLICATION LAYER SPECIFICATION 

アプリケーション層仕様 
 

2.1 概要 
 

ZigBee スタックアーキテクチャは、IEEE 802.15.4 2003 メディアアクセス制御層

(MAC)および物理層(PHY)、そしてZigBee ネットワーク層(NWK)を含む多くの階層

で構成される。これら各コンポーネントはその独自のサービスセットと機能をアプ

リケーションに提供する。 
本章では、ZigBeeスタックアーキテクチャ内の他のコンポーネントを参照して、図 
1.1のZigBeeプロトコル概観で示すアプリケーション層(APL)という名称のコンポー

ネントについて説明することを主要な目的とする。 
 
図1.1 で示されるように、ZigBee アプリケーション層は、APS サブ層とZDO(ZDO 
管理プレーンを含む)及び製造業者が定義するアプリケーションオブジェクトで構

成される。 
 

2.1.1 アプリケーションサポートサブ層 
 

アプリケーションサポートサブ層(APS)は、ネットワーク層(NWK)とアプリケーシ

ョン層(APL)の間のインタフェースを一般的なサービスセットとして提供する。

ZDO と製造業者定義のアプリケーションオブジェクトの両方からそのサービスは

利用される。サービスは二つのエンティティによって提供される。 
 
• APSDE サービスアクセスポイント(APSDE-SAP)によるAPS データエンティテ

ィ(APSDE) 
• APSME サービスアクセスポイント(APSME-SAP)によるAPS マネジメントエン

ティティ(APSME) 
 

APSDE は、同じネットワークに置かれた二つ以上のアプリケーションエンティテ

ィ間のデータ転送サービスを提供する。 
APSMEは、セキュリティサービスおよびデバイスのバインディングを含む各種サ

ービスをアプリケーションオブジェクトへ提供する。さらに、管理対象オブジェク

トのデータベースであるAPS 情報ベース(AIB)を管理する。
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2.1.2 アプリケーションフレームワーク 
 

ZigBee アプリケーションフレームワークは、ZigBee デバイス上において、アプリ

ケーションオブジェクトが実行される環境である。 
 
240 個までの異なるアプリケーションオブジェクトを定義することが可能であり、

それぞれは 1～240 のエンドポイントにより識別される。２つの特別なエンドポイ

ントが APSDE-SAP で使用するために定義されている。エンドポイント 0 は ZDO 
とのデータインタフェースのために予約され、エンドポイント 255 は全てのアプリ

ケーションオブジェクトへのブロードキャストデータによるデータインタフェース

機能のために予約されている。エンドポイント 241-254 は将来の使用のために予約

されている。 
 

2.1.2.1 アプリケーションプロファイル 
 

アプリケーションプロファイルは、相互運用性があって、それぞれのデバイスにア

プリケーションエンティティを用いた分散アプリケーションを開発者が作ることを

可能にする、メッセージ、メッセージフォーマットおよび処理方法の規約である。 
アプリケーションプロファイルはアプリケーションにコマンドの送信、データの要

求、命令や要求の処理を可能にする。 
 

2.1.2.2 クラスタ 
 

クラスタはクラスタID によって識別され、デバイスの入出力データの流れに対応

付けられる。クラスタID は個々のアプリケーションプロファイルの範囲内でユニ

ークである。 
 

2.1.3 ZigBee デバイスオブジェクト 
 

ZigBee デバイスオブジェクト(ZDO)は、アプリケーションオブジェクトとデバイス

プロファイルおよびAPSの間のインタフェースを提供する機能の基本クラスとして

の役割を果たす。ZDO は、アプリケーションフレームワークとアプリケーション

サポートサブ層の間に位置し、ZigBee プロトコルスタックの中で動作するすべて

のアプリケーション共通の要件を満たす。ZDO は、以下の役割を果たす。 
 
• アプリケーションサポートサブ層(APS)、ネットワーク層(NWK)、セキュリテ

ィサービスプロバイダを初期化する。 
• ディスカバリ、セキュリティ管理、ネットワーク管理およびバインディング管

理を決定して実行するために、エンドアプリケーションからの設定情報をとり

まとめる。 
 

ZDO は、アプリケーションフレームワーク層におけるアプリケーションオブジェ

クトがデバイスとネットワーク機能の制御をすることができるように、アプリケー

ションオブジェクトにパブリックインタフェースを提供する。ZDOは、エンドポイ
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ント0 上に存在し、データのためのAPSDE-SAP と、制御メッセージのための

APSME-SAPとNLME-SAPを介してZigBee プロトコルスタックの下位層と交信する。

パブリックインタフェースは、ZigBee プロトコルスタックのアプリケーションフ

レームワーク層中で、デバイスのアドレス管理、ディスカバリ、バインディング、

およびセキュリティ機能を提供する。ZDOの詳細は、2.5 節で記述する。 
 

2.1.3.1 デバイスディスカバリ 
 

デバイスディスカバリは、ZigBeeデバイスが他のZigBeeデバイスを発見することが

できるプロセスである。デバイスディスカバリリクエストには、IEEEのアドレス

リクエストとNWKアドレスリクエストの二つの形式がある。IEEEアドレスリクエ

ストは特定のデバイスへのユニキャストで、NWKアドレスは既知と仮定している。

NWKアドレスリクエストはブロードキャストされ、データペイロードとして既知

のIEEEのアドレスを送信する。 
 
2.1.3.2 サービスディスカバリ 

 
サービスディスカバリは、与えられたデバイスの機能を他のデバイスが発見するプ

ロセスである。サービスディスカバリは、与えられたデバイス上の各エンドポイン

トにクエリーを出すことにより、あるいは一致サービス機能(ブロードキャストあ

るいはユニキャストのいずれか)の使用により遂行することができる。サービスデ

ィスカバリ設備は、デバイスの機能を概説するために様々なディスクリプタを定義

し、利用している。 
 
サービスディスカバリ情報は、ディスカバリオペレーションが実行される時に、特

定のサービスを提供するデバイスがアクセスできない場合に備え、ネットワークで

キャッシュする場合がある。 
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2.2 ZigBee アプリケーションサポート(APS)サブ層 
 

2.2.1 範囲 
 

この節では、アプリケーション層において、製造者が定義するアプリケーションオ

ブジェクトおよび ZigBee デバイスオブジェクトに対して、サービス仕様とインタ

フェースを提供する部分を記述している。この仕様では、アプリケーションオブジ

ェクトがデータを伝送することを可能にするデータサービスと、バインディング機

構を提供する管理サービスを定義している。さらに、アプリケーションサポートサ

ブ層のフレームフォーマットとフレームタイプの仕様も定義している。 
 

2.2.2 目的 
 

この節の目的は、ZigBee アプリケーションサポート(APS)サブ層の機能を定義する

ことである。この機能は、ZigBee ネットワーク層が正しく動作するために必要なド

ライバ機能、および製造者で定義されたアプリケーションオブジェクトによって要

求される機能に基づいている。 
 

2.2.3 アプリケーションサポート(APS)サブ層の概要 
 

アプリケーションサポートサブ層は、ZigBee デバイスオブジェクト(ZDO)および製

造者が定義したアプリケーションオブジェクトの両方が使用する一般的なサービス

のセットを介して、ネットワーク層とアプリケーション層の間のインタフェースを

提供する。これらのサービスは、データサービスおよび管理サービスの 2 つのエン

ティティによって提供される。APS データエンティティ(APSDE)は、関連付けられ

た SAP である APSDE-SAP を介してデータ送信サービスを提供する。APS 管理エン

ティティ(APSME)は、関連付けられた SAP である APSME-SAP を介して管理サー

ビスを提供と、APS 情報ベース(AIB)として知られる管理対象オブジェクトのデー

タベースの管理をする。 
 

2.2.3.1 アプリケーションサポートサブ層・データエンティティ(APSDE) 
 
APSDE は、2 つ以上のデバイス間でアプリケーション PDU の伝送を可能にするた

めに、ネットワーク層および ZDO とアプリケーションオブジェクトの両方に対し、

データサービスを提供しなければならない。デバイス自身は、同じネットワーク上

になければならない。 
 

APSDE は、以下のサービスを提供する。 
 

— アプリケーションレベル PDU(APDU)の生成： APSDE は、アプリケーション

PDU を取得し適切なプロトコルヘッダを加えることにより APS PDU を生成しなけ

ればならない。 
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— バインディング：一度、2 つのデバイスがバインドされたならば、APSDE は

バインドされたデバイスからもう一方のデバイスへメッセージを転送することがで

きなければならない。 
 
— グループアドレスフィルタリング：これは、デバイスがエンドポイントグル

ープのメンバーシップに基づいて、グループアドレス指定されたメッセージをフィ

ルタする能力を提供する。 
 
— 信頼性転送：エンド・ツー・エンドの再送を用いることによって NWK 層か

ら利用可能な上記トランザクションの信頼性を増加させる。 
 
— 重複拒否：転送のために提供されるメッセージは 2 度以上受信されない。 
 
— フラグメンテーション：1 つの NWK 層フレームのペイロードより長いメッセ

ージを分割、組み立てすることを可能にする。 
 

2.2.3.2 アプリケーションサポートサブ層・管理エンティティ(APSME) 
 

APSME は、アプリケーションがスタックと相互動作できるように管理サービスを

提供しなければならない。 
 

APSME は、それぞれのサービスとニーズに基づいて、2 つのデバイスを組み合わ

せる機能を提供しなければならない。このサービスは、バインディングサービスと

呼ばれ、APSME は、この情報を格納するためのテーブルを構築し、維持しなけれ

ばならない。 
 

さらに、APSME は以下のサービスを提供する。 
 
— バインディング管理：それぞれのサービスとニーズに基づいて、2 つのデバイ

スを組み合わせる機能。 
 
— AIB 管理： デバイスの AIB 属性を取得および設定する機能。 
 
— セキュリティ： セキュリティ鍵を使用して、他のデバイスとの信頼関係を

セットアップする機能。 
 
— グループ管理：複数のデバイスで共有する１つのアドレスを宣言する機能、

デバイスをグループに追加する機能、デバイスをグループから削除する機能を提供

する。 
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2.2.4 サービス仕様 
 
APS サブ層は、上位層エンティティ(NHLE)と NWK 層の間のインタフェースを提供

する。APS サブ層は、APS サブ層管理エンティティ(APSME)と呼ばれる管理エンテ

ィティの概念を含んでいる。このエンティティは、サブ層管理機能を呼び出すため

のサービスインタフェースを提供する。さらに、APSME は、APS サブ層に関係す

る管理対象オブジェクトのデータベースを管理する役割を持つ。このデータベース

は、APS サブ層情報ベース(AIB)と呼ばれる。図.2.1 に APS サブ層の構成とインタ

フェースを示す。 
 

 
 

APS サブ層は、2 つのサービスアクセスポイント(SAPs)を介して、2 つのサービス

を提供する。これらは、APS サブ層データエンティティ SAP(APSDE-SAP)を介して

アクセスされる APS データサービスと、APS サブ層・管理エンティティ

SAP(APSME-SAP) を介してアクセスされる APS 管理サービスである。これら 2 つ

のサービスは、NLDE-SAP および限られた範囲の NLME-SAP インタフェースを介

して、NHLE と NWK 層の間のインタフェースを提供する(3.1 節参照)。NWK 層と

APS サブ層間の NLME-SAP インタフェースは、NLME-GET 及び NLME-SET プリミ

ティブのみをサポートしている。他のすべての NLME-SAP プリミティブは ZDO を

介してのみ有効である(2.5 節参照)。これらの外部インタフェースに加えて、

APSME と APSDE の間には、APSME が APS データサービスを使用する暗黙のイン

タフェースがある。 
 

2.2.4.1 APS データサービス 
 

APS サブ層データエンティティ SAP(APSDE-SAP)は、ピア・アプリケーション・エ

ンティティ間のアプリケーション・プロトコルデータユニットの転送をサポートす
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る。表 2.1 に、APSDE-SAP によってサポートされるプリミティブの一覧を示す。

各々のプリミティブについては後のサブ節で述べる。 
 

表 2.1 APSDE-SAP プリミティブ 
APSDE-SAP primitive Request Confirm Indication 

APSDE-DATA 2.2.4.1.1 2.2.4.1.2 2.2.4.1.3 
 

2.2.4.1.1 APSDE-DATA.request 
 

このプリミティブは、ローカル NHLE から 1 つもしくは複数のピア NHLE エンティ

ティへ NHLE PDU(ASDU)の送信を要求する。 
 
2.2.4.1.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSDE-DATA.request   { 
DstAddrMode, 
DstAddress, 
DstEndpoint, 
ProfileId, 
ClusterId, 
SrcEndpoint, 
ADSULength, 
ADSU, 
TxOptions, 
RadiusCounter 
} 

 
表 2.2 に、APSDE-DATA.request プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 2.2 APSDE-DATA.request パラメータ 

名前 型 範囲 説明 
DstAddrMode Integer 0x00 – 0xff このプリミティブの中で使用される宛先アドレスで、転

送される APDU の宛先アドレスのアドレッシングモー

ド。このパラメータは、次のリストの非予約値のうちの

1 つをとることができる。 
0x00=DstAddress および DstEndpoint が存在しない。 
0x01=DstAddress として 16 ビットグループアドレスが存

在し、DstEndpoint は存在しない。 
0x02=DstAddress として 16 ビットアドレスと DstEndpoint
が存在する。 
0x03=DstAddress として 64 ビット拡張アドレスと

DstEndpoint が存在する。 
0x04 – 0xff=予約値。 

DstAddress Address DstAddrMode 
パラメータに 
よって指定 

ASDU の転送先であるエンティティの固有のデバイスア

ドレスもしくはグループアドレス。 
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表 2.2 APSDE-DATA.request パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

DstEndpoint Integer 0x00 – 0xf0, 0xff このパラメータは、DstAddressMode が 0x02 もしくは

0x03 の場合のみ存在する。パラメータが存在する場合

は、ASDU の転送先であるエンティティ固有のエンドポ

イント値もしくはブロードキャストエンドポイント

(0xff)。 
ProfileId Integer 0x0000 – 0xffff  このフレームを使用するプロファイルの ID。 
ClusterId Integer 0x0000 – 0xffff このフレームを使用するオブジェクトの ID。 
SrcEndpoint Integer 0x00 – 0xf0 ASDU の転送元であるエンティティ固有のエンドポイン

ト。 
asduLength Integer 0x00 - 

256*(NsduLength 
– apscMinHeader 
Overhead) 

転送するASDUを構成するオクテットの数。個々のAPS
フレームの 大サイズはNsduLength-
apscMinHeaderOverheadである。フラグメンテーションの

使用を仮定した場合、 大サイズのASDUで構成するブ

ロックを256個使用することが可能である。 
Asdu オクテット

のセット 
- 転送する ASDU を構成するオクテットのセット。 

TxOptions Bitmap 0000 xxxx 
(x は 0 または 1)

転送する ASDU の転送オプション。これらは以下の 1 つ

以上のビット OR である。 
0x01=セキュリティ有効な転送。 
0x02=NWK 鍵を使用。 
0x04=アクノリッジメントありの転送。 
0x08=フラグメンテーションの許可 

Radius Unsigned 
Integer 

0x00 – 0xff 送信するフレームがネットワークの中を移動できる距

離。ホップ数で表す。 
 

2.2.4.1.1.2 生成タイミング 
 

このプリミティブは、1 つ以上のピア NHLE にデータ PDU(ASDU)を送信する時に、

ローカル NHLE によって生成される。 
 

2.2.4.1.1.3 受信時の動作 
 

このプリミティブを受信すると、APS サブ層エンティティは供給された ASDU の送

信を開始する。 
 

DstAddrMode パラメータが 0x00 に設定されており、かつバインディングテーブル

をサポートしているデバイスがこのプリミティブを受信した場合、バインディング

テーブル内で SrcEndpoint および ClusterId パラメータで指定されているエンドポイ

ントおよびクラスタ ID のバインディングエントリを検索する。バインディングエ

ントリが検出されなかった場合、APSDE は、NO_BOUND_DEVICE ステータスを

含めた APSDE-DATA.confirm プリミティブを発行する。1 つ以上のバインディング

エントリが検出された場合、APSDE は、各々のバインディングエントリ内の宛先

アドレスを検証する。宛先アドレスがデバイス自身を指している場合、APSDE は、

DstEndpoint パラメータにバインディングエントリの宛先エンドポイント ID 設定し

て APSDE-DATA.indication プリミティブを NHL へ発行しなければならない。それ

以外の場合は、APSDE は、もし存在すれば、バインディングエントリからのエン

ドポイント情報から APDU を構成し、ネットワーク層を介してフレームを送信する
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ときにバインディングエントリの宛先アドレス情報を使う。2 つ以上のバインディ

ングエントリがある場合、APSDE は、バインディングエントリがなくなるまで、

各バインディングエントリに上述の処理を実施する。このプリミティブが、バイン

ディングテーブルをサポートしていないデバイスの APSDE で受信した場合、

APSDE は、NOT_SUPPORTED ステータスを含めた APSDE-DATA.confirm プリミテ

ィブを発行する。 
 

DstAddrMode パラメータが 0x03 に設定されている場合、DstAddress パラメータは

64 ビット拡張アドレスを含んでおり、まず、NIB の nwkAddressMap 属性(表 3.43 参

照)を使って対応する 16 ビット NWK アドレスとマッピングしなければならない。

対応する 16 ビット NWK アドレスが見つからない場合、APSDE は

NO_SHORT_ADDRESS ステータスを含めた APDSE-DATA.confirm プリミティブを

発行する。対応する 16 ビット NWK アドレスが見つかった場合、そのアドレスが

NLDE-DATA.request プリミティブの呼出に使われ、DstEndpoint パラメータの値が

APDU に設定される。この場合、APS ヘッダのフレームコントロールフィールドの

デリバリモードサブフィールドの値は、0x00 でなければならない。 
 
DstAddrMode パラメータがグループアドレッシングを意味する 0x01 に設定されて

いる場合、DstAddress パラメータは 16 ビットグループアドレスと解釈される。こ

のアドレスは APS ヘッダのグループアドレスフィールドに置かれ、DstEndpoint パ
ラメータは無視し、APS ヘッダの宛先エンドポイントフィールドは省略される。こ

の場合、APS ヘッダのフレームコントロールフィールドのデリバリモードサブフィ

ールドの値は、0x03 でなければならない。 
 
DstAddrMode パラメータが 0x02 に設定されている場合、DstAddress パラメータは

16 ビット NWK アドレスを含んでおり、DstEndpoint パラメータが供給される。宛

先 NWK アドレスが、直後のアプリケーション応答に適用され、それ以降のデータ

送信要求まで維持されない場合、NHL は DstAddrMode の設定値として 0x02 のみを

適用すべきである。 
 
アプリケーションは、NLDE-DATA.request プリミティブの RadiusCounter パラメー

タを 0 以外の値に設定することにより、送信フレームのネットワーク内で転送され

るホップ数を制限しても良い。 
 
DstAddrMode パラメータがグループアドレッシングを意味する 0x01 に設定されて

いる場合、もしくは、DstAddrMode パラメータが 0x00 に設定されており、かつ対

応するバインディングエントリがグループアドレスを含んでいる場合、APSME は、

NIB の nwkUseMulticast 属性(表 3.44 参照)の値をチェックする。この属性が FALSE
の場合、生成する APDU のフレームコントロールフィールドのデリバリモードサブ

フィールドの値は 0b11 に設定され、16 ビット宛先グループアドレスを出力フレー

ムの APS ヘッダのグループアドレスフィールドに置き、NSDU フレームをブロード

キャストとして送信する。0xfffd の値、すなわち、macRxOnWhenIdle = TRUE のす

べてのデバイスへのブロードキャストは、このフレームを送信する NLDE-
DATA.request の DstAddr パラメータとして供給される。nwkUseMulticast 属性が

TRUE の場合、出力フレームは NWK 層のマルチキャストを使って送信される。こ
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の場合、APS ヘッダのフレームコントロールフィールドのデリバリモードサブフィ

ールドの値は 0b10 に、宛先エンドポイントフィールドは 0xff に設定され、グルー

プアドレスは APS ヘッダに置かれない。 
 
TxOptions がセキュアな転送を要求している場合、APS サブ層は ASDU をセキュア

にするために、セキュリティサービスプロバイダ(4.2.3 節参照)を利用しなければな

らない。セキュリティ処理に失敗した場合、APSDE は、SECURITY_FAIL ステータ

スを含む APSDE-DATA.confirm プリミティブを発行しなければならない。 
 
APSDE は、NLDE-DATA.request プリミティブを NWK 層へ発行することにより、

構成したフレームを送信する。APSDE が必要なフレーム送信、すべての再送、

ACK の受信もしくはタイムアウトを含む送信要求に関連するすべての操作を完了

したとき、APSDE は、APSDE-DATA.confirm プリミティブを発行しなければなら

ない(2.2.4.1.2 節参照)。1 つ以上の APSDE-DATA.confirm プリミティブが失敗した

場合、Status パラメータに NWK 層から受信した値を設定しなければならない。そ

れ以外で、1 つ以上の APS ACK を正しく受信しなかった場合、Status パラメータに

NO_ACK を設定しなければならない。意図したすべてのターゲットへの ASDU の

転送が成功した場合、Status パラメータは SUCCESS に設定しなければならない。 
 
NWK 層のマルチキャストが使われている場合、NLDE-DATA.request プリミティブ

の NonmemberRadius パラメータはに apsNonmemberRadius 設定しなければならない。 
 
APSDE は、NLDE-DATA.request を発行する毎に、NLDE-DATA.request プリミティ

ブの DiscoverRoute パラメータの値を 0x01 に設定することによって、NWK 層にお

いてルート探索が常に可能な状態であることを確保するでしょう。 
 
送信する ASDU が 1 つのフレームにフィットするサイズより大きく、かつフラグメ

ンテーションができない場合、ASDU は送信せず、APSDE は、ASDU_TOO_LONG
ステータスを含む APSDE-DATA.confirm プリミティブを発行しなければならない。

フラグメンテーションができないのは、受信確認伝送が要求されていない場合、も

しくは、TxOptions フィールドのフラグメンテーション許可フラグが 0 に設定され

ている場合、もしくは、ASDU が APSDE で扱うことができる長さを超えている場

合である。 
 
送信する ASDU が 1 つのフレームにフィットするサイズより大きく、受信確認伝送

が要求されており、TxOptions フィールドのフラグメンテーション許可フラグが 1
に設定されており、ASDU が APSDE で扱うことができる長さを越えていない場合、

ASDU を、2.2.8.4.5 節に記述しているように、複数の APDU にフラグメントしなけ

ればならない。要求されている送信およびセキュリティ処理は、個々の ASDU ごと

に独立に実施しなければならない。上位層のドキュメントおよび／もしくはインタ

ラクションにより明確に送信フレームのフラグメンテーションが許可されており、

他方の端末がブロック数および総送信サイズの両者に関してフラグメントされた送

信を受信することが可能である場合以外は、フラグメンテーションを使ってはなら

ないことに注意する必要がある。 
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2.2.4.1.2 APSDE-DATA.confirm 
 

このプリミティブは、ローカル NHLE から 1 つ以上のピア NHLE へのデータ

PDU(ASDU)転送の要求の結果を通知する。 
 

2.2.4.1.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 

このプリミティブのこのセマンティクスは、以下のとおりである。 
 

APSDE-DATA.confirm   { 
DstAddrMode, 
DstAddress, 
DstEndpoint, 
SrcEndpoint, 
Status, 
TxTime 
} 

 
表 2.3 に、APSDE-DATA.confirm プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 2.3 APSDE-DATA.confirm パラメータ 

名前 型 範囲 説明 
DstAddrMode Integer 0x00 – 0xff このプリミティブの中で使用される宛先アドレ

スで、転送される APDU の宛先アドレスのア

ドレッシングモード。このパラメータは、次の

リストの非予約値のうちの 1 つをとることがで

きる。 
0x00=DstAddress および DstEndpoint が存在しな

い。 
0x01=DstAddress として 16 ビットグループアド

レスが存在し、DstEndpoint は存在しない。 
0x02=DstAddress として 16 ビットアドレスと

DstEndpoint が存在する。 
0x03=DstAddress として 64 ビット拡張アドレス

と DstEndpoint が存在する。 
0x04 - 0xff=予約値。 

DstAddress Address DstAddrMode パラメー

タによって指定 
ASDU の転送先であるエンティティの固有のデ

バイスアドレスもしくはグループアドレス。 
DstEndpoint Integer 0x00 – 0xf0, 0xff このパラメータは、DstAddressMode が 0x02 も

しくは 0x03 の場合のみ存在する。パラメータ

が存在する場合は、ASDU の転送先であるエン

ティティ固有のエンドポイント値。 
SrcEndpoint Integer 0x00 – 0xf0 ASDU の転送元であるエンティティ固有のエン

ドポイント。 
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表 2.3 APSDE-DATA.confirm パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

Status Enumeration SUCCESS, 
NO_SHORT_ADDRESS,
NO_BOUND_DEVICE, 
SECURITY_FAIL, 
NO_ACK, 
ADSU_TOO_LONG 
または 
NLDE-DATA.confirmプ

リミティブから返され

る任意のステータス値 

対応する要求のステータス。 

TxTime Integer 実装依存 ローカルクロックを基にしたパケットの送信時

刻。NWK 層によって供給される。 
 

2.2.4.1.2.2 生成タイミング 
 

このプリミティブは、APSDE-DATA.request プリミティブの応答としてローカルの

APS サブ層エンティティによって生成される。このプリミティブは、送信要求が成

功したことを示す SUCCESS あるいは NO_SHORT_ADDRESS、
NO_BOUND_DEVICE、SECURITY_FAIL、ASDU_TOO_LONG のエラーコード、あ

るいは NLDE-DATA.confirm プリミティブから返される任意のステータス値を返す。

これらのステータスの意味については 2.2.4.1.1.3 節で詳細に述べている。 
 

2.2.4.1.2.3 受信時の動作 
 

このプリミティブを受信することにより、開始デバイスの上位層は送信要求の結果

を通知される。 送信が成功した場合、Status パラメータに SUCCESS が設定される。

そうでなければ Status パラメータはエラーを示す。 
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2.2.4.1.3 APSDE-DATA.indication 
 

このプリミティブは、APS サブ層からローカル・アプリケーション・エンティティ

にデータ PDU(ASDU)が転送されたことを示す。 
 
2.2.4.1.3.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSDE-DATA.indication  { 
     DstAddrMode, 
     DstAddress, 

DstEndpoint, 
SrcAddrMode, 
SrcAddress, 
SrcEndpoint, 
ProfileId, 
ClusterId, 
asduLength, 
asdu, 
Status, 
SecurityStatus, 
LinkQuality, 
RxTime 
} 

 
表 2.4 に、APSDE-DATA.indication プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 2 4 APSDE-DATA.indication パラメータ 

名前 型 範囲 説明 
DstAddrMode Integer 0x00 – 0xff このプリミティブの中で使用される宛先アドレス

で、受信した APDU の宛先アドレスのアドレッシ

ングモード。このパラメータは、次のリストの非

予約値のうちの 1 つをとることができる。 
0x00=予約値 
0x01=DstAddress として 16 ビットグループアドレ

スが存在し、DstEndpoint は存在しない。 
0x02=DstAddress として 16 ビットアドレスと

DstEndpoint が存在する。 
0x03 - 0xff=予約値。 

DstAddress Address DstAddrMode パ
ラメータによっ

て指定 

ASDU の転送先であるエンティティの固有のデバ

イスアドレスもしくはグループアドレス。 

DstEndpoint Integer 0x00 – 0xf0 ASDU の転送先であるローカルエンティティのタ

ーゲットエンドポイント。 
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表 2 4 APSDE-DATA.indication パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

SrcAddrMode Integer 0x00 – 0xff このプリミティブと受信した APDU で使用されて

いる発信元アドレスのアドレッシングモード。こ

のパラメータは、次のリストの予約値以外のうち

の 1 つをとることができる。 
0x00=予約値 
0x01=予約値 
0x02=SrcAddress として 16 ビットショートアドレ

スと SrcEndpoint が存在する。 
0x03= SrcAddress として 64 ビット拡張アドレスと 
SrcEndpoint が存在する。 
0x04 - 0xff=予約値。 

SrcAddress Address SrcAddrMode パ
ラメータによっ

て指定 

ASDU の転送元であるエンティティの固有のデバ

イスアドレス。 

SrcEndpoint Integer 0x00 – 0xf0 ASDU の転送元であるエンティティの固有のエン

ドポイント。 
ProfileId Integer 0x0000 – 0xffff このフレームの生成元におけるプロファイルの識

別子。 
ClusterId Integer 0x0000 – 0xffff 受信したオブジェクトの識別子。 
asduLength Integer  APSDE によって通知された ASDU を構成するオ

クテットの数。 
Asdu オクテット

の集合 
- APSDE によって通知された ASDU を構成するオ

クテットの集合。 
Status Enumeration SUCCESS, 

DEFRAG_UNSU
PPORTED, 
DEFRAG_DEFE
RRED 
またはフレーム

のセキュリティ

処理から返され

る任意のステー

タス値 

受信フレーム処理のステータス。 

Security Status Enumeration UNSECURED, 
SECURED_NWK
_KEY, 
SECURED_LINK
_KEY 

ASDU をセキュリティなしで受信した場合、

UNSECURED。 
NWK 鍵で保護された ASDU を受信した場合、

SECURED_NWK_KEY。 
リンク鍵で保護された ASDU の場合、

SECURED_LINK_KEY。 
LinkQuality Integer 0x00 – 0xff NLDE によって配送されたリンク品質値。 
RxTime Integer 実装依存 ローカルクロックを基にしたパケットの受信時

刻。NWK 層によって供給される。 
 

2.2.4.1.3.2 生成タイミング 
 

このプリミティブは APS サブ層によって生成され、ローカルの NWK 層エンティテ

ィから適切にアドレス指定されたデータフレームを受信した場合、もしくは

DstAddrMode パラメータが 0x00 に設定されておりかつバインディングエントリが

フレームをデバイス自身に転送することを指示している APSDE-DATA.request プリ

ミティブ受信した後に、上位層に発行される。ASDU ヘッダのフレームコントロー
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ルフィールドでフレームがセキュリティ保護されていることを示している場合、

4.2.3 節に示す通り、セキュリティ処理が実行されなければならない。 
 

このプリミティブは、APS サブ層・エンティティによって生成され、ローカル 
NWK 層エンティティから NLDE-DATA.indication プリミティブを用いて適切にアド

レス指定されたデータフレームを受信した場合に、上位層に発行される。 
 
APDU ヘッダのフレームコントロールフィールドで、フレームがセキュリティ保護

されていることを示している場合、4.2.3 節で規定されているセキュリティ処理が実

行されなければならない。セキュリティ処理を失敗した場合、APSDE はセキュリ

ティ処理から返されたセキュリティエラーコードを Status パラメータに設定する。 
 

フレームがセキュリティ保護されていない、もしくはセキュリティ処理が成功した

場合、APSDE はフレームがフラグメントされているかどうかチェックする。APDU
ヘッダに拡張ヘッダが含まれており、拡張フレームコントロールフィールドのフラ

グメンテーションサブフィールドがフレームはフラグメントされていることを示し

ているが、デバイスがフラグメンテーションをサポートしていない場合、APSDE
は Status パラメータを DEFRAG_UNSUPPORTED に設定する。APDU ヘッダに拡張

ヘッダが含まれ、拡張フレームコントロールフィールドのフラグメンテーションサ

ブフィールドがフレームはフラグメントされていることを示し、デバイスがフラグ

メンテーションをサポートしているが、その時点ではフレームをデフラグメントで

きない場合、APSDE は Status パラメータを DEFRAG_DEFERRED に設定する。 
 

すべての他の状況下では、APSDE は Status パラメータに SUCCESS を設定する。 
 

Status パラメータが SUCCESS に設定されない場合、APSDE は ASDULength パラメ

ータを 0 に、ASDU パラメータを null に設定する。 
 

APS サブ層エンティティは、NIB の nwkAddressMap 属性(表 3.43 参照)を使って、受

信フレームの送信元アドレスと対応する拡張 64 ビット IEEE アドレスとのマッピン

グを試みなければならない。対応する 64 ビット IEEE アドレスが見つかった場合、

APSDE は、SrcAddrMode パラメータに 0x03 を、SrcAddress パラメータに対応する

64 ビット IEEE アドレスを設定して、このプリミティブを発行する。対応する 64
ビット IEEE アドレスが見つからない場合、APSDE は、SrcAddrMode パラメータを

0x02 に、SrcAddress パラメータを受信フレームに含まれている 16 ビットの送信元

アドレスに設定して、このプリミティブを発行する。 
 

2.2.4.1.3.3 受信時の動作 
 

このプリミティブを受信すると、上位層はデバイスへのデータの到着を通知される。 
 

2.2.4.2 APS 管理サービス 
 

APS 管理エンティティ SAP(APSME-SAP)は、上位層と APSME の間の管理コマンド

の転送をサポートする。 
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表 2.5 に、APSME-SAP インタフェースを介して APSME によってサポートされるプ

リミティブを要約する。 各々のプリミティブの詳細については続くサブ節を参照

のこと。 
 

表 2.5 APSME-SAP によってアクセスされるプリミティブ 
Name Request Indication Response Confirm 

APSME-BIND 2.2.4.3.1   2.2.4.3.2 
APSME-UNBIND 2.2.4.3.3   2.2.4.3.4 
APSME-GET 2.2.4.4.1   2.2.4.4.2 
APSME-SET 2.2.4.4.3   2.2.4.4.4 
APSME-ADD-GROUP 2.2.4.5.1   2.2.4.5.2 
APSME-REMOVE-GROUP 2.2.4.5.3   2.2.4.5.4 
APSME-REMOVE-ALL-GROUPS 2.2.4.5.5   2.2.4.5.6 
 

2.2.4.3 バインディング・プリミティブ 
 
これらのプリミティブは、デバイスの上位層がどのようにローカルのバインディン

グテーブルにバインディングレコードを追加（記録）することができるか、あるい

はローカルのバインディングテーブルからバインディングレコードを削除すること

ができるかを定義する。 
 

バインディングテーブルもしくはバインディングテーブルキャッシュをサポートし

ているデバイスのみがこれらのプリミティブを処理しても良い。他のデバイスが上

位層からこれらのプリミティブを受信した場合、プリミティブは拒絶されるべきで

ある。 
 

2.2.4.3.1 APSME-BIND.request 
 

このプリミティブは、もしサポートしていれば、ローカルバインディングテーブル

にエントリを作成することにより、上位層が 2 つのデバイスをバインドする、もし

くはデバイスをグループにバインドすることを要求することができる。 
 

2.2.4.3.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 

このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSME-BIND.request  { 
SrcAddr, 
SrcEndpoint, 
ClusterId, 
DstAddrMode 
DstAddr, 
DstEndpoint 
} 

 
表 2.6 に、APSME-BIND.request プリミティブのパラメータを示す。 
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表 2.6 APSME-BIND.request パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

SrcAddr IEEE 
address 

有効な 64 ビット

IEEE アドレス 
バインディングエントリのための発信元 IEEE
アドレス。 

SrcEndpoint Integer 0x01 – 0xf0 バインディングエントリのための発信元エン

ドポイント。 
ClusterId Integer 0x0000 – 0xffff 宛先デバイスにバインドされるべき発信元デ

バイスのクラスタの識別子。 
DstAddrMode Integer 0x00 – 0xff このプリミティブの中で使用され宛先アドレ

スのアドレッシングモード。このパラメータ

は、次のリストの非予約値のうちの 1 つをと

ることができる。 
0x00=予約値 
0x01=DstAddr として 16 ビットグループアド

レスが存在し、DstEndpoint は存在しない。 
0x02=予約値 
0x03=DstAddress として 64 ビット拡張アドレ

スと DstEndpoint が存在する。 
0x04 - 0xff=予約値。 

DstAddr Address DstAddrMode パ
ラメータによっ

て指定 

バインディングエントリのための宛先アドレ

ス。 

DstEndpoint Integer 0x01 – 0xf0, 0xff このパラメータは DstAddrMode が 0x03 に設

定されている場合にのみ存在し、存在する場

合は、バインディングエントリのための宛先

エンドポイントである。 
 

2.2.4.3.1.2 生成タイミング 
 

このプリミティブは上位層によって生成され、バインディングテーブルをサポート

しているデバイスで上でバインディング操作を開始させるために、APS サブ層に発

行される。 
 

2.2.4.3.1.3 受信時の動作 
 

現在ネットワークに加入していないデバイス、もしくはバインディングテーブルを

サポートしていないデバイスがこのプリミティブを受信した場合、もしくは、パラ

メータに規定範囲外の値が設定されている場合、APSME は、Status パラメータに

ILLEGAL_REQUEST を設定して APSME-BIND.confirm プリミティブを発行する。 
 

バインディングテーブルをサポートするデバイスの APS サブ層が、NHLE からこの

プリミティブを受信した場合、APSME はバインディングテーブルに指定されたエ

ントリを作成することを試みる。エントリを作成できた場合、APSME は Status パ
ラメータに SUCCESS を設定して APSME-BIND.confirm プリミティブを発行する。

バインディングテーブルの容量不足によりエントリを作成できなかった場合、

APSME は Status パラメータに TABLE_FULL を設定して APSME-BIND.confirm プリ

ミティブを発行する。 
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2.2.4.3.2 APSME-BIND.confirm 
 

このプリミティブは、2 つのデバイスをバインドする、もしくはデバイスをグルー

プにバインドするための要求の結果を、上位層に通知することを可能にする。 
 

2.2.4.3.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 

このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 
APSME-BIND.confirm   { 

Status, 
SrcAddr, 
SrcEndpoint, 
ClusterId, 
DstAddrMode, 
DstAddr, 
DstEndpoint 
} 

 
表 2.7 に、APSME-BIND.confirm プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 2.7 APSME-BIND.confirm パラメータ 

名前 型 範囲 説明 
Status Enumeration SUCCESS, 

ILLEGAL_REQUEST, 
TABLE_FULL, 
NOT_SUPPORTED 

バインディング要求の結果。 

SrcAddr IEEE 
address 

有効な 64 ビット

IEEE アドレス 
バインディングエントリのための発信元

IEEE アドレス。 
SrcEndpoint Integer 0x01 – 0xf0 バインディングエントリのための発信元エ

ンドポイント。 
ClusterId Integer 0x0000 – 0xffff 宛先デバイスにバインドされるべき発信元

デバイスのクラスタの識別子。 
DstAddrMode Integer 0x00 – 0xff このプリミティブの中で使用され宛先アド

レスのアドレッシングモード。このパラメ

ータは、次のリストの非予約値のうちの 1
つをとることができる。 
0x00=予約値 
0x01=DstAddr として 16 ビットグループアド

レスが存在し、DstEndpoint は存在しない。 
0x02=予約値 
0x03=DstAddress として 64 ビット拡張アド

レスと DstEndpoint が存在する。 
0x04 - 0xff=予約値。 

DstAddr Address DstAddrMode パラメ

ータによって指定 
バインディングエントリのための宛先 IEEE
アドレス。 

DstEndpoint Integer 0x01 – 0xf0, 0xff このパラメータは DstAddrMode が 0x03 に設

定されている場合にのみ存在し、存在する

場合は、バインディングエントリのための

宛先エンドポイントである。 
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2.2.4.3.2.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは APSME によって生成され、APSME-BIND.request プリミティ

ブの応答として NHLE に発行される。要求が成功した場合、Status パラメータはバ

インド要求が成功したことを示す。そうでなければ Status パラメータは

NOT_SUPPORTED、ILLEGAL_REQUEST あるいは TABLE_FULL のエラーコード

を示す。 
 

2.2.4.3.2.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、上位層はバインド要求の結果を通知される。バイ

ンド要求が成功した場合、Status パラメータは SUCCESS に設定される。そうでな

ければ、Status パラメータはエラーを示す。 
 

2.2.4.3.3 APSME-UNBIND.request 
 
このプリミティブは、機能をサポートしている場合、上位層が、ローカルのバイン

ディングテーブルからエントリを削除することによって、2 つのデバイスのバイン

ディングを解除する、もしくはデバイスのグループへのバインディングを解除する

要求を可能にする。 
 

2.2.4.3.3.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 
APSME-UNBIND.request   { 

SrcAddr, 
SrcEndpoint, 
ClusterId, 
DstAddrMode, 
DstAddr, 
DstEndpoint 
} 

 
表 2.8 に、APSME-UNBIND.request プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 2.8 APSME-UNBIND.request パラメータ 

名前 型 範囲 説明 
SrcAddr IEEE 

address 
有効な 64 ビット

IEEE アドレス 
バインディングエントリのための発信元 IEEE アドレ

ス。 
SrcEndpoint Integer 0x01 – 0xf0 バインディングエントリのための発信元エンドポイン

ト。 
ClusterId Integer 0x0000 – 0xffff 宛先デバイスにバインドされる発信元デバイスのクラ

スタの識別子。 
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表 2.8 APSME-UNBIND.request パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

DstAddrMode Integer 0x00 – 0xff このプリミティブの中で使用され宛先アドレスのアド

レッシングモード。このパラメータは、次のリストの

非予約値のうちの 1 つをとることができる。 
0x00=予約値 
0x01=DstAddr として 16 ビットグループアドレスが存

在し、DstEndpoint は存在しない。 
0x02=予約値 
0x03=DstAddress として 64 ビット拡張アドレスと

DstEndpoint が存在する。 
0x04 - 0xff=予約値。 

DstAddr IEEE 
address 

DstAddrMode に
よって指定 

バインディングエントリのための宛先 IEEE アドレ

ス。 
DstEndpoint Integer 0x01 – 0xf0, 0xff このパラメータは DstAddrMode が 0x03 に設定されて

いる場合にのみ存在し、存在する場合は、バインディ

ングエントリのための宛先エンドポイントである。 
 

2.2.4.3.3.2 生成タイミング 
 

このプリミティブは上位層によって生成され、バインディングテーブルをサポート

しているデバイス上で、バインド解除操作を開始するために、APS サブ層に発行さ

れる。 
 

2.2.4.3.3.3 受信時の動作 
 

現在ネットワークに加入していないデバイス、もしくはバインディングテーブルを

サポートしていないデバイスがこのプリミティブを受信した場合、もしくは、パラ

メータに規定範囲外の値が設定されている場合、APSME は、Status パラメータに

ILLEGAL_REQUEST を設定して APSME-BIND.confirm プリミティブを発行する。 
 
バインディングテーブルをサポートしているデバイスの APS が、NHLE からこのプ

リミティブを受信した場合、APSME はバインディングテーブル中の指定されたエ

ントリを検索する。エントリが存在する場合、APSME はエントリを削除し、Status
パラメータに SUCCESS を設定して APSME-UNBIND. confirm プリミティブ

(2.2.4.3.4 節参照)を発行する。エントリが見つからなかった場合、APSME は、

Status パラメータに INVALID_BINDING を設定して APSME-UNBIND.confirm プリ

ミティブを発行する。 
 

2.2.4.3.4 APSME-UNBIND.confirm 
 

このプリミティブは、2 つのデバイスのバインディングの解除要求、もしくはデバ

イスのグループへのバインディングの解除要求の結果を上位層に通知することを可

能にする。 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 2 42 
Application Layer Specification 

 
 

2.2.4.3.4.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 

このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 

APSME-UNBIND.confirm    { 
Status, 
SrcAddr, 
SrcEndpoint, 
ClusterId, 
DstAddrMode, 
DstAddr, 
DstEndpoint 
} 

 
表 2.9 に、APSME-UNBIND.confirm プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 2.9 APSME-UNBIND.confirm パラメータ 

名前 型 範囲 説明 
Status Enumeration SUCCESS, 

ILLEGAL_REQUEST, 
INVALID_BINDING 

バインド解除要求の結果。 

SrcAddr IEEE 
address 

有効な 64 ビット

IEEE アドレス 
バインディングエントリのための発信元

IEEE アドレス。 
SrcEndpoint Integer 0x01 – 0xf0 バインディングエントリのための発信元

エンドポイント。 
ClusterId Integer 0x0000 – 0xffff 宛先デバイスにバインドされている発信

元デバイスのクラスタの識別子。 
DstAddrMode Integer 0x00 – 0xff このプリミティブの中で使用され宛先ア

ドレスのアドレッシングモード。このパ

ラメータは、次のリストの非予約値のう

ちの 1 つをとることができる。 
0x00=予約値 
0x01=DstAddr として 16 ビットグループ

アドレスが存在し、DstEndpoint は存在

しない。 
0x02=予約値 
0x03=DstAddress として 64 ビット拡張ア

ドレスと DstEndpoint が存在する。 
0x04 - 0xff=予約値。 

DstAddr IEEE 
address 

DstAddrMode パラメ

ータによって指定 
バインディングエントリのための宛先

IEEE アドレス。 
DstEndpoint Integer 0x01 – 0xf0, 0xff バインディングエントリのための宛先エ

ンドポイントである。 
 

2.2.4.3.4.2 生成タイミング 
 

このプリミティブは APSME によって生成され、APSME-UNBIND.request プリミテ

ィブの応答として NHLE に発行される。リクエストが成功した場合、Status パラメ

ータはバインド解除要求が成功したことを示す。そうでなければ Status パラメータ

は ILLEGAL_REQUEST あるいは INVALID_BINDING のエラーコードを示す。 
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2.2.4.3.4.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると上位層はバインド解除要求の結果を通知される。バ

インド解除要求が成功した場合、Statusパラメータに SUCCESSが設定される。そ
うでなければ Statusパラメータはエラーを示す。 
 
2.2.4.4 情報ベースの管理 
 
これらのプリミティブは、デバイスの上位層がどのように AIBの属性を読み書きす
ることができるかを定義している。 
 
2.2.4.4.1 APSME-GET.request 
 
このプリミティブは、上位層が AIBから属性の値を読み出すことを可能にする。 
 
2.2.4.4.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSME-GET.request  { 
AIBAttribute 
} 

 
表 2.10に、このプリミティブのパラメータを示す。 

 
表 2.10 APSME-GET.requestパラメータ 

名前 型 範囲 説明 
AIBAttribute Integer 表 2.24参照 読み出す AIB属性の識別子。 

 
2.2.4.4.1.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、上位層によって生成され、AIBから属性を読み出すために
APSMEに発行される。 
 
2.2.4.4.1.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、APSMEはリクエストされた AIB属性をデータベ
ースから取り出すことを試みる。AIB属性の識別子がデータベースで見つからない
場合、APSMEは UNSUPPORTED_ATTRIBUTEのステータスを設定した APSME-
GET.confirmプリミティブを発行する。 
 
要求された AIB属性が正しく取り出せた場合、APSMEは AIB属性識別子と値およ
び SUCCESSのステータスを設定した APSME-GET.confirmプリミティブを発行す
る。 
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2.2.4.4.2 APSME-GET.confirm 
 
このプリミティブは AIB から属性値の読み出し要求の結果を通知する。 
 
2.2.4.4.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSME-GET.confirm  { 
     Status, 
     AIBAttribute, 
     AIBAttributeLength, 
     AIBAttributeValue 
     } 

 
表 2.11 に、このプリミティブのパラメータを示す。 
 

表 2.11 APSME-GET.confirm パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

Status Enumeration SUCCESS または 
UNSUPPORTED_ATTRIBUTE

AIB 属性値の読み出し要求の 
結果。 

AIBAttribute Integer 表 2.24 参照 読み出した AIB 属性の識別子。 
AIBAttributeLength Integer 0x0001 – 0xffff 通知する属性値のオクテット長 
AIBAttributeValue Various 属性ごとに規定(表 2.4 参照) 読み出した AIB 属性の値。 

 
2.2.4.4.2.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、APSME によって生成され、APSME-GET.request プリミティ

ブの応答として上位層に発行される。このプリミティブは、AIB 属性の読み出し要

求が成功したことを示す SUCCESS のステータス、あるいは

UNSUPPORTED_ATTRIBUTE のエラーコードを返す。これらのステータスの値の

意味は、2.2.4.4.1.3 に記述されている。 
 
2.2.4.4.2.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、上位層は AIB 属性の読み出し要求の結果を通知さ

れる。AIB 属性の読み出し要求が成功した場合、Status パラメータは SUCCESS に

設定される。そうでなければ、Status パラメータはエラーを示す。 
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2.2.4.4.3 APSME-SET.request 
 
このプリミティブは、上位層が、AIB に属性の値を書き込むことを可能にする。 
 
2.2.4.4.3.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSME-SET.request  { 
AIBAttribute, 
AIBAttributeLength, 
AIBAttributeValue 
} 

 
表 2.12 に、このプリミティブのパラメータを示す。 
 

表 2.12 APSME-SET.request パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

AIBAttribute Integer 表 2.24 参照 書き込む AIB 属性の識別子 
AIBAttributeLength Integer 0x0000 – 0xffff 設定する属性値のオクテット長 
AIBAttributeValue Various 属性ごとに規定（表 2.24 参照） 書き込まれるべき AIB 属性の値

 
2.2.4.4.3.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、上位層によって生成され、AIB 属性の値を書き込むために

APSME に発行される。 
 
2.2.4.4.3.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、APSME はデータベースの中の指定された AIB 属

性に与えられた値を書き込むことを試みる。AIBAttribute パラメータがデータベー

スで見つからない属性を指定した場合、APSME は UNSUPPORTED_ATTRIBUTE
のステータスを設定した APSME-SET.confirm プリミティブを発行する。

AIBAttributeValue パラメータが与えられた属性に対し範囲外の値を指定した場合、

APSME は INVALID_PARAMETER のステータスを設定した APSME-SET.confirm プ

リミティブを発行する。 
 
要求された AIB 属性の書き込みが成功した場合、APSME は SUCCESS のステータ

スを設定した APSME -SET.confirm プリミティブを発行する。 
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2.2.4.4.4 APSME-SET.confirm 
 
このプリミティブは、AIB 属性に値を書き込みした結果を通知する。 
 
2.2.4.4.4.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSME-SET.confirm  { 
      Status, 
      AIBAttribute 
      } 

 
表 2.13 に、このプリミティブのパラメータを示す。 
 

表 2.13 APSME-SET.confirm パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

Status Enumeration SUCCESS, 
INVALID_PARAMETER 
UNSUPPORTED_ATTRIBUTE

AIB 属性の書き込み要求の

結果。 

AIBAttribute Integer 表 2.24 参照 書き込まれた AIB 属性の識

別子。 
 

2.2.4.4.4.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、APSME によって生成され、APSME-SET.request プリミティ

ブの応答として上位層に発行される。このプリミティブはリクエストされた値が指

定された AIB 属性に書き込まれたことを示す SUCCESS、あるいは

INVALID_PARAMETER または UNSUPPORTED_ATTRIBUTE のエラーコードのい

ずれかのステータスを返す。これらのステータスの意味は 2.2.4.4.3.3 で詳細に記述

している。 
 
2.2.4.4.4.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、上位層は、AIB 属性の書き込み要求の結果を通知

される。要求された値が、指定された AIB 属性に書き込まれた場合、Status パラメ

ータは SUCCESS に設定される。そうでなければ Status パラメータはエラーを示す。 
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2.2.4.5 Group Management 
 
これらのプリミティブは、グループテーブルのエントリを追加および削除すること

により、上位層が現デバイス上のエンドポイントのグループメンバシップを管理す

ることを可能にする。 
 
2.2.4.5.1 APSME-ADD-GROUP.request 
 
このプリミティブは、上位層が特定のグループのメンバとして特定のエンドポイン

トを追加要求することを可能にする。 
 
2.2.4.5.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 
APSME-ADD-GROUP.request  { 
      GroupAddress, 
      Endpoint 
      } 
 
表 2.14 に、このプリミティブのパラメータを示す。 
 

表 2.14 APSME-ADD-GROUP.request パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

GroupAddress 16-bit group 
address 

0x0000 – 0xffff 追加されるグループの 16 ビットアドレス 

Endpoint Integer 0x01 – 0xf0 与えられたグループに追加するエンドポイント

 
2.2.4.5.1.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、将来グループアドレス宛のフレームが、指定するエンドポイ

ントに配信されるように、特定のグループにエンドポイントを追加したい時に、上

位層によって生成される。 
 
2.2.4.5.1.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信したときに、GroupAddress パラメータが有効範囲外である

ことがわかった場合、APSME は上位層に INVALID_PARAMETER のステータスを

設定した APSME-ADD-GROUP.confirm プリミティブを発行する。同様に、Endpoint
パラメータが範囲外もしくは現デバイスに実装されていないエンドポイントの値で

ある場合、APSME は INVALID_PARAMETER のステータスを設定した APSME-
ADD-GROUP.confirm プリミティブを発行する。 
 
上述したパラメータのチェックをした後、APSME はグループテーブルに

GroupAddress および Endpoint パラメータで与えられた値を含んでいるエントリが既

に存在しているかどうかをチェックする。そのようなエントリがテーブルに既に存

在する場合、APSME は SUCCESS のステータスを設定した APSME-ADD-
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GROUP.confirm プリミティブを上位層に発行する。そのようなエントリが存在しな

いが、テーブルにエントリを追加する余裕がある場合、APSME はグループテーブ

ルに GroupAddress および Endpoint パラメータで与えられた値を持つ新たなエント

リを追加する。エントリを APS グループテーブルに追加した後、NWK 層がグルー

プテーブルを管理している場合、APSME は NLME-SET.request プリミティブを発行

して nwkGroupIDTable を設定することにより、対応する NWK グループテーブルと

APS サブ層のグループテーブルに含まれているグループアドレスのリストが一致し

ていることを保証する。一度、両テーブルが一致すれば、APSME は SUCCESS の

ステータスを設定した APSME-ADD-GROUP.confirm プリミティブを上位層に発行

する。GroupAddress および Endpoint パラメータで与えられた値のエントリが無く、

グループテーブルに新たなエントリを追加する余地が無い場合、APSME は

TABLE_FULL のステータスを設定した APSME-ADD-GROUP.confirm プリミティブ

を上位層に発行する。 
 
2.2.4.5.2 APSME-ADD-GROUP.confirm 
 
このプリミティブは、グループにエンドポイントを追加する要求の結果を上位層に

通知することを可能にする。 
 
2.2.4.5.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSME-ADD-GROUP.confirm   { 
Status, 
GroupAddress, 
Endpoint 
} 

 
表 2.15 に、このプリミティブのパラメータを示す。 
 

表 2.15 APSME-ADD-GROUP.confirm パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

Status Enumeration SUCCESS, 
INVALID_PARAMETER,
もしくは 
TABLE_FULL 

グループ追加要求のステータス 

GroupAddress 16-bit group 
address 

0x0000 – 0xffff 追加されるグループの 16 ビットアドレ

ス 
Endpoint Integer 0x01 – 0xf0 与えられたグループに追加するエンド

ポイント 
 

2.2.4.5.2.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは APSME によって生成され、APSME-ADD-GROUP.request プリ

ミティブの応答として上位層に発行される。APSME-ADD-GROUP.request が成功し

た場合、Status パラメータの値は SUCCESS に設定される。APSME-ADD-
GROUP.request プリミティブのパラメータの 1 つが無効な値を持つ場合、ステータ
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ス値として INVALID_PARAMETER が設定される。APSME がグループテーブルエ

ントリの追加を試みたが、テーブルに新たなエントリを追加する余地が無かった場

合、ステータス値として TABLE_FULL が設定される。 
 
2.2.4.5.2.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、上位層はグループを追加する要求のステータスが

通知される。Status パラメータの値は、上で述べたとおりである。 
 
2.2.4.5.3 APSME-REMOVE-GROUP.request 
 
このプリミティブは、上位層が特定のエンドポイントための特定グループのメンバ

ーシップの削除を要求することを可能にする。 
 
2.2.4.5.3.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 

 
APSME-REMOVE-GROUP.request  { 

GroupAddress, 
Endpoint 
} 

 
表 2.16 に、このプリミティブのパラメータを示す。 

 
表 2.16 APSME-REMOVE-GROUP.request パラメータ 

名前 型 範囲 説明 
GroupAddress 16-bit group 

 address 
0x0000 – 0xffff 削除するグループの 16 ビットアドレス 

Endpoint Integer 0x01 – 0xf0 与えられたグループから削除するエンドポイント

 
2.2.4.5.3.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、グループアドレス宛のフレームが今後指定するエンドポイン

トに配信されないようにするために、エンドポイントから特定のグループのメンバ

ーシップを削除したい時に、上位層によって生成される。 
 
2.2.4.5.3.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信したときに、GroupAddress パラメータが有効範囲外である

ことがわかった場合、APSME は上位層に INVALID_PARAMETER のステータスを

設定した APSME-REMOVE-GROUP.confirm プリミティブを発行する。同様に、

Endpoint パラメータが範囲外もしくは現デバイスに実装されていないエンドポイン

トの値である場合、APSME は INVALID_PARAMETER のステータスを設定した

APSME-REMOVE-GROUP.confirm プリミティブを発行する。 
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上述したパラメータのチェックをした後、APSME はグループテーブルに

GroupAddress および Endpoint パラメータで与えられた値を含んでいるエントリが既

に存在しているかどうかをチェックする。そのようなエントリがテーブルに既に存

在する場合、そのエントリを削除する。NWK 層がグループテーブルを管理してい

る場合、APSME は NLME-SET.request プリミティブを発行して nwkGroupIDTable を
設定することにより、対応する NWK グループテーブルと APS サブ層のグループテ

ーブルに含まれているグループアドレスのリストが一致していることを保証する。

一度、両テーブルが一致すれば、APSME は SUCCESS のステータスを設定した

APSME-REMOVE-GROUP.confirm プリミティブを上位層に発行する。そのような

エントリがない場合、APSME は INVALID_GROUP のステータスを設定した

APSME-REMOVE-GROUP.confirm プリミティブを上位層に発行する。 
 
2.2.4.5.4 APSME-REMOVE-GROUP.confirm 
 
このプリミティブは、エンドポイントからグループを削除する要求の結果を上位層

に通知することを可能にする。 
 
2.2.4.5.4.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSME-REMOVE-GROUP.confirm  { 
Status, 
GroupAddress, 
Endpoint 
} 

  
表 2.17 に、このプリミティブのパラメータを示す。 

 
表 2.17 APSME-REMOVE-GROUP.confirm パラメータ 

名前 型 範囲 説明 
Status Enumeration SUCCESS, 

INVALID_GROUP 
もしくは 
INVALID_PARAMETER

グループ削除要求のステータス 

GroupAddress 16-bit group 
address 

0x0000 – 0xffff 削除されるグループの 16 ビットアドレ

ス 
Endpoint Integer 0x01 – 0xf0 グループから削除するエンドポイント 
 

2.2.4.5.4.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは APSME によって生成され、APSME-REMOVE-GROUP.request
プリミティブの応答として上位層に発行される。APSME-REMOVE-GROUP.request
が成功した場合、Status パラメータの値は SUCCESS に設定される。APSME-
REMOVE-GROUP.request プリミティブが GroupAddress および Endpoint パラメータ

によって与えられた値を含むエントリが存在しなかったために、成功しなかった場

合、ステータス値として INVALID_GROUP が設定される。APSME-REMOVE-
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GROUP.request プリミティブのパラメータの 1 つが無効な値を持つ場合、ステータ

ス値として INVALID_PARAMETER が設定される。 
 
2.2.4.5.4.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、上位層はグループを削除する要求のステータスが

通知される。Status パラメータの値は、上で述べたとおりである。 
 
2.2.4.5.5 APSME-REMOVE-ALL-GROUPS.request 
 
このプリミティブは、いかなるグループアドレス宛のフレームも今後指定するエン

ドポイントに配信されないようにするために、エンドポイントからすべてのグルー

プのメンバーシップを削除したい時に、上位層によって生成される。 
 
2.2.4.5.5.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSME-REMOVE-ALL-GROUP.request  { 
       Endpoint 
       } 

 
表 2.18 に、このプリミティブのパラメータを示す。 
 

表 2.18 APSME-REMOVE-ALL-GROUP.request パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

Endpoint Integer 0x01 – 0xf0 グループを削除するエンドポイント 
 

2.2.4.5.5.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、いかなるグループアドレス宛のフレームも今後指定するエン

ドポイントに配信されないようにするために、エンドポイントからすべてのグルー

プのメンバーシップを削除したい時に、上位層によって生成される。 
 
2.2.4.5.5.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信したときに、Endpoint パラメータが範囲外もしくは現デバ

イスに実装されていないエンドポイントの値である場合、APSME は

INVALID_PARAMETER のステータスを設定した APSME-REMOVE-ALL-
GROUP.confirm プリミティブを発行する。 
 
上述したように Endpoint パラメータのチェックをした後、APSME はグループテー

ブルからこのエンドポイントに関連するすべてのエントリを削除する。APSME は

NLME-SET.request プリミティブを発行して nwkGroupIDTable を設定することによ

り、対応する NWK グループテーブルと APS サブ層のグループテーブルに含まれて

いるグループアドレスのリストが一致していることを保証する。一度、両テーブル
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が一致すれば、APSME は SUCCESS のステータスを設定した APSME-REMOVE-
ALL-GROUP.confirm プリミティブを上位層に発行する。 
 
2.2.4.5.6 APSME-REMOVE-GROUP.confirm 
 
このプリミティブは、エンドポイントからすべてのグループを削除する要求の結果

を上位層に通知することを可能にする。 
 
2.2.4.5.6.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは、以下の通りである。 
 

APSME-REMOVE-ALL-GROUP.confirm  { 
       Status, 
       Endpoint 
       } 

 
表 2.19 に、このプリミティブのパラメータを示す。 
 

表 2.19 APSME-REMOVE-ALL-GROUP.confirm パラメータ 
名前 型 範囲 説明 

Status Enumeration SUCCESS 
もしくは 
INVALID_PARAMETER

すべてのグループを削除する 
要求のステータス 

Endpoint Integer 0x01 – 0xf0 すべてのグループを削除するエンドポイント 
 

2.2.4.5.6.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは APSME によって生成され、APSME-REMOVE-ALL-
GROUP.request プリミティブの応答として上位層に発行される。APSME-REMOVE-
ALL-GROUP.request が成功した場合、Status パラメータの値は SUCCESS に設定さ

れる。APSME-REMOVE-ALL-GROUP.request プリミティブの Endpoint パラメータ

が無効な値であった場合、ステータス値として INVALID_PARAMETER が設定され

る。 
 
2.2.4.5.6.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、上位層はエンドポイントからすべてのグループを

削除する要求のステータスが通知される。Status パレメータの値は、上で述べたと

おりである。
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2.2.5 フレームフォーマット 
 
ここでは、APS フレーム（APDU）のフォーマットについて規定する。各 APS フレ

ームは以下の基本要素から構成されている。 
 
－ フレーム制御とアドレス指定情報から構成されている APS ヘッダ 
－ 可変長でフレームタイプの固有情報を含んでいる APS ペイロード 
 
APS サブ層のフレームは特定の順序の連続フィールドとして記述される。ここで説

明する全てのフレームフォーマットは、ネットワーク層によって転送される順序に

従って、左から右方向に示す。 左端ビットが時間的に 初に送られる。フィール

ドの長さを k ビットとすると、各フィールド内のビットには 0（ 左端で 下位）

から k-1（ 右端で 上位）の番号が振られる。長さが１オクテットを超えるフィ

ールドでは、 下位番号ビットを含むオクテットから 上位番号ビットを含むオク

テットの順にネットワーク層に送信される。 
 
送信に際して、全ての予約(Resereved)とされたフィールドは 0 に設定しなければな

らない。受信に際しては、この版において予約とされた全てのフィールドが 0 であ

ることを確認しなければならない。もし予約フィールドが 0 でないときには、以降

の処理をせずフレームを棄却しなければならない。 
 

2.2.5.1 一般的な APDU フレームフォーマット 
 
APS フレームフォーマットは APS ヘッダと APS ペイロードから構成される。APS
ヘッダのフィールドは固定された順序に並べられるが、アドレス指定フィールドは

全てのフレームには含まれない。一般的な APS フレームのフォーマットを図 2.2 に

示す。 
 

 
図 2.2 一般的な APS フレームフォーマット 

 
2.2.5.1.1 Frame controlフィールド 
 
Frame control フィールドは 8 ビット長であり、フレームタイプ、アドレス指定のフ

ィールドと他の制御フラグを定義する情報が含まれている。Frame control フィール

ドのフォーマットを図 2.3 に示す。 
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図 2.3 Frame control フィールドのフォーマット 

 
2.2.5.1.1.1 Frame type サブフィールド 
 
Frame type サブフィールドは 2 ビット長であり、表 2.20 に示す非予約値のいずれか

に設定する。 
 

表 2.20 Frame type サブフィールドの値 
Frame type の値 

b1 b0
Frame type 名 

00 データフレーム 
01 コマンドフレーム 
10 アクノリッジフレーム 
11 予約 

   
2.2.5.1.1.2 Delivery mode サブフィールド 
 
Delivery mode サブフィールドは 2 ビット長であり、表 2.21 に示す非予約値のいず

れかに設定する。 
 

表 2.21 Delivery mode サブフィールドの値 
Delivery mode の値 

b1 b0
Delivery mode 名 

00 Normal unicast delivery 
01 Indirect 
10 Broadcast 

11 Group addressing 
 
値が 0b00 の場合、受信デバイスの指定されたエンドポイントにフレームが送り届

けられる。 
 
値が 0b10 の場合、メッセージはブロードキャストになる。この場合、メッセージ

は 3.6.5 節で使用方法が定義されている選択されたブロードキャストアドレスで定

義された全てのデバイスに送られる。Destination endpoint フィールドは 0x01 から

0xf0 の値（特定 Endpoint へのブロードキャストの場合）もしくは、0xff(全ての有効

Endpoint へのブロードキャストの場合)に設定する。 
 
値が 0b11 の場合は、Group addressing が使われ、APS ヘッダの中のグループアドレ

スフィールドによって特定されるグループのメンバであることを表明しているデバ

イスエンドポイントにだけ届けられる。送信元デバイスの他のエンドポイントは送

出されるフレームが届けられるグループアドレスのメンバになることもできる。フ
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レームはグループの全てのメンバと、指定されたグループのメンバである送信元デ

バイスの他のエンドポイントに送られなければならない。 
 
nwkUseMulticast が TRUE に設定されているデバイスは送出フレームの Delivery 
mode を 0b11 に設定してはいけない。この場合は 0b10(ブロードキャスト)に設定し、

destination address mode を group addressing にして NLDEDATA.request を使ってフレ

ームを送らなければならない。 
 
2.2.5.1.1.3 Ack Format サブフィールド 
 
このビットはあて先エンドポイント、クラスターID、プロファイル ID と送信元エ

ンドポイントのフィールドが応答フレーム(Acknowledgement フレーム)に出現すべ

きか否かを指定する。データフレーム Acknowledgement の場合には 0 が設定され、

APS コマンドフレームの場合は 1 が設定される。 
 
2.2.5.1.1.4 Security サブフィールド 
 
セキュリティサービスプロバイダ（Chapter 4 参照）がこの Security サブフィールド

を管理する。 
 
2.2.5.1.1.5 Acknowledgement Request サブフィールド 
 
Acknowledgement request サブフィールドは 1 ビット長であり、現在の通信において

フレームの受信時にアックノリッジメントフレームの発信元への返信を要求するか

どうか指定する。このサブフィールドを 1 に設定した場合、受信側は、フレームが

有効であることを確認した後、アックノリッジメントフレームを作成し、発信元に

返信する。このサブフィールドを 0 に設定した場合、受信側は、アックノリッジメ

ントフレームを発信元に返信しない。 
 
すべてのブロードキャストおよびマルチキャストフレームでは、このサブフィール

ドは、0 に設定しなければならない。 
 
2.2.5.1.1.6 Extended Header Present 
 
Extended header present サブフィールドは 1 ビット長で extended header がフレームに

含まれるかどうかを指定する。このサブフィールドが 1 に設定されると、extended 
header がフレームに含まれる。そうでない場合、extended header はフレームに含ま

れない。 
 
2.2.5.1.2 Destination endpointフィールド 
 
Destination endpoint フィールドは 8 ビット長であり、フレームの 終受信デバイス

のエンドポイントを指定する。このフィールドは Frame control フィールドにおける

Delivery mode サブフィールドが 0b00(通常のユニキャスト配信)、0b01(frame control
フィールドにおける indirect address mode サブフィールドも 0 に設定されている

indirect 配信)、もしくは 0b10(broadcast 配信)である場合にのみフレームに含まれる。
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ブロードキャスト配信の場合は、フレームは指定された 0x01 から 0xf0 のエンドポ

イントに配信されるか、destination endpoint に 0xff を指定した場合は全てのアクテ

ィブエンドポイントに送られる。 
 
宛先エンドポイント値 0x00 は各デバイスに常駐する ZigBee デバイスオブジェクト

(ZDO)がフレームの宛先であることを示す。宛先エンドポイント値 0x01～0xf は、

そのエンドポイントで実行されているアプリケーションがフレームの宛先となる。

宛先エンドポイント値 0xff は、0x00 を除くすべてのアクティブなエンドポイント

がフレームの宛先となる。その他のすべてのエンドポイント(0xf1～0xfe)は予約さ

れている。 
 
2.2.5.1.3 Group addressフィールド 

 
Group address フィールドは 16 ビット長であり、Frame control フィールドにおける

Delivery mode サブフィールドが 0b11 の値の場合にのみ出現する。この場合、

Destination endpoint は出現しない。APS ヘッダに Group address フィールドが含まれ

ると、エンドポイントと Group address フィールドの内容によって特定されるグル

ープの間の関係を保持しているグループテーブルにある全てのエンドポイントにフ

レームが送られる。 
 
nwkUseMulticast が TRUE に設定されているデバイスは、送信するフレームのグルー

プアドレスフィールドを設定してはならない。 
 
2.2.5.1.4 Cluster identifierフィールド 
 
Cluster identifier フィールドは 16 ビット長であり、フレームに関連しており、フレ

ームが配送されるデバイスでメッセージのフィルタリングや解釈を可能にするクラ

スタＩＤを指定する。このフィールドはデータフレームもしくは Acknowledgement
フレームのみに出現する。 
 
2.2.5.1.5 Profile identifier フィールド 
 
Profile identifier フィールドは 2 オクテット長であり、フレームが用いられる ZigBee
プロファイル識別子を指定し、フレームの配信をする各々のデバイスで、メッセー

ジのフィルタリングするときに使われる。このフィールドはデータまたはアックノ

リッジメントフレームだけで使われる。 
 
2.2.5.1.6 Source endpoint フィールド 
 
Source endpoint フィールドは 8 ビット長であり、フレームの 初の発行元デバイス

のエンドポイントを指定する。送信元エンドポイント値 0x00 は、各デバイスに常

駐する ZigBee デバイスオブジェクト（ZDO）からフレームが発信されたことを示

す。送信元エンドポイント値 0x01-0xf0 は、フレームがそのエンドポイントで実行

しているアプリケーションからフレームが発信されたことを示す。それ以外の全て

のエンドポイント（0xf1-0xff）は予約されている。 
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2.2.5.1.7 APSカウンタ 
 
このフィールドは 8 ビット長であり、2.2.8.4.2 項で記述されているように、重複フ

レームの受信を排除するために使われる。値は新しい送信のたびに 1 ずつ増加する。 
 
2.2.5.1.8 Extended Header サブフレーム 
 
Extended header サブフレームはさらにサブフィールをもつ。フォーマットは図 2.4
のようになる。 

 
図 2.4 Exnteded Header サブフレームのフォーマット 

 
2.2.5.1.8.1 Extended Frame Control フィールド 
 
Extended frame control フィールドは 8 ビット長であり、フラグメンテーションの使

用を定義する情報を含んでいる。Extended frame control フィールドは図 2.5 のよう

になる。 

 
図 2.5 Exnteded Frame Control フィールドのフォーマット 

 
Fragmentation サブフィールドは 2 ビット長であり、Table 2.22 に列挙された非予約

のいずれかの値をとらなかればならない。 
 

Table 2.22 Fragmentation サブフィールドの値 

 
 

2.2.5.1.8.2 Block 番号 
 
Block 番号フィールドは１オクテット長であり、次に示すようにフラグメンテーシ

ョン制御に使われる。：もし、Fragmentation サブフィールドが Transmission is not 
fragmented（送信はフラグメンテーションされない）を示す値に設定されていたら、

Block 番号フィールドはサブフレームに出現しない。もし、Fragmentation サブフィ

ールドが 01 に設定されていたら Block 番号フィールドはサブフレームに含まれ、

フラグメンテーション送信のブロック数を示す。Fragmentation サブフィールドが
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10 に設定されていたら、Block 番号フィールドはサブフレームに含まれ、現在のフ

レームが何ブロック目であるかを示す。0x01 は 2 番目のフラグメントを、0x02 は 3
番目のフラグメントをという具合に値をとる。 
 
2.2.5.1.8.3 Ack ビットフィールド 
 
Ack ビットフィールドは 1 オクテット長であり、2.2.8.4.5.2 項にて記述されている

APS Acknowledgement で、フラグメントされた ASDU のどのブロックが受信に成功

したかを示すために使われる。このフィールドはフレームタイプサブフィールドが

Acknowledgement を指定し、Fragmentation サブフィールドがフラグメント送信を指

定しているときにのみ出現する。 
 
2.2.5.1.9 Frame payloadフィールド 
 
Frame payload フィールドは可変長であり、個々のフレームタイプに固有の情報を含

んでいる。 
 
2.2.5.2 個々のフレームタイプのフォーマット 
 
フレームタイプとして、データ、APS コマンドとアクノリッジの 3 つが定義されて

いる。この 3 つのフレームタイプそれぞれについて、説明する。 
 
2.2.5.2.1 データフレームのフォーマット 
 
データフレームのフォーマットを図 2.6 に示す。 
 

 
図 2.6 データフレームフォーマット 

 
データフレームのフィールド順序は図 2.2 に示す一般 APS フレームの順序に準拠す

る。 
 
2.2.5.2.1.1 データフレームの APS header フィールド 
 
データフレームの APS header フィールドは、Frame control フィールド、 Cluster 
identifier フィールド、Profile identifier フィールド、Source endpoint フィールドおよ

び APS counter フィールドを含む。Destination endpoint フィールド、Group address フ
ィールドおよび Extended header フィールドは、Frame control フィールドの Delivery 
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mode サブフィールドと Extended header present サブフィールドの値に従ってデータ

フレームに含まれる。 
 
Frame control フィールドの Frame type サブフィールドは Table2.20 のデータフレー

ムを示す値となる。他のすべてのサブフィールドはデータフレームの使用目的に従

って適切に設定する。 
 
2.2.5.2.1.2 Data payload フィールド 
 
データフレームを送信する場合、Data payload フィールドには上位層が APS データ

サービスに対して送信要求した一連のオクテット値の一部もしくはすべてが入る。

データフレームを受信した場合、Data payload フィールドは APS データサービスが

受信した一連のオクテット値の一部もしくはすべてであり、上位層に通知される。 
 
2.2.5.2.2 APSコマンドフレームのフォーマット 
 
APS コマンドフレームのフォーマットを図 2.7 に示す。 

 

 
図 2.7 APS コマンドフレームのフォーマット 

 
APS コマンドフレームのフィールド順序は、図 2.2 に示す一般的な APS フレーム順

序に準拠する。 
 
2.2.5.2.2.1 APS コマンドフレームの APS header フィールド 
 
APS コマンドフレームの APS header フィールドには、フレーム制御と APS カウン

タフィールドが含まれる。この版の仕様では、APS コマンドフレームはフラグメン

テーションしてはならなく、また拡張ヘッダフィールドも出現させてはならない。 
 
Frame control フィールドの Frame type サブフィールドは Table2.20 に示す APS コマ

ンドフレームを示す値になる。APS コマンドペイロードは APS コマンドフレーム

の使用目的に依存して設定される。 
 
2.2.5.2.2.2 APS command identifier フィールド 
 
APS command identifier フィールドは使用されている APS コマンドを示す。 
 
2.2.5.2.2.3 APS command payload フィールド 
 
APS コマンドフレームの APS command payload フィールドには、APS コマンド自体

を記述する。 
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2.2.5.2.3 アクノリッジフレームのフォーマット 
 
アクノリッジフレームのフォーマットを図 2.8 に示す。 
 

 
図 2.8 アクノリッジフレームのフォーマット 

 
アクノリッジフレームのフィールド順序は図 2.2 に示す一般的な APS フレームの順

序に準拠する。 
 
2.2.5.2.3.1 アクノリッジフレームの APS header フィールド 
 
もし、Ack format フィールドが Frame control フィールドに設定されていなければ、

Destination endpoint、Cluster identifier、Profile identifier と Source endpoint が出現する。

これはデータフレームアクノリッジメントには設定されない。Source endpoint と
Destination endpoint フィールドはアクノリッジメントフィールドに含まれる。

Extended header フィールドは、Frame control フィールドの Extended header present サ
ブフィールドの値に応じてデータフレームに含まれる。 
 
Frame control フィールドの Frame type サブフィールドは Table2.2 に示すアクノリッ

ジフレームを示す値になる。Extended header present サブフィールドはこのフレーム

がアクノリッジであることを示す値を含む。他のすべてのサブフィールドはアクノ

リッジフレームの使用目的に従って設定される。 
 
もし、Ack format フィールドが Frame control フィールドに設定されてれば、フレー

ムは APS コマンドフレームアクノリッジであることになり、Destination endpoint、
Cluster identifier、Profile identifier と Source endpoint は設定されない。あるいは、も

し、APS データフレームがアクノリッジされているなら、Source endpoint フィール

ドはアクノリッジされるフレームの Destination endpoint の値を反映させなければな

らない。同様に、Destination endpoint フィールドはアクノリッジされようとしてい

るフレームの Source endpoint フィールドの値を反映しなければならない。 
 
APS カウンタフィールドはこのフレームがアクノリッジする対象のフレームと同じ

値を含まなければならない。 
 
Extended header が出現する場合、Extended frame control フィールドのフラグメンテ

ーションサブフィールドはこのフレームがアクノリッジの対象とするフレームと同

じ値を含まなければならない。もしこのフレームにフラグメンテーションが使われ

るなら、Block number と Ack bit フィールドが出現する。この場合、Block number
フィールドは 初のフレームには値 0 を、そうでないならばこのフレームがアクノ

リッジしようとしている対象のフレームの値を同じ値を含まなければならない。 
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2.2.6 コマンドフレーム 
 
本仕様ではコマンドフレームを定めない。セキュリティに関連する APS コマンド

フレームとプリミティブの記述は 4.4.9 を参照のこと。 
 

2.2.7 定数および PIB 属性 
 
2.2.7.1 APS 定数 
 
Table 2.23 に APS サブ層の特性を定義する定数を示す。 
 

Table 2.23 APS サブ層定数 
定数 説明 値 

apscMaxDescriptorSize 
complex ディスクリプタ以外の

ディスクリプタに含まれてい

るオクテットの 大数 
64 

apscMaxFrameRetries 送信失敗後に許可されている

再送の 大数 
3 

apscAckWaitDuration 
送信したフレームに対するア

ックノリッジメントを待つ

大秒数 

0.05* (2*nwkcMaxDepth) + 
(セキュリティ暗号/復号遅延), 
ここで (セキュリティ暗号/復号

遅延) = 0.1 
(1 回の暗号または復号サイク

ル当たり 0.05 と仮定)  

apscMinDuplicateRejectionTableSize 
APS 重複拒否テーブル (APS 
duplication rejection table)に要求

される 小サイズ 
1 

apscMaxWindowSize 

フラグメンテーションのパラ

メータであり、一度にアクノ

リッジメントを返されずに有

効であることのできるフレー

ム数 (2.2.8.4.5 節参照) 

スタックプロファイルによっ

て設定される (1-8 がサポート

される) 

apscInterFrameDelay 

フラグメンテーションのパラ

メータであり、フラグメント

された二つのブロックを送出

する際の標準的な遅延 
(2.2.8.4.5 節参照) 

スタックプロファイルによっ

て設定される 

apscMinHeaderOverhead 
APS サブ層によって ASDU に

付与される 小のオクテット

数 
0x0C 
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2.2.7.2 APS 情報ベース 
 
APS 情報ベースは、デバイスの APS 層を管理するために必要な属性から構成され

る。AIB の属性を Table2.24 に示す。AIB の属性を表 2.24 に示す。セキュリティ関

連の属性は 4.4.10.に示す。 
 

Table 2.24 APS IB 属性 
属性 ID 型 範囲 説明 デフォルト 

apsBinding Table 0xc1 Set 可変 

デバイス中のバインデ

ィングテーブルエント

リーの現在の組み合わ

せ(2.2.8.2.1 節参照)。 

Null set 

apsDesignatedCoordinator 0xc2 Boolean

スタートアップ時にデ

バイスがコーディネー

タとなるべきであるな

らば TRUE、そうでな

ければ FALSE。 

TRUE 又

は FALSE
FALSE 

apsChannelMask 0xc3

IEEE80
2.15.4 
channel 
Mask 

PHY への

有効なマ

スク 

ネットワークオペレー

ションにおいてこのデ

バイスが使用可能なチ

ャネル 

ALL channels

apsUseExtendedPANID 0xc4

64-bit 
extende
d 
address 

0x000000
00000000
00 から
0xffffffffff
fffffe 

形成しようとする、も

しくはジョインしよう

とするネットワークの

64 ビットネットワーク

アドレス 

0x000000000
0000000 

apsGroupTable 0xc5 Set 可変 
グループテーブルエン

トリの現在のセット(表
2.25 参照) 

Null set 

aspNonmemberRadius 0xc6 Integer 0x00 – 
0x07 

NWK 層のマルチキャス

トを使う場合の

NonmemeberRadiusパラ

メータで使われる値 

2 

apsPermissionConfiguration 0xc7 表 2.23
参照 可変 パーミッション設定項

目の現在のセット 
Null set 

apsUseInsecureJoin 0xc8 Boolean TRUE 又

は FALSE

スタートアップ時の非

安全ジョイン(insecure 
join)の使用を制御する

フラグ 

TRUE 

apsInterframeDelay 0xc9 Integer 

0x00 – 
0xff (スタ

ックプロ

ファイル

によって

制限され

る) 

フラグメンテーション

パラメータであり、フ

ラグメンテーション送

信における二つの送信

ブロックの標準遅延 。
単位はミリ秒(2.2.8.4.5
節参照) 

スタックプ

ロファイル

によって設

定される 

apsLastChannelEnergy 0xca Integer 0x00 – 
0xff 

チャネルの変更前に使

用していたチャネルで

測定したチャネルエナ

ジースキャンの観測値  
(B1]に従う) 

Null set 
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Table 2.24 APS IB 属性 
属性 ID 型 範囲 説明 デフォルト 

apsLastChannelFailureRate 0xcb Integer 0 – 100 
(10 進) 

チャネル変更前に使用

していたチャネルのネ

ットワークにおける

新の送信失敗率 (全ての

送信の試みに対する送

信失敗のパーセンテー

ジ) 

Null set 

apsChannelTimer 0xcc Integer 1－24 
(10 進) 

次に許可された

frequency agilityt チャネ

ルに変更する時間を示

すカウントダウンタイ

マ(単位は時間) 
Null 値は、以前にチャ

ネル変更をしていない

ことを示している。 

Null set 

 
Table 2.25 グループテーブルエントリーフォーマット 
グループ ID エンドポイントリスト 
16 ビットグループアドレス グループメンバーであるエンドポ

イントのリスト 
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2.2.8 機能説明 
 
2.2.8.1 永続性のある（Persistent）データ 

 
APS は永続性のあるメモリに 小限のデータセットを保持することを求められる。

このデータセットは無電力状態やデバイスのリセット、他の処理イベントが起きよ

うとも残っている必要がある。APS において、次にあげるデータが永続性のあるメ

モリに保持されなければならない。 
 
・ apsBinindingTable (デバイスがサポートしている場合に限る) 
・ apsDesignatedCoordinator (デバイスがサポートしている場合に限る) 
・ apsChannelMask 
・ apsUseExtendedPANID 
・ apsUseInsecureJoin 
・ apsGroupTable (デバイスがサポートしている場合に限る) 
・ バインディングテーブルキャッシュ (デバイスが主、もしくはバックアップの

バインディングテーブルを指定されている場合。2.4.2.4 を参照。) 
・ Discovery キャッシュ (デバイスがプライマリの discovery キャッシュとして指定

されている場合。2.4.2.1 を参照。) 
・ デバイスにおけるアクティブな各エンドポイントの Node ディスクリプタ, 

Power ディスクリプタさらに、Simple ディスクリプタ 
・ Network 管理アドレス 
 
これらのデータが永続的に保持される方法は本使用のスコープ外である。 

 
2.2.8.2 バインディング 
 
APS はバインディングテーブルを管理してもよい。ZigBee デバイスは、バインディ

ングテーブルを参照して、与えられた送信元エンドポイントとクラスタ ID からそ

のフレームの送信先を決めることができる。指定される送信先は特定のデバイスの

特定のエンドポイントもしくはグループアドレスにて表現される。 
 
2.2.8.2.1 バインディングテーブルの実装 
 
バインディングテーブルを含むよう指定されたデバイスは実装依存の長さのバイン

ディングテーブルをサポートしなければならない。バインディングテーブルは、以

下のマッピングを実装する。 
 

 
 
ここで、 
as = バインディングリンクの送信元デバイスのアドレス 
es = バインディングリンクの送信元デバイスのエンドポイントID 
cs = バインディングリンクのクラスタID 
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adi = バインディングリンクのi番目の送信先デバイスのアドレスもしくはグループ

アドレス 
edi = バインディングリンクのi番目の送信先デバイスのエンドポイントID（選択

的）。ediはadiがデバイスアドレスの場合のみに出現する。 
 
2.2.8.2.2 バインディング 
 
APSME-BIND.request もしくは APSME-UNBIND.request プリミティブはバインディ

ングリンクを生成もしくは削除する手順を開始する。バインディングテーブルキャ

ッシュをサポートしているデバイスか、ソースバインディングをサポートさせたい

デバイスのみがこの手順を開始しなければならない。この手順が他のタイプのデバ

イスで開始されたら、APSME は APSME-BIND.confirm もしくは APSME-
UNBIND.confirm プリミティブをステータスパラメータに ILLEGAL_REQUEST を設

定して発行しなければならない。 
 
手順が開始されたとき、APSME は初めにバインディングリンクの送信元および送

信先のアドレスとエンドポイントを抽出しなければならない。もし、DstAddrMode
パラメータの値が 0x01 でグループアドレスであることを示していた場合、送信元

アドレスのみが扱われる。16bit のグループアドレスは送信先アドレスとして直接

使用される。この場合、送信先エンドポイントは指定されない。APSME はこれら

の情報を使って開始されたバインドもしくはアンバインドの手順に従って、新しい

エントリーを作成したり、バインディングテーブルから対応するエントリーを削除

する。 
 
バインド操作が要求されたとき、APSME はバインディングテーブルに新しいエン

トリを作成する。デバイスは、実行する容量がある時のみバインディングテーブル

に新しいエントリを作成する。実行する容量がなければ、ステータスパラメータに

TABLE_FULL を設定して APSME-BIND.confirm プリミティブを発行する。 
 
アンバインド操作が要求されたとき、APSME は開始時の要求に含まれた情報に適

合した既存のエントリィをバインディングテーブルから検索する。エントリが見つ

からない時、APSME は手順を中断し、NHLE に無効なバインディングを通知する。

これは、INVALID_BINDING を設定して APSME-BIND.confirm プリミティブを発行

することによって達成される。エントリが見つかった時、APSME はバインディン

グテーブルからエントリを削除する。 
 
バインディングリンクの作成あるいは削除に成功したとき、APSME はダイレクト

バインディングを試みた結果として手順が成功したことを NHLE に通知する。これ

はバインディングの結果と Status パラメタに SUCCESS を設定して APSME-
BIND.confirm プリミティブもしくは APSME-UNBIND.confirm を発行することによ

って達成される。 
 
ダイレクトバインディングに成功したときの手順を図 2.9 の MSC で示す。 
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図 2.9 バインディングテーブルをサポートしているデバイスのバインディング 

 
2.2.8.3 グループアドレッシング 
 
APS サブ層はグループテーブルを管理することができる。グループテーブルとは、

エンドポイントとグループの関連付けを行い、グループアドレス宛のフレームをテ

ーブルで特定のグループと関連付けられているエンドポイントに向けて選択的に配

信することを可能にするものである。 
 
APS サブ層のグループテーブルで扱われるグループアドレスは nwlGroupIDTable 属
性で保持されている NWK 層のグループ ID と一致していなければならない。 
 
2.2.8.3.1 グループテーブル 

 
協議のために、グループテーブルは次のようなグループとエンドポイントの関係の

組としてみなされなければならない。 
 

 
 
ここで、 
 

gi = テーブル上のi番目のグループ 
epij =  i番目のグループと関連付けられているj番目のエンドポイント 

 
本仕様の実装者は記述した関係を表しているならば、利便性や効率のよいどんな方

法でグループテーブルを実装してもかまわない。 
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2.2.8.4 送信、受信およびアックノリッジ 
 
ここでは、送信、受信とアックノリッジの基本的な手順を説明する。 
 
2.2.8.4.1 送信 
 
ネットワークの一部を構成しているデバイスのみが APS サブ層からフレームを送

る。他のデバイスがフレームを送るために要求を受信したとき、フレームを破棄し

て要求を開始した層にエラーを知らせる。APSDE-DATA.confirm プリミティブのス

テータスが CHANNEL_ACCESS_FAILURE であることは、チャンネルがビジー状

態のため、フレームの送信が不成功だったことを示す。 
 
APS サブ層で受け渡しするか生成される全てのフレームは、2.2.5.1 節で指定される

一般的なフレームフォーマットに従って生成され、ネットワーク層データサービス

を利用して転送される。 
 
Delivery mode0b00(通常のユニキャスト)と 0b10（ブロードキャスト）を使用した送

信は、送信元のエンドポイントと送信先のエンドポイントの両方のフィールドを含

まなければならない。グループアドレス送信は、delivery mode サブフィールドの値

が 0b11 であり、送信元エンドポイントとグループアドレスフィールとを含むが、

送信先エンドポイントフィールドは含まない。送信元の他のエンドポイントは合法

のグループメンバーであり、グループアドレスのフレームの送信先になりうること

に注意すること。 
 
送信元デバイスに保存されているバインディングテーブルのエントリにしたがって

送信をする全てのデバイスにおいて、送信元のデバイスの APSDE はバインディン

グテーブルエントリーがユニキャストの送信先アドレスを含んでいるのか、グルー

プアドレスの送信先を含んでいるのか決定しなければならない。バインディングテ

ーブルエントリーにユニキャストの送信先アドレスが含まれていて、送信先アドレ

スが送信元アドレス自身のアドレスであった場合、APSDE は APSDE-
DATA.indication プリミティブを上位層に発行して、フレームを送信してはならな

い。そうでなければ、APSDE はフレームをバインディングエントリーによって示

されるあて先アドレスに対応する 16-bit の NWK アドレスへ送らなければらず、こ

のときフレームコントロールフィールドの Delivery モードサブフィールドは 0b00
に設定する。バインディングテーブルエントリーがあて先グループアドレスを含ん

でいて nwkUseMulticast が FALSE であった場合は、フレームコントロールフィール

ドの delivery mode サブフィールドの値を 0b11 に設定し、あて先グループアドレス

を APS ヘッダに配置し、あて先エンドポイントは省略される。そして、フレーム

は NLDE-DATA.request プリミティブを使い、ブロードキャストアドレス 0xfffd を

使ってブロードキャストされる。バインディングテーブルエントリーがあて先グル

ープアドレスを含み、nwkUseMulticast が TRUE であった場合、フレームコントロ

ールフィールドの delivery mode サブフィールドは 0b10 に設定され、あて先エンド

ポイントは 0xff の値にされなければならない。フレームは NLDE-DATA.request プ
リミティブを使い、バインディングテーブルエントリーに提供されているグループ

アドレスを使ってマルチキャストされる。 
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もしセキュリティが要求されるならば、フレームは 4.4 節に記述されるとおりに処

理されなければならない。 
 
もしフラグメントが要求されており、さらにこのフレームにフラグメントが許可さ

れているならば、フレームは 2.2.8.4.5 節に記述されるとおりに処理されなければな

らない。 
 
フレームが構築され送信可能な状態になったら、相応のあて先アドレスと送信元ア

ドレスと共に NWK データサービスに渡される。さらには、APS 層はネットワーク

層においてルートディスカバリが可能となるようにしなければらなない。APDU 送

信は NLDE-DATA.request プリミティブを NWK 層に発行することによって開始され、

送信の結果は NLDE-DATA.comfirm プリミティブをよって返却される。 
 
2.2.8.4.2 受信および拒絶 
 
APS サブ層はネットワーク層データサービスを通過するフレームにフィルタをかけ

ることができ、NHLE に関係するフレームのみを送る。 
 
APSDE はセキュアであるフレームを受信すると、セキュリティを解除するために

4.4 節で記述されているようにそのフレームを処理する。 
 
APSDE が送信先のエンドポイントを含むフレームを受信すると、APSDE は与えら

れたエンドポイントの NHLE に直接フレームを送る。ただし、フレームが不完全な

フラグメントフレームの一部でなく、さらには過去に受信したフレームの重複フレ

ームでないと判定された場合に限る。フレームが不完全なフラグメントフレームで

も過去に受信したフレームの重複フレームでないという条件のもと、もしあて先エ

ンドポイントがブロードキャストエンドポイント(0xff)で、受信した NLDE-
DATA.indication プリミティブの DstAddrMode パラメータが 0x01 でなかった場合、

APSDE は NHLE がサポートしている全ての非予約のエンドポイント(0x01 – 0xf0)に
フレームを提供する。 
 
もしあるデバイスの APSDE がフレームコントロールフィールドの Delivery mode サ
ブフィールドが 0b11 に設定されている送信を受け取ったら、受け取ったフレーム

を APS ヘッダの Group address フィールドにある 16-bit のグループアドレスと関連

付けられているグループテーブル上のエンドポイントに送り届けられる。同様に、

APSDE が、DstAddrMode パラメータが 0x01 である NLDE-DATA.indication プリミ

ティブを受け取ったデバイスでは、この場合も同様にグループアドレスであること

を示すので、DstAddr パラメータの値によって与えられる 16-bit のグループアドレ

スに関連付けられるグループテーブル上のエンドポイントへとフレームが送り届け

られる。どちらの場合でも、グループテーブルを検索し、グループアドレスに関連

付けられるそれぞれのエンドポイントに対して、関連付けられているエンドポイン

トの値を DstEndpoint パラメータに設定して NLDE-DATA.indication(訳者コメント：

APSDE-DATA.indication の誤りでは？)プリミティブを上位層に発行する。NLDE-
DATA.indication プリミティブの他の全てのパラメータは発行されたプリミティブ

の全てのインスタンスと同じにしておく。 
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本仕様に準じてフレームが送信され、一度よりも多く受け取った場合は重複として

識別し、NHLE にただ一度だけ届けられるように、APSDE は少なくとも送信元ア

ドレス、APS カウンタ、時間情報を含む重複拒絶テーブルを保持しなければならな

い。このテーブルは少なくとも apscMinDuplicateRejectionTableSize の大きさにしな

ければならない。 
 

2.2.8.4.3 アックノリッジメントの使用 
 
データまたは APS コマンドフレームは、Acknowledgement request サブフィールドを

要求に応じてフレームに設定して送られる。Acknowledgement フレームは、

Acknowledgement request サブフィールドを常に 0 に設定して送らなければならない。

同様に、ブロードキャストもしくはマルチキャストでのフレームは、

Acknowledgement request を 0 に設定して送らなければならない。 
 
2.2.8.4.3.1 アックノリッジメントなし 
 
Acknowledgement request(AR)サブフィールドを 0 に設定したフレームが受信すべき

デバイスによって受け取られた場合、アックノリッジメントは返されない。発信側

のデバイスでは、フレームの送信は成功したとみなさなければならない。図 2.10 は、

アックノリッジメントを要求せずに、発信側から受信側まで一つのフレームのデー

タをを転送するシナリオを示す。この場合、発信側は Acknowledgement request サブ

フィールドを 0 に設定して、Data フレームを送っている。 
 

 
図 2.10 アクノリッジメントなしのデータ送信成功 

 
2.2.8.4.3.2 アックノリッジメント 
 
Acknowledgement request(AR)サブフィールドを１に設定して、受信すべきデバイス

がフレームを受け取る場合、アックノリッジメントが返される。受信デバイスが正

しくフレームを受信したとき、Acknowledgement フレームを生成し、アックノリッ

ジメントを返すべきフレームの発信元に送信する。 
 
APS サブ層がフレームが有効であると判断した時、Acknowledgement フレームの送

信が開始される。 
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図 2.11 は、アックノリッジメントを伴った一つのフレームのデータを発信側から受

信側まで送る様子を示す。この場合、発信側は Acknowledgement request(AR)サブフ

ィールドに１を設定して Data フレームを送信することによりアックノリッジメン

トを必要とすることを受取側に知らせる。 
 

 
図 2.11 アクノリッジメントありのデータ送信成功 

 
2.2.8.4.4 再送 
 
Acknowledgement request サブフィールドを 0 に設定したフレームを送信したデバイ

スは、通信が完了したとみなさなければならず、これ以降に再送手順を実行しない。 
 
Acknowledgement request サブフィールドを１に設定したフレームを送信したデバイ

スは、対応する Acknowledgement フレームの受信を 大 apscAckWaitDuration 秒待

たなければならない。 
 
apscAckWaitDuration 秒内に Acknowledgement フレームを受信して、そのフレームが

元の送信フレームと同じクラスタ ID および同じ APS カウンタを含んで、送信元エ

ンドポイントが元のフレームが送られた宛先エンドポイントと同じ値ならば、送信

は成功したとみなされ、更なる動作はデバイスで行われない。アックノリッジが

apscAckWaitDuration 秒内で受信できない、あるいは、アックノリッジが

apscAckWaitDuration 秒内で受信できたが、予期しないクラスタ ID を含むか、予期

しない APS カウンタを含むか、あるいは送信された元のフレームの送信先のエン

ドポイントと受信したフレームの送信元のエンドポイントが同じでない場合、デバ

イスは一回の通信が失敗したと判断する。 
 
一回の送信の試みが失敗した場合、デバイスは、 大で apscMaxFrameRetries で指

定された回数まで、フレームの送信手順とアックノリッジを待つことを繰り返す。

apscMaxFrameRetries 回の再送後にアックノリッジを受信できない場合、APS サブ

層は送信が失敗したとみなして、上位層に失敗を通知する。 
 
セキュアなフレームの再送は元のフレームと同じフレームカウンタを使わなければ

ならない。 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



ZigBee Specification 71
Document 053474r17 

 
 

2.2.8.4.5 フラグメント送信 
 
ASDU が単独の MAC データフレーム内で送るには大きすぎて、アクノリッジユニ

キャスト送信が要求され、さらにこのフレームに対してフラグメンテーションが許

可されているとき、ASDU は複数の、より小さなバイト数の”block（ブロック）”と
呼ぶかたまりに分割（フラグメント）される。それぞれの block は別のフレームで

送信される。 
 
“transmission window（送信ウィンドウ）”は順序だってデータを配置するのに使わ

れる。ウィンドウサイズはスタックプロファイルによって設定され、8 ブロックの

大きさで設定されてもよい。後述するプロトコルは送信ウィンドウ中の全てのブロ

ックのが受信され、アクノリッジを全て返してからウィンドウを進めるという処理

を行う。アクノリッジは送信ウィンドウ中の全てのブロックが受信に成功した場合

か、後述するプロトコルに従って１つもしくはそれ以上のみの未受信のブロックの

再送要求をするために送られる。 
 
APS アクノリッジを使わない伝送処理ではフラグメントを使ってはならない。マル

チキャストやブロードキャスト送信はフラグメンテーションを使ってはならない。 
 
2.2.8.4.5.1 送信 

 
１つのフラグメント送信における全てのブロックは全て同じ APS カウンタの値を

とらなければならない。拡張ヘッダサブフレームがフレームに含まれなければなら

ない。Extended frame control フィールド中の Fragmentation サブフィールドは 初の

ブロックでは 0b01、続く以降の全てのフラグメントフレームは 0b10 に設定されな

ければならない。ブロック番号フィールドには、 初のブロックでは送信中の全ブ

ロック数を、2 番目のブロックでは値 0x01 を、以降のブロックではブロック毎に 1
ずつ増やした値を設定する。 
 
送信ウィンドウは 0 から(apscMaxWindowSize-1)までのブロックを扱う。全てのブ

ロック数のほうが小さい場合は全てのブロックを扱う。 
 
もし、セキュリティが要求される場合、フレームは 4 章に示すとおり１つ１つ独立

して処理されなければならない。各ブロックの送信にしたがって APS はタイマを

起動しなければならない。現在の送信ウィンドウに送るべきアクノリッジされてい

ないブロックがより多くある場合、apsInterframeDelay ミリ秒の遅延の後に次のブロ

ックが NWK データサービスへ渡される。そうでない場合、タイマーは

apscAckWaitDuration 秒に設定される。 
 
retryCounter パラメータを保持しなければならない。これは新しい送信ごとに 0 に

リセットされる。もし、apscAckWaitDuration タイマーが満了したら、まだアクノリ

ッジされていないもっとも小さいブロック番号のブロックを NWK データサービス

に再び渡し、retryCounter を増やす。もし retryCounter パラメータが

apscMaxFrameRetries の値に到達したら、送信処理は失敗したとみなされ、APSDE-
DATA.confirm プリミティブが NO_ACK のステータス値と共に NHLE に返される。 
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APS カウンタ、ブロック番号、アドレスフィールドの値が一致したアクノリッジフ

レームを受信したら、以降の節で述べるように送信されようとしているブロックは

アクノリッジされたことになる。少なくとも一つのアクノリッジされていなかった

ブロックがアクノリッジされたとき、タイマーは停止し、retryCounter パラメータ

はリセットされる。もし現在の送信ウィンドウにおける全てのブロックが全てアク

ノリッジされたら送信ウィンドウは apscMaxWindowSize まで増やされる。もし全

てのブロックが送信され、アクノリッジされたら送信処理は完了したことになり、

APSDE-DATA.confirm プリミティブが NHLE に SUCCESS のステータス値と共に渡

される。そうでなければ、 も小さいアクノリッジされていないブロック番号のブ

ロックが NWK データサービスに渡される。 
 
2.2.8.4.5.2 受信、拒絶およびアクノリッジメント 
 
もし、フラグメンテーション許可された送信に要求されるフィールドがフレームに

出現しなければ、フレームは拒絶される。また、本プロトコルの枠を超えたパラメ

ータを伴ったフレームも棄却される。 
 
もし、やってくるフラグメンテーションされた伝送が既に処理過程にあるが、アド

レスや APS counter フィールドが受信したフレームで一致していなければ、受信し

たフレームは棄却するか、先の伝送処理のために個別に取り扱うかどちらかの処理

をする。 
 
もし、伝送が処理中ではなく、フラグメントされたフレームを受信した場合、再構

築を行わなければならない。 初は受信ウィンドウを 0 から(apscMaxWindowSize-
1)の間の値にしなければらない。 
 
前に受け取った伝送と一致したカウンタとソースアドレスフィールドで伝送処理が

開始されようとした場合、新しい伝送処理は重複として棄却してもよい。 
 
もし、受信ウインドウが(apscAckWaitDuration + apscAckWaitDuratation * 
apscMaxFrameRetries)区間の間受信ウィンドウが先に進まなかった場合、伝送処理

は失敗したとみなす。受信側は失敗したブロックと共にアクノリッジメントを送信

側に送信する。 
 
もし、現在の受信ウィンドウにおける全てのブロックが受信され、さらに現在の受

信ウィンドウよりも大きな番号のブロックを受信したら、受信ウィンドウは

apsMaxWindowSize ブロックだけ増やされる。 
 
もし、伝送中の 後のブロックを受信したら、もしくは今まで受け取ったまだアク

ノリッジメントしていないブロックの も大きな番号と同じもしくはそれより大き

な値のブロック番号のブロックを受信したとき、アクノリッジメントが生成される。 
 
伝送中の全てのブロックが受信されたら APS は再構築されたメッセージと共に

APSDE-DATA.indication プリミティブを発行し、伝送が完了されたとみなされる。

apscAckWaitDuration 秒の持続期間は 後の再送を助けるために推奨される。？ 
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生成時、アクノリッジメントは 2.2.5.2.3 節に記載されているフォーマットに従って

構成される。APS counter フィールドはアクノリッジされるフレームのフィールド

に一致した値を反映しなければならない。ブロック番号フィールドは現在受信ウィ

ンドウにあるブロック番号の も低い値を含まなければならない。 初のブロック

のブロック番号には値 0 を用いる。 
 
受信ウィンドウにある 初のフラグメントが正しく受信できた場合 Ack ビットフィ

ールドの 初のビットは 1 に設定し、そうでなければ 0 に設定する。続くビットも

同様に現在の受信ウィンドウ中の連続フラグメントに対応して設定する。もし

apsMaxWindowSize が 8 よりも少ない場合は残りのビットは 1 にする。 
 
処理手順は次の図に示す。図 2.12 において、伝送は即座に成功している。(これら

の例は apscMaxWindowSize の値を 3 としている)。 
 

 
図 2.12 フラグメンテーションをしたデータ送信の成功 
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図 2.13 において、単独のフレームがネットワークの伝送中に消失し再送されている。 
 

 
図 2.13 単独の再送を伴うフラグメントされたデータ送信 
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図 2.14 の例では、ウィンドウ中の も大きなブロック番号のフレームを含む複数の

フレームがネットワーク中で消失している。もう少し多くのトラフィックがこの例

では必要であるが、送信元がバックオフし、ネットワークに回復の機会を与え、

ASDU の伝送に成功している例を示している。 
 

 
図 2.14 複数の再送を伴うフラグメントされたデータの送信 
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2.2.9 APS サブ層ステータス値 
 
アプリケーションサポート(APS)サブ層の Confirmation プリミティブは Confirmation
を適用するリクエストのステータスをレポートするパラメータを含んでいる。APS
サブ層ステータスパラメータに対する値を表 2.26 に示す。 
 

表 2.26 APS サブ層ステータス値 
名前 値 説明 

SUCCESS 0x00 要求は実行することに成功した。 
ASDU_TOO_LONG 0xa0 ASDU が大きすぎたがフラグメンテーションがサポート

されていないため送信要求が失敗した。 
DEFRAG_DEFERRED 0xa1 受信したフラグメントフレームが現時点で再構築できな

かった。 
DEFRFAG_UNSUPPORTED 0xa2 デバイスがフラグメンテーションをサポートしていない

ため、受信したフラグメントフレームが再構築できなか

った。 
ILLEGAL_REQUEST 0xa3 パラメータ値が範囲外。 
INVALID_BINDING 0xa4 APSME-UNBIND.request がバインディングテーブルにバ

インディングリンクが存在しないため失敗した。 
INVALID_GROUP 0xa5 APSME-REMOVE-GROUP.request がグループテーブルに

存在しないグループ ID 値を伴って発行された。 
INVALID_PARAMETER 0xa6 パラメータ不正もしくは範囲外。 
NO_ACK 0xa7 アクノリッジメント送信を要求している APSDE-

DATA.request が、アクノリッジメントを受信しなかった

ため失敗した。 
NO_BOUND_DEVICE 0xa8 Destination addressing モードが 0x00 に設定された APSDE-

DATA.request がこのデバイスにバインドされたデバイス

が無いために失敗した。 
NO_SHORT_ADDRESS 0xa9 Destination addressing モードが 0x03 に設定された

APSDE-DATA.request が、アドレスマップテーブルに対

応するショートアドレスがないために失敗した。 
NOT_SUPPORTED 0xaa Destination addressing モードが 0x00 に設定された APSDE-

DATA.request が、デバイスにおいてバインディングテー

ブルをサポートしていないために失敗した。 
SECURED_LINK_KEY 0xab ASDU がリンク鍵を用いて暗合化されて受信された。 
SECURED_NWK_KEY 0xac ASDU がネットワーク鍵を用いて暗合化されて受信され

た。 
SECURITY_FAIL 0xad セキュリティを要求している APSDE-DATA.request が対

応するセキュリティ処理の間にエラーが発生した。 
TABLE_FULL 0xae APSME-BIND.request もしくは APSME.ADD-

GROUP.request がそれぞれバインディング時、もしくは

グループテーブル生成時に一杯であったときに発行され

た。 
UNSECURED 0xaf ASDU がセキュリティなしで受信された。 
UNSUPPORED_ATTRIBUTE 0xb0 APSME-GET.request もしくは APSME-SET.request が不明

の属性 ID を伴って発行された。 
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2.3 ZigBee アプリケーションフレームワーク 
 

2.3.1 ZigBee プロファイルの作成 
 

ZigBee ネットワークのデバイス間で通信を成功させるためには、各デバイスが使

用するプロファイルが一致していることが重要である。 
 
プロファイルの例として、ホームオートメーションが挙げられる。 このZigBeeプ
ロファイルは、一連のデバイスタイプが制御メッセージを交換し、無線ホームオー

トメーションアプリケーションを形成することが許されている。これらのデバイス

は、周知のメッセージ交換により、制御を行うように設計されている。 この例と

して、照明のオン／オフ、光センサからのデータ転送による自動照明制御装置、ム

ービングセンサの移動物感知による警戒メッセージの発信などがある。 
 
プロファイルの別の例として、デバイスプロファイルがある。 これは、ZigBee デ
バイスが行う共通のアクションを定義するプロファイルである。 無線通信ネット

ワークは、ネットワーク上の各デバイスが自律的に行う機能に依存するところが大

きい。 例えば、ネットワークに参入（join）し、ネットワーク内の他のデバイスを

見つけ、そのデバイス上のサービスを検索するなどがこの動作にあたる。デバイス

ディスカバリとサービスディスカバリは、デバイスプロファイルに含まれる機能で

ある。 
 

2.3.1.1 ZigBee Alliance からのプロファイル ID 取得 
 

ZigBee では、製造業者仕様、標準の二つのプロファイルクラスを定義している。 
これらのクラスの正確な定義および基準は、ZigBee Alliance の管轄下で行われるが、

本仕様書の取り扱う範囲ではない。本仕様書が定める唯一の基準は、プロファイル

ID がユニークであることのみである。従って、プロファイル作成の第一歩は

ZigBee Alliance に対してプロファイルID の割付け申請を行うことである。 プロフ

ァイルID を取得した後、プロファイル設計者は以下のような項目を定義すること

になる。 
 
－ デバイスの記述 
－ クラスタID 
 
プロファイルID を市場で使用させることは、ZigBee Alliance からのプロファイル

ID 発行業務の重要な項目である。定義されるプロファイルは、充分に広範囲のデ

バイスをカバーし、デバイス間の相互接続性（interoperability）を可能にする必要

があると同時に、インタフェースディスクリプタのためにクラスタIDが不足するほ

ど過度に広範囲であってはならない。 一方、プロファイルがあまりに狭義に定義

されると、多数のデバイスが個々のプロファイルID によって記述される事態が生

じ、プロファイルID の割り付け空間の浪費になると同時に、相互接続性

（interoperability）の確保のために、各デバイスがどのようにインタフェースをと

っているのかを長々と記述することになる。このためZigBee Alliance 内のポリシグ
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ループ（policygroups）は、プロファイル定義の基準を設け、プロファイルID 要求

の調整を支援する。 

 

2.3.1.2 デバイスディスクリプタとクラスタの定義 
 

プロファイルID はZigBee プロトコルにおいて番号付けの 上位に位置する。プロ

ファイルID がユニークであることにより、個々のプロファイルID の中で定義され

るデバイスディスクリプタ、クラスタID が一意的に定義される。例えば、現在プ

ロファイルID を“1”として定義したとする。そうすると、このプロファイルには、

デバイスクラスタ16 ビット（つまり65,536 通りのデバイスディスクリプタが可

能）が確保され、クラスタID 用に16 ビット（つまり65,536  通りのクラスタID 割り

付けが可能）が確保される。各クラスタID にさらに16 ビットが属性指定用に確保

される。すなわち、各プロファイルID は65,536 のクラスタID を持ち、クラスタID 
の各々が65,536 通りの属性を持つことが可能である。割り付けられたプロファイル

ID におけるデバイスディスクリプタ、クラスタID、属性を定義し、割り付けるこ

とはプロファイル開発者の義務である。その際、デバイスディスクリプタ、クラス

タID、属性ID の定義は、メッセージ交換時、Simple ディスクリプタと単純化され

た処理プロセスの生成が効率的に行われるようにする。 
 
ZigBee Allianceで定義された標準のプロファイルIDについては、クラスタとそれら

の属性共通の定義および番号付けを提供するクラスタライブラリが作られる。 
クラスタライブラリは、クラスタの再使用と、アプリケーションプロファイルに沿

った属性定義をサポートするように設計されている。 
慣例によって、標準プロファイルがクラスタライブラリを使用した場合、クラスタ

および属性IDには共通の番号付けおよび定義が適用される。 
 
デバイスディスクリプタおよびクラスタID には、処理されるプロファイルID の情

報が内包される。あるデバイスへのメッセージ送信に先立ち、ZigBee プロトコル

は、デバイスおよびエンドポイント上のプロファイルサポートを確認するために、

サービスディスカバリが実装されていることを想定している。 同様に、バインデ

ィングプロセスにおいては、同様なサービスディスカバリを想定して、プロファイ

ルマッチングが行われる。マッチングの結果から、ソースアドレス、ソースエンド

ポイント、クラスタID、デスティネーションアドレス、デスティネーションエンド

ポイントを決定する。 
 

2.3.1.3 エンドポイント上のプロファイル展開 
 

単一のZigBee デバイスが複数のプロファイルのサポートを含む場合がある。その

場合、それらのプロファイル内に定義された様々なクラスタID のサブセットが提

供され、複数のデバイスディスクリプタをサポートする。これは、以下のようにデ

バイス内に階層的アドレッシングの採用により定義される。 
 
－ デバイス：デバイス全体はユニークなIEEE アドレスとNWK アドレスを持つ無

線装置に関連付けられる。 
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－ エンドポイント：エンドポイントは単一の無線装置によってサポートされるア

プリケーションについて記述する8 ビットのフィールドである。エンドポイント 
0x00 はデバイスプロファイルにアドレスするために用いられ、各ZigBee デバイス

に必ず与えられる。エンドポイント0xff は稼動中のすべてのエンドポイントにアド

レスするために使用される（ブロードキャストエンドポイント）。エンドポイント 
0xf1～0xfe は予約されている。したがって実際のZigBee 無線装置は、エンドポイン

ト0x01～0xf0 の240 のアプリケーションをサポートすることが可能である。 
 
アプリケーションをどのようにデバイスエンドポイントに展開させるのか、またど

のエンドポイントを外部に見せるのかは、アプリケーションが決定する事項である。

ZigBee 仕様が要求するのは、各エンドポイントに対してSimple ディスクリプタが

生成され、それらのディスクリプタがサービスディスカバリで利用可能にしておく

ことである。 
 

2.3.1.4 サービスディスカバリを可能にする 
 

特定のプロファイルをサポートするために、一旦デバイスが作成され、そのプロフ

ァイル内のデバイスディスクリプタとクラスタID の使用法の一貫性が考慮される

ことにより、アプリケーションの展開が可能となる。つまり、それぞれのアプリケ

ーションは、個々のエンドポイントに割り付けられ、Simple ディスクリプタにより

記述される。（エンドポイントは単一のアプリケーションプロファイルだけをサポ

ートすることができる）ZigBee デバイスプロファイルに記述された、Simple ディ

スクリプタと他のサービスディスカバリのメカニズムによってサービスディスカバ

リが可能となり、デバイスのバインディングがサポートされ、互いに情報交換を行

うデバイス間のアプリケーションメッセージングを容易にする。 
 
重要なポイントは、サービスディスカバリは、プロファイルID、入力クラスタID 
リスト、出力クラスタIDリスト（デバイスディスクリプタは明らかに含まれない）

に基づいて行われることである。デバイスディスクリプタは、指定されたプロファ

イルに対して、そのタイプのデバイス内で、どのクラスタID サポートが必須で、

どのクラスタID サポートが任意であるのかを指定する規約であるにすぎない。こ

の他に、PDAや、他のバインディングデバイス内においても、デバイスケイパビリ

ティの外部ディスクリプタを提供するために、デバイスディスクリプタの一覧表が

使用される。 
 
2.3.1.5 混成規格と商用プロファイル 
 

前の例においてZigBeeデバイスは、標準ZigBee プロファイルID「XX」で開発する

ことができる。もし製造業者が、標準プロファイル「XX」をサポートするZigBee 
デバイスを展開したいとする、さらに、製造業者固有の拡張を提供したければ、プ

ロファイル「XX」の定義の中で、製造業者の拡張がサポートされることにより、

これらの拡張を標準プロファイル「XX」の製造業者補足に追加できる。代わりに、

製造業者の拡張がサポートされない、あるいは希望の製造業者の拡張タイプがプロ

ファイル「XX」でサポートされない場合、物理的に同じデバイス内での分離した

エンドポイント上で公示することにより、製造業者は分離した製造業者固有のプロ

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 2 80 
Application Layer Specification 

 
 

ファイルIDの中で拡張を展開してもよい。一方の場合に、プロファイルID「XX」

をサポートして「XX」の拡張を含まないデバイスは、標準プロファイルID「XX」

の基本機能をサポートすることのみを公示し、製造業者拡張対応のメッセージに応

答したり、メッセージを作成したりすることはできない。 
 
2.3.1.6 後方互換性を可能にすること 

 

前の例では、デバイスはZigBeeの公開されたプロファイルID「XX」を使用して作

成される、もしZigBee Alliance があとで新しい機能を加えるためにこの標準プロフ

ァイルを更新したら、そのような拡張がプロファイルの定義によってサポートされ

て、公開されたプロファイルID「XX」に直接revision 情報が与えられることになる

か、新しいプロファイルID(.XY.とする)を付けた新しい標準プロファイルが導入さ

れるか、どちらかである。拡張は標準プロファイル「XX」でサポートされない場

合、プロファイルID“XX”のみを元に作成されたデバイスは、プロファイルID
「XX」とプロファイルID「XY」の両方のサポートを公示している新しいデバイス

と互換性をもつ。この方法では、新しいデバイスはプロファイルID「XX」を使用

している古いデバイスと通信を行うことができる。また、同じアプリケーションに

おいてプロファイルID「XY」を使っている新しいデバイスとも通信することがで

きる。ZigBee のサービスディスカバリ機能により、ネットワーク内のデバイスの

サポートレベルを決定することができる。 
 
標準プロファイルへの将来の増強と標準プロファイル対する製造者拡張のためにも、

拡張性をサポートすることはZigBee Allianceのゴールである。このゴールは可能な

場合には、同じプロファイルID内で拡張および増強を維持することを含んでいる。

この章では、プロファイル拡張性のゴールが達成可能でも達成可能でなくても、

ZigBee内のプロファイル定義機能が製造者拡張および機能増強の展開を許すことを

例証する。プロファイル拡張性の問題は、製造者拡張と機能増強の両方とも、この

ドキュメントの範囲外で、他のAllianceドキュメントで取り組んでいる。 
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2.3.2 ZigBee ディスクリプタ 
 

ZigBee デバイスはディスクリプタデータ構造を使用して自身を記述する。これら

のディスクリプタに含まれる実際のデータは個々のデバイスディスクリプタで定義

される。ディスクリプタには表2.27に示す5 種類がある。Node、Node power、
Simple、Complex、User である。
 

表2.27 ZigBee ディスクリプタ 
ディスクリプタ名 ステイタス 説明 

Node M ノードのタイプと能力 

Node power M ノードのパワー特性 

Simple M ノードに含まれるデバイス記述 

Complex O デバイス記述の追加情報 

User O ユーザ定義可能な記述子 
 

2.3.2.1 ディスクリプタの送信 
 

Node、Node power、Simple、User のディスクリプタはそれぞれのテーブルに現われ

る順に送信される。 つまり、テーブルの一番上のフィールドが 初に送信され、

テーブルの 後のフィールドは 後に送信される。個々のフィールドはそれぞれ、

1.2.1.4 節の『送信順』に指定された送信順序に従うものとする。 
 
フラッグメンテーションの義務的な使用なしに、ディスカバリ情報の送信を可能に

する対策が行なわれていないかぎり、各ディスクリプタは、apscMaxDescriptorSize
より少ないか、等しい。 
 
Simpleディスクリプタ(2.3.2.5 を参照)の場合には、ディスクリプタが

apscMaxDescriptorSizeを越えて拡張することを可能にする送信プリミティブが存在

する(2.4.3.1.21 と 2.4.4.1.20 を参照)。拡張された送信プリミティブが使用される場

合、標準の送信プリミティブ(2.4.3.1.5 と 2.4.4.1.5 を参照)は簡略のSimpleディスクリ

プタの送信を要求する。またデバイスのNodeディスクリプタで、拡張されたプリ

ミティブ送信の有効性を示すものとする(2.3.2.3.12 を参照)。 
 
Complex ディスクリプタは図 2.15 に示すようにフォーマットされて送信される。 

 
オクテット : 1 可変長 ･･･ 可変長 

Field count Field 1 ･･･ Field n 

図2.15  Complex ディスクリプタのフォーマット 
 

Complex ディスクリプタに含まれる各フィールドはそれぞれ図 2.16 に示すように

フォーマットされる。 
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オクテット : 1 可変長 

Compressed XML tag 
（圧縮された XML タグ） Field data 

図2.16  個々のComplex ディスクリプタフィールドのフォーマット 

 
2.3.2.1.1 Field count フィールド 
 

Field count フィールドは1 オクテット長で、Complexディスクリプタに含まれ、図 
2.16 に示すように各々フォーマットされたフィールド（“Field n”）の数を指定する。 
 
2.3.2.1.1.1 Compressed XML tag フィールド 
 

Compressed XML tag フィールドは1 オクテット長で現在のField のためのXML タグ

を指定する。ComplexディスクリプタのためのCompressed XML tag を表 2.40に示す。 
 

2.3.2.1.1.2 Field data フィールド 
 

Field data フィールドは可変長でありCompressed XML tag フィールドによって示さ

れる現在のフィールド固有の情報を持つ。 
 

2.3.2.2 ディスクリプタによるディスカバリ 
 
ディスクリプタ情報は、エンドポイント0 にアドレスされるZigBee デバイスプロフ

ァイル・リクエストプリミティブを用いて、ZDO 管理エンティティのデバイス及

びサービスディスカバリで検索される。ディスカバリオペレーションの詳細に関し

ては2.4.2.1 を参照のこと。 情報はZigBee デバイスプロファイル・インディケーシ

ョンプリミティブによって返信される。 

 

Node とNode Power 、Complex、Userディスクリプタは完全ノード（Complete 
node）に適用される。Simpleディスクリプタはノード上で定義されている各エンド

ポイントごとに指定される。ノードが複数のサブユニットを含んでいる場合、それ

らは別々のエンドポイント上に存在し、これらのエンドポイント用の特定ディスク

リプタは、ZigBeeデバイスプロファイルプリミティブに関連するエンドポイント番

号を指定することにより参照することができる。 
 

2.3.2.3 Node ディスクリプタ 
 

Node ディスクリプタはZigBee ノードの機能に関する情報を含んでおり、各ノード

に必須である。各ノードにはNode ディスクリプタが一つだけ存在する。 
 
表 2.28  にNode ディスクリプタの各フィールドを送信順に示す。 

 

 

 

 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



ZigBee Specification 83
Document 053474r17 

 
 

表 2.28 Node ディスクリプタのフィールド 
フィールド名 長さ（bit） 

Logical type 3 
Complex descriptor available 1 
User descriptor available 1 
Reserved 3 
APS flags 3 
Frequency band 5 
MAC capability flags 8 
Manufacturer code  16 
Maximum buffer size 8 
Maximum incoming transfer size 16 
Server mask 16 
Maximum outgoing transfer size 16 
Descriptor capability field 8 

 
2.3.2.3.1 Logical Type フィールド 
 

Node ディスクリプタの Logical type フィールドは 3 ビット長で、ZigBee ノードのデ

バイスタイプを指定する。Logical type フィールドは表 2.29 に示す Reserved（予

約）以外の値のどれか一つにセットされる。 
 

表 2.29 Logical Type フィールドの値 
“Logical type”の値 

b2b1b0
説明 

000 ZigBee コーディネータ 
001 ZigBee ルータ 
010 ZigBee エンドポイント 

011～111 Reserved（予約） 
 

2.3.2.3.2 Complex ディスクリプタ利用可能フィールド 
 

Node ディスクリプタの Complex ディスクリプタ利用可能なフィールドは１ビット

長で、Complex ディスクリプタがこのデバイスで利用可能かどうかを示す。このフ

ィールドに 1 がセットされる場合、Complex ディスクリプタが利用可能である。こ

のフィールドに 0 がセットされる場合、Complex ディスクリプタが利用可能でない。 
 

2.3.2.3.3 Userディスクリプタ利用可能フィールド 
 

NodeディスクリプタのUserディスクリプタ利用可能フィールドは１ビット長で、

Userディスクリプタがこのデバイスで利用可能かどうかを示す。このフィールドに

1 がセットされる場合、Userディスクリプタは利用可能である。このフィールドに

0 がセットされる場合、Userディスクリプタは利用可能でない。 
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2.3.2.3.4 APS flags フィールド 
 

Node ディスクリプタの APS flags フィールドは 3 ビット長で、ノードのアプリケー

ションサポートサブレイヤ能力を指定する。 
 
このフィールドは現在サポートされておらず 0 にセットされる。 
 

2.3.2.3.5 Frequency band フィールド 
 

Node ディスクリプタの Frequency band フィールドは 5 ビット長で、ノードによっ

て利用される IEEE802.15.4 RF デバイスが使用する周波数帯を指定する。IEEE 
802.15.4 デバイスが使用可能な周波数帯については、表 2.30 の Frequency band フィ

ールドに示す。このフィールドの周波数帯が RF デバイスによってサポートされて

いる場合は、対応するビットが 1 にセットされ、サポートされていない周波数帯の

ビットは 0 にセットされる。 

 

表 2.30 Frequency band フィールドの値 

“Frequency band”フィールドのビット位置 サポートされる周波数帯 
0 868 – 868.6 MHz 
1 Reserved 
2 902 – 928 MHz 
3 2400 – 2483.5 MHz 
4 Reserved 

 

2.3.2.3.6 MAC capability flags フィールド 
 

MAC capability flags フィールドは 8 ビット長で、IEEE 802.15.4 MAC サブレイヤ

［B1］で指定されるノード能力を指定する。 
図 2.17 に MAC capability flags フィールドのフォーマットを示す。 

 
b0 b1 b2 b3 b4 – b5 b6 b7 
Alternate 
PAN 
coordinator 

Device type Power source Receiver on 
when idle Reserved Security 

capability 
Allocate 
address 

図 2.17 MAC capability flags フィールドのフォーマット 
 

Alternate PAN coordinator サブフィールドは 1 ビット長で、このノードが PAN コー

ディネータになることができる場合は 1 に、そうでなければ 0 にセットされる。 
 
Device type サブフィールドは 1 ビット長で、このノードがフルファンクションデバ

イス（FFD）である場合は 1 にセットされる。 そうでなければ、Device type サブフ

ィールドはリデューストファンクションデバイス（RFD）を示す 0 にセットされる。 
 
Power source サブフィールドは 1 ビット長で、現在の電源供給が主電源からである

場合、1 にセットされ、そうでなければ、0 にセットされる。 この情報は Node 
power ディスクリプタの Current power source フィールドの内容を引き継ぐ。 
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Receiver on when idle フィールドは 1 ビット長であり、アイドル中、デバイスがパ

ワーセーブのために、レシーバをディセーブルにしない（ON のまま）の場合は 1 
にセットされ、そうでなければ 0 にセットされる。（2.3.2.4 参照） 
 
Security capability フィールドは 1 ビット長であり、デバイスが［B1］に規定されて

いるセキュリティスイートを使用し、安全なフレーム送受信が可能である場合 1 に
セットされ、そうでなければ 0 にセットされる。 
 
allocate address サブフィールドは 1 ビット長で、0 あるいは 1 がセットされる。 
 
2.3.2.3.7 Manufacturer code フィールド 
 

Node ディスクリプタの Manufacturer code フィールドは 16 ビット長で、ZigBee 
Alliance によって割り付けられるメーカコードを指定することにより、デバイスと

製造業者を関連づける。 
 

2.3.2.3.8 Maximum buffer size フィールド 
 

Node ディスクリプタの Maximum buffer size フィールドは 8 ビット長で、0x00～
0x7f の有効範囲を持ち、このノード用のネットワークサブレイヤデータユニット

（NSDU ）の 大サイズをオクテットで指定する。これはフラグメンテーションや

再アセンブリを行う前での、アプリケーションサポートサブレイヤによりアプリケ

ーションに与えられる（または受け取る）データまたはコマンドの 大長である。 
このフィールドはネットワーク管理のハイレベルインディケーションとして使用す

ることができる。 

 

2.3.2.3.9 Maximum Incoming transfer size フィールド 
 

Node ディスクリプタの Maximum transfer size フィールドは 16 ビット長であり、

0x0000～0x7fff の有効範囲を持つ。 これは一つの単一メッセージ転送でこのノード

が送受信できるアプリケーションサブレイヤデータユニットの 大サイズをオクテ

ット単位で指定する。この値はフラグメンテーションの使用により、ノードの

Maximum buffer size フィールドの値（2.3.2.3.8 参照）より大きくできる。 
 
2.3.2.3.10 Server Mask フィールド 
 

Node ディスクリプタの Server Mask フィールドは、16 ビット長で、このフィールド

のビット設定によりこのノードのシステムサーバー能力を示す。システム上の他の

ノードにより、特別のシステムサーバーの発見を容易にするために使用される。ビ

ットの設定は表 2.31 で定義されている。 
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表 2.31 Server Mask Bit Assignments 
ビット番号 Assignment 

0 Primary Trust Center 
1 Backup Trust Center 
2 Primary Binding Table Cache 
3 Backup Binding Table Cache 
4 Primary Discovery Cache 
5 Backup Discovery Cache 
6 Network Manager 

7-15 Reserved 
 

2.3.2.3.11 Maximum Outgoing transfer size フィールド 
 

NodeディスクリプタのMaximum transfer size フィールドは16 ビット長であり、

0x0000～0x7fff の有効範囲を持つ。これはひとつの単一メッセージ転送でこのノー

ドが送受信できるアプリケーションサブレイヤデータユニット(ASDU)の 大サイ

ズをオクテット単位、で指定する。この値はフラグメンテーションの使用によりノ

ードのMaximum buffer size フィールドの値より大きくできる。（2.3.2.3.8 参照）。 
 

2.3.2.3.12 Descriptor Capability フィールド 
 

Node ディスクリプタの Descriptor Capability フィールドは、8 ビット長で、このフィ

ールドのビット設定によりこのノードのディスクリプタ能力を示す。それはシステ

ム上の他のノードにより Descriptor フィールドで指定される特定の機能の発見を容

易にするために使用される。ビットの設定は表 2.32 で定義する。 
 

表 2.32 ディスクリプタ Capability Bit Assignments 
ビット番号 Assignment 

0 Extended Active Endpoint List Available 
1 Extended Simple Descriptor List Available 

2-7 Reserved 
 

2.3.2.4 Node Power ディスクリプタ 
 
Node Powerディスクリプタはノードのパワー状態をダイナミックに表示する。この

ディスクリプタは各ノードに必須である。各ノードには、Node Powerディスクリプ

タは一つだけ存在する。 
 
表 2.33 に、Node Powerディスクリプタのフィールドを転送順に示す。 

 

表 2.33 Node power ディスクリプタのフィールド 
フィールド名 長さ（bit） 

Current power mode 4 
Available power sources 4 

Current power source 4 
Current power source level 4 
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2.3.2.4.1 Current power mode フィールド 
 

Node PowerディスクリプタのCurrent power mode フィールドは4 ビット長で、ノー

ドの現在のスリープ／パワーセーブモードを指定する。Current power mode フィー

ルドは表 2.34 に示される値の一つ（Reserved 以外）にセットされる。 
 

表 2.34 Current power mode フィールドの値 
“Current power mode”の値 

b3b2b1b0
説明 

0000 レシーバは、“Node”記述子の“Receiver on when idle”サブフィ

ールドに同期。 

0001 レシーバは、Node Power ディスクリプタの定義に従い周期

的に ON。 

0010 レシーバは、トリガにより ON。（例えば、ユーザのボタン

押下） 

0011～1111 Reserved 
 
2.3.2.4.2 Available power sources フィールド 
 

Node PowerディスクリプタのAvailable power sources フィールドは4 ビット長で、こ

のノードで利用可能な電源を指定する。表 2.35 にAvailable power sources フィール

ドの各ビットとこのノード上でサポートされる電源の対応を示す。サポートされる

電源に対応するビットは1 に、そうでないビットは0 にセットされる。 
 

表 2.35 Available power sources フィールドの値 

“Available power sources” 
フィールドのビット番号 

サポートされる電源 

0 安定化（主）電源 
1 再充電可能電池 
2 使い捨て電池 
3 Reserved 

 
2.3.2.4.3 Current power source フィールド 

 

Node Power ディスクリプタのCurrent power source フィールドは4 ビット長で、ノー

ドによって利用されている現在の電源を指定する。表 2.36 にCurrent power source フ
ィールドの各ビットと、選択された現在の電源の対応を示す。選択された電源に対

応するビットは1 に、そうでないビットは0 にセットされる。 
 

表 2.36 Current power source フィールドの値 
“Current power source” 
フィールドのビット番号 現在の電源 

0 安定化（主）電源 
1 再充電可能電池 
2 使い捨て電池 
3 Reserved 
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2.3.2.4.4 Current power source level フィールド 
 

Node PowerディスクリプタのCurrent power source level フィールドは4 ビット長で、

電源の充電レベルを指定する。Current power source level フィールドは表 2.37 に示

される値の一つ（Reserved 以外）にセットされる。 
 

表 2.37 Current power source level フィールドの値 
“Current power source level”の値 

b3b2b1b0 充電レベル 

0000 クリティカル（0 に近い） 

0100 33% 
1000 66% 
1100 100% 

その他の値 Reserved 

 

2.3.2.5 Simple ディスクリプタ 
 

Simpleディスクリプタはこのノードに含まれる各エンドポイント固有の情報を提供

する。Simpleディスクリプタはノードに存在するエンドポイント毎に必ず存在する。 
 
表 2.38 に、Simple ディスクリプタのフィールドを転送順に示す。Simple ディスク

リプタは電波を介して転送される都合上、その全長はapscMaxDescriptorSize と同じ

か、それ以下でなければならない。 
 

表 2.38 Simpleディスクリプタのフィールド 
フィールド名 長さ（bit） 

Endpoint 8 
Application profile identifier 16 
Application device identifier 16 
Application device version 4 
Reserved 4 
Application input cluster count 8 

Application input cluster list 16×i 
（i は、 Application input cluster countフィールドの値） 

Application output cluster count 8 

Application output cluster list 
16×o 

（o は、 Application output cluster count フィールドの値）

 
2.3.2.5.1 Endpoint フィールド 
 
Simple ディスクリプタのEndpoint フィールドは8 ビット長で、この記述が参照する

ノード内のエンドポイントを指定する。アプリケーションではエンドポイント1～
240 のみを使用する。 
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2.3.2.5.2 Application profile identifier フィールド（プロファイル ID） 
 

Simple ディスクリプタのApplication profile identifier フィールドは16 ビット長で、こ

のエンドポイント上でサポートされるプロファイルを指定する。プロファイルID 
はZigBee Alliance から得られる。 
 

2.3.2.5.3 Application device identifier フィールド（デバイスディスクリプタ ID） 
 

SimpleディスクリプタのApplication device identifier フィールドは16 ビット長で、こ

のエンドポイント上でサポートされるデバイスディスクリプタを指定する。デバイ

スディスクリプタID はZigBee Alliance から得られる。 
 

2.3.2.5.4 Application device version フィールド 

 

SimpleディスクリプタのApplication device version フィールドは4 ビット長で、この

エンドポイント上でサポートされるデバイスディスクリプタのバージョンを指定す

る。Application device version フィールドは表 2.39 に示す非予約値の中の一つがセ

ットされる。 
 

表 2.39 Application device version フィールドの値 

Application device version の値 
b3b2b1b0 説明 

0000～1111 

ディスクリプタのアプリケーションプロファイ

ル ID により指定されたアプリケーションプロフ

ァイルによってセットされる特定の値。もしア

プリケーションプロファイルによって定義され

なかったならば、デフォルトは 0000。 
 
2.3.2.5.5 Application input cluster count フィールド 
 

SimpleディスクリプタのApplication input cluster count フィールドは8 ビット長で、

Application inputcluster list フィールドに現われるエンドポイント上でサポートされ

る入力クラスタの数を指定する。 このフィールドの値が0 の場合、Application input 
cluster list フィールドは含まれない。 
 
2.3.2.5.6 Application input cluster list 
 

SimpleディスクリプタのApplication input cluster list は16×i ビット長（i はApplication 
input clustercount フィールドの値）で、サービス発見とバインディング手続き中に

使用されるエンドポイント上でサポートされる入力クラスタのリストを指定する。 
 
Application input cluster count フィールドの値が0 より大きい場合のみ、Application 
input cluster list フィールドが含まれる。 
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2.3.2.5.7 Application output cluster count フィールド 
 

SimpleディスクリプタのApplication output cluster count フィールドは8 ビット長で、

Application outputcluster list フィールドに現われるエンドポイント上でサポートされ

る出力クラスタの数を指定する。 このフィールドの値が0 の場合、Application 
output cluster list フィールドは含まれない。 
 
2.3.2.5.8 Application output cluster list 
 

SimpleディスクリプタのApplication output cluster list は16×o ビット長（o は
Application output cluster count フィールドの値）で、サービス発見とバインディン

グ手続き中に使用されるエンドポイント上でサポートされる出力クラスタのリスト

を指定する。 
 
Application output cluster count フィールドの値が0 より大きい場合のみ、Application 
output cluster listフィールドが含まれる。 
 

2.3.2.6 Complex ディスクリプタ 
 

Complex ディスクリプタはこのノードに含まれる個々のデバイスディスクリプタの

拡張情報を含む。Complex ディスクリプタの使用はオプションである。 
このディスクリプタのデータの拡張的で複雑な性格上、圧縮XML タグを使用した

XML 形式で記述される。したがって、表 2.40 に示すComplex ディスクリプタの各

フィールドは、任意の順に送信することができる。エア上にこのディスクリプタを

送信する都合上、Complex ディスクリプタの全長はapscMaxDescriptorSizee 以下で

なければならない。 

 

表 2.40 Complex ディスクリプタのフィールド 

フィールド名 XML タグ 圧縮XMLタグの値 
x1x0

データ・タイプ 

Reserved - 00 - 

Language and character set <languageChar> 01 2.3.2.6.1 参照 

Manufacturer name <manufacturerName> 02 文字列 

Model name <modelName> 03 文字列 

Serial number <serialNumber> 04 文字列 

Device URL <deviceURL> 05 文字列 

Icon <icon> 06 オクテット列 

Icon URL <outliner> 07 文字列 

Reserved - 08 - ff - 
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2.3.2.6.1 Language and character set フィールド 
 
Language and character set フィールドは 3 オクテット長で、Complex ディスクリプタ

の中の文字列によって使用される言語および文字セットを指定する。Language and 
character set フィールドのフォーマットを図 2.18 に示す。 
 

オクテット : 2 1 
ISO 639-1 language code Character set identifier 

図 2.18 Language and character set フィールドのフォーマット 
 

ISO 639-1 language code サブフィールドは 2 オクテット長で、［B5］に定義される

ように、文字列に使用される言語を指定する。 
 
Character set identifier サブフィールドは 1 オクテット長で、文字セット中の文字の

エンコード（Encoding）を指定する。このサブフィールドの値は表 2.41 の Reserved 
以外の何れかにセットされる。 
 

表 2.41 Character set identifier サブフィールドの値 

Character set identifier の値 1 文字のビット数 説明 

0x00 8 

ISO 646, ASCII キャラクタセット。 
各文字は、オクテット中の下位 7 ビ

ットで表現され、 上位ビットは 0
とする。（［B6］も参照）. 

0x01～0xff - Reserved 

 

Language and character set が指定されていない場合、言語は自動的に英語（言語コ

ード=“EN”）およびISO 646 の文字セットになる。 
 

2.3.2.6.2 Manufacturer name フィールド 
 

Manufacturer name フィールドは可変長で、デバイスのメーカ名を表す文字列を含む。 
 
2.3.2.6.3 Model name フィールド 
 

Model name フィールドは可変長で、デバイスのメーカのモデル名を表す文字列を

含む。 
 

2.3.2.6.4 Serial number フィールド 
 

Serial number フィールドは可変長で、デバイスのメーカのシリアル番号を表す文字

列を含む。 
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2.3.2.6.5 Device URL フィールド 
 

Device URLフィールドは可変長で、デバイスに関連する詳細情報を持つサイトの

URLを表す文字列を含む。 
 

2.3.2.6.6 Icon フィールド 
 

Icon フィールドは可変長で、コンピュータ、ゲートウエイ、PDA 上などで、デバ

イスを表示するアイコンデータとして使用するオクテット列を含む。  
アイコンのフォーマットは32X32ピクセルのPNGイメージであるものとする。 
 

2.3.2.6.7 Icon URL フィールド 
 
Icon URL フィールドは可変長で、デバイス用のアイコンデータをダウンロードで

きるサイトのURL を表す文字列を含む。 
 

2.3.2.7 User ディスクリプタ 
 

User ディスクリプタは、ユーザが、“寝室のテレビ”や“階段のライト”のように“ユ
ーザフレンドリな文字列”を用いてデバイスを識別することを可能にする情報を含

む。User ディスクリプタの使用はオプションである。 
 
このディスクリプタは、 大16 文字のASCII文字を使用する一つのフィールドを含

む。 
 
User ディスクリプタのフィールドは表 2.42 に送信順に示される。 

 
 

表 2.42 User ディスクリプタのフィールド 

フィールド名 長さ（オクテット） 

User description 16 
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2.3.3 機能ディスクリプション 
 

2.3.3.1 受入及び拒否 
 

アプリケーションフレームワークは、APS サブ層データサービスを経由して到着す

るフレームをフィルタリングし、個々の活性化したエンドポイント上に実装された

アプリケーションに関連するフレームのみを提示することができる。 
 
アプリケーションフレームワークは、APSED-DATA.indicationプリミティブ を経由

してAPS サブ層からデータを受取り、DstEndpoint パラメータで指定されるエンド

ポイントとProfileId パラメータで指定されるプロファイルをターゲットにする。 
 
アプリケーションフレームワークが、活性化していないエンドポイントに向けたフ

レームを受け取った場合、そのフレームは破棄される。そうでなければアプリケー

ションフレームワークはそのプロファイルID が指定されたエンドポイント上に実

装されたプロファイルのID と一致するかどうかを判断する。そのプロファイルID 
が一致しなかった場合、アプリケーションフレームワークはそのフレームを拒否す

る。そうでなければ、アプリケーションフレームワークは受け取ったフレームのペ

イロードを指定のエンドポイント上に実装されたアプリケーションに渡す。 
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2.4 ZigBee デバイスプロファイル 
 

2.4.1 スコープ 
 

この ZigBee アプリケーション層規格はバインディング、デバイスディスカバリ、

サービスディスカバリなどの ZigBee デバイスのさまざまな機能がどのように

ZigBee デバイスオブジェクトの中に搭載されるかを規定する。ZigBee デバイスプ

ロファイルは他の ZigBee プロファイルと同様にクラスタを定義することによって

機能する。アプリケーション特有のプロファイルとは異なり、ZigBee デバイス プ
ロファイル中のクラスタは全ての ZigBee デバイスに共通する機能を定義する。他

のプロファイルドキュメントと同様に、このドキュメントは必須またはオプション

のクラスタを詳述する。 
 

2.4.2 デバイスプロファイル概要 
 

デバイスプロファイルは ZigBee プロトコルにて 4 つの主要なデバイス間通信の機

能をサポートする。これらの機能は以下の項目にて記述する。 
 
・ デバイスディスカバリとサービスディスカバリの概要 
・ エンドデバイスバインド処理の概要 
・ バインドコマンド処理とアンバインドコマンド処理の概要 
・ バインディング テーブル管理の概要 
・ ネットワーク管理の概要 

 
2.4.2.1 デバイスディスカバリとサービスディスカバリの概要 
 
デバイスディスカバリとサービスディスカバリには、ディスカバリリクエストに応

答した個々のデバイスや指定されたディスカバリキャッシュデバイスに対して操作

が振り分けられる。関心対象のデバイス アドレスフィールドはデバイス自身、も

しくはディスカバリキャッシュデバイス両方からのレスポンスを受けることが可能

である。ディスカバリキャッシュデバイスと関心対象のデバイス アドレスのデバ

イスの両方が応答する場合、関心対象のデバイス アドレスの方がレスポンスとし

て優先される。 
 

デバイスディスカバリとサービスディスカバリの機能は次の通りである。 
 

• デバイスディスカバリ：デバイスが PAN 上の他のデバイスの ID を判断する機能

を提供する。デバイスディスカバリは 64 ビット IEEE アドレスと 16 ビットネット

ワークアドレスの両方に対応する。 
 

・ 次の 2 つのどちらかの方法を用いてデバイスディスカバリメッセージを使用でき

る。 
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― ブロードキャスト宛先指定： ネットワーク上の全てのデバイスはその論理デ

バイス型と一致条件に従って応答しなければならない。ZigBee エンドデバイス

はそのアドレスのみを返信しなければならない。接続したデバイスを持つ

ZigBee コーディネータと ZigBee ルータは、 初のエントリとしてそのアドレス、

それに続けてリクエストに従って接続しているデバイスのアドレスを伴ったレ

スポンスをしなければならない。返信するデバイスはユニキャスト宛先指定で

APS アクノリッジドサービスを適用して応答しなければならない。 
 

― ユニキャスト宛先指定： 指定されたデバイスのみが返信する。ZigBee エンド

デバイスはそのアドレスのみを返信しなければならない。ZigBee コーディネー

タと ZigBee ルータはそのアドレスと接続しているデバイスのアドレスを返信し

なければならない。ZigBee ルータに接続されているデバイスを含めて応答する

ことにより、リクエストは指定されたデバイス以下に存在する基本となるネッ

トワークトポロジを特定することができる。 
 

• サービスディスカバリ：サービスディスカバリはデバイスが PAN 上の他のデバイ

スが提供するサービスを特定する能力を与える。 
 

・ 次の 2 つのどちらかの方法を用いてサービスディスカバリメッセージを使用する

ことができる。 
 
― ブロードキャスト宛先指定： 返される情報が大量であるため、リクエストで

指定された条件に一致している個々のデバイス、もしくはプライマリディスカバ

リキャッシュのみが返信しなければならない。プライマリディスカバリキャッシ

ュは、リクエストされている NWKAddrOfInterest のディスカバリ情報を保持して

いる場合のみ、返信をしなくてはならない。返信するデバイスはユニキャスト宛

先指定で APS アクノリッジドサービスを適用して返信しなければならない。 
 

― ユニキャスト宛先指定： 指定されたデバイスのみが返信しなければならない。

ZigBee コーディネータまたは ZigBee ルータの場合、これらのデバイスはスリー

プしている接続したデバイスに関するサービスディスカバリ情報を保持し、そ

れらの代わりに返信しなければならない。 
 

・ サービスディスカバリは次の問合せ型に対応する。 
 

― Active エンドポイント： このコマンドは、探索をしているデバイスが、活動

状態のエンドポイントを特定することを可能にする。一つの活動状態のエンド

ポイントは Simple ディスクリプタによって規定されたある一つのプロファイル

に対応しているアプリケーションを伴っている。このコマンドはユニキャスト

宛先指定にする必要がある。 
 

― Match Simple ディスクリプタ： このコマンドは、探索をしているデバイスが

一つのプロファイル ID(および任意で、入力クラスタ ID または出力クラスタ ID
のリスト)を提供し、その提供された条件に一致する送信先デバイスのエンドポ

イントの ID の返信を要求することを可能にする。このコマンドは、
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macRxOnWhenIdle = TRUE であるすべてのデバイスに対してブロードキャスト

するか、あるいはユニキャスト宛先指定にすることができる。ブロードキャス

ト宛先指定のリクエストに対し、返信するデバイスはユニキャスト宛先指定で

APS アクノリッジサービスを適用しなければならない。 
 

― Simple ディスクリプタ： このコマンドは、探索をしているデバイスが提供さ

れたエンドポイントに関するシンプルディスクリプタを返すことを可能にする。

このコマンドはユニキャスト宛先指定でなければならない。 
 

― Node ディスクリプタ： このコマンドは、探索をしているデバイスが指定され

たデバイスからの Node ディスクリプタを返すことを可能にする。このコマン

ドはユニキャスト宛先指定でなければならない。 
 

― Power ディスクリプタ： このコマンドは、探索をしているデバイスが指定さ

れたデバイスから Power ディスクリプタを返すことを可能にする。このコマン

ドはユニキャスト宛先指定でなければならない。 
 

― Complex ディスクリプタ： このオプションのコマンドによって、探索をして

いるデバイスが指定されたデバイスからの Complex ディスクリプタを返すこと

を可能にする。このコマンドはユニキャスト宛先指定でなければならない。 
 

― User ディスクリプタ： このオプションのコマンドは、探索をしているデバイ

スが指定されたデバイスから User ディスクリプタを返すことを可能にする。こ

のコマンドはユニキャスト宛先指定でなければならない。 
 

2.4.2.2 エンドデバイスバインドの概要 
 

次の機能がエンドデバイスバインドにある。 
 

• エンドデバイスバインド 
 

・ エンドデバイスバインドは、ユーザの介在によってコマンドデバイス(制御対象

デバイス)とコントロールデバイス(制御デバイス)のペアを特定する、シンプルな

バインディング方法に対応するための機能をアプリケーションに提供する。典型

的な使い方は、インストール(初期設定)目的で２つのデバイス上のボタン押下を

ユーザに行わせる方法である。この使い方を用いて２回目の押下でユーザはその

バインディング テーブル エントリを削除するようにできる。 
 

2.4.2.3 バインドとアンバインドの概要 
 

次の機能がバインディング テーブル エントリを直接設定するためにある。 
 

• バインド: 意図した送信先に制御メッセージを対応づけるバインディング テーブ

ル エントリを作成する機能を提供する。 
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• アンバインド: アンバインドはバインディング テーブル エントリを削除する機能

を提供する。 
 

2.4.2.4 バインディング テーブル 管理の概要 
 

次の機能は、バインディング テーブル を管理するために存在する。 
 
•  送信元バインディングデバイスを登録する 
送信元デバイスがプライマリ バインディング テーブル キャッシュに対して自身

のバインディング テーブル を保持するように指示する機能を提供する 
 

•  バインディング テーブル 内でデバイスを他のデバイスを交換する 
バインディング テーブル 内のアドレスの全インスタンスを交換することにより、

あるデバイスを別のデバイスに交換する機能を提供する 
 

•  バインディング テーブル  エントリのバックアップをとる 
新規に作成したエントリの詳細を(バインド リクエストの受信後に)バックアップ 
バインディング テーブル  キャッシュに送信するための機能をプライマリ バイン

ディング テーブル  キャッシュに提供する 
 

•  バックアップ バインディング テーブル  エントリを削除する 
(アンバインド リクエストの受信後に) 特定のエントリがバックアップ バインディ

ング テーブル キャッシュから削除されるようにリクエストする機能を、プライマ

リ バインディング テーブル キャッシュに提供する 
 

•  バインディング テーブル 全体のバックアップをとる 
バックアップ バインディング テーブル キャッシュを使用して、プライマリ バイ

ンディング テーブル キャッシュがそのバインディング テーブル 全体のバックア

ップをリクエストする機能を提供する。 
 

•  バインディング テーブル 全体をリストアする 
バックアップ バインディング テーブル キャッシュを使用して、そのバインディ

ング テーブル 全体のリストアをリクエストする機能をプライマリ バインディン

グ テーブル キャッシュに提供する 
 

•  プライマリ バインディング テーブル キャッシュのバックアップをとる 
その送信元デバイスのアドレス テーブル全体 (独自のバインディング テーブル を
含む任意の送信元デバイスのアドレスを含む)のバックアップをリクエストする機

能をプライマリ バインディング テーブル キャッシュに提供する 
 

•  プライマリ バインディング テーブル キャッシュのバックアップをとる 
送信元デバイス全体のアドレス テーブル (独自のバインディング テーブル を含む

任意の送信元デバイスのアドレスを含む)のリストアをリクエストするための機能

をプライマリ バインディング テーブル  キャッシュに提供する 
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2.4.2.5 ネットワーク管理の概要 
 

次の機能がネットワーク管理のためにある。 
 

• ネットワーク管理は次の要素を含む管理情報をデバイスから取り出す機能を提供

する。 
 
－ ネットワークディスカバリ結果 
－ 隣接ノードのリンク品質 
－ ルーティングテーブルの内容 
－ バインディング テーブル の内容 
－ ディスカバリキャッシュの内容 
－ エネルギー検出スキャン結果 

 
• ネットワーク管理は次の要素を含む管理情報制御を設定する機能を提供する。 
 
－ ネットワーク切断(ネットワークからの離脱) 
－ ネットワークへの直接加入 
－ 加入の許可 
－ ネットワーク更新と誤り通知(false notification) 

 
2.4.2.6 デバイスプロファイルのデバイスディスクリプション 

 
ZigBee デバイスプロファイルはシングルデバイスディスクリプションを使う。必須

と指定された各クラスタが全ての ZigBee デバイスに存在する。いくつかのメッセ

ージへの応答動作は論理デバイス型に特有である。オプションのクラスタへの対応

は論理デバイス型に依存しない。 
 
2.4.2.7 コンフィギュレーションと役割 

 
デバイスプロファイルはクライアント/サーバトポロジを想定する。デバイスディ

スカバリリクエスト、サービスディスカバリリクエスト、バインディングリクエス

トあるいはネットワーク管理リクエストを送信するデバイスはクライアントとして

動作する。これらのリクエストやレスポンドをサービスするデバイスはサーバの役

目を経て行う。デバイスによってはクライアントとサーバ両方の役割を持つことが

あるため、クライアントとサーバの役割は非排他的である。 
 

クライアントリクエストとサーバレスポンスの多くはパブリックであり、ZigBee デ
バイスオブジェクト以外のアプリケーションにアクセス可能であるため、アプリケ

ーションフレームワークヘッダでのトランザクションシーケンス数は、クライアン

トリクエストと、それに関連したサーバレスポンスでは同じになる。 
 

デバイスプロファイルは次の２つの設定のどちらかでデバイスを記述する。 
 

－クライアント： クライアントはデバイスプロファイルメッセージを用いて、

サーバーにリクエストを発行する。 
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－サーバ： サーバは、デバイスプロファイルメッセージを初期化したクライア

ントにレスポンスを発行する。 
 

2.4.2.8 ZDP コマンドの送信 
 

図 2.19.に示すように、すべての ZDP コマンドは APS データサービス経由で送信し、

ZDP フレーム構造に従ってフォーマットする。 
 

Octets: 1 Variable 
トランザクションシーケンス番号  トランザクションデータ 

図 2.19 ZDP フレームフォーマット 
 

2.4.2.8.1 トランザクションシーケンス番号フィールド 
 

トランザクションシーケンス番号フィールドは長さ 8 ビットであり、ZDP トランザ

クションの ID 番号を指定して、レスポンス コマンドフレームがリクエストフレー

ムに関連付けられるようにする。アプリケーションオブジェクト自体はこのフィー

ルドにコピーされ、コマンドが 1 つ送信されるたびに 1 つ増分する 8 ビットのカウ

ンタを保持する。0xff の値に達すると、次のコマンドによりカウンタが値 0x00 か

ら再開される。 
 
デバイスが、レスポンスを必要とする ZDP リクエスト コマンドを送信した場合は、

ターゲットデバイスは関連する ZDP レスポンス コマンドで応答し、オリジナルの

リクエスト コマンドにあるトランザクションシーケンス番号を含める。  
 

トランザクションシーケンス番号フィールドは、コントロールデバイスによって使

用される可能性がある。コントロールデバイスは、受信するレスポンスと関連する

コマンドが一致するように、複数のコマンドを発行している可能性がある。 
 
2.4.2.8.2 トランザクションデータフィールド 

 
トランザクションデータフィールドは可変長であり、個々の ZDP トランザクショ

ンのデータを含む。このフィールドのフォーマットと長さは、2.4.3 と 2.4.4.で定義

されているように、送信されるコマンドによって異なる。 
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2.4.3 クライアントサービス 
 

デバイスプロファイルのクライアントサービスは、デバイスディスカバリリクエス

ト、サービスディスカバリリクエスト、エンドデバイスバインディングリクエスト、

バインドリクエスト、アンバインドリクエストとネットワーク管理リクエストのク

ライアントからサーバへの転送をサポートする。さらにクライアントサービスはこ

れらのリクエストに対するレスポンスをサーバから受信することに対応する。 
 

2.4.3.1 デバイスディスカバリ・クライアントサービスとサービスディスカバリ・

クライアントサービス 
 

表 2.43 に、デバイスプロファイル、デバイス、サービスディスカバリの各クライア

ントサービスによってサポートされるコマンド挙げる。それぞれのコマンドについ

ては次の小節で説明する。 
 
表 2.43 デバイスディスカバリとサービスディスカバリのクライアントサービスのコマンド

デバイスディスカバリ・クライアントサービスと 
サービスディスカバリ・クライアントサービス クライアント送信 サーバ処理 

NWK_addr_req O M 
IEEE_addr_req O M 
Node_Desc_req O M 
Power_Desc_req O M 
Simple_Desc_req O M 
Active_EP_req O M 
Match_Desc_req O M 
Complex_Desc_req O O 
User_Desc_req O O 
Discovery_Cache_req O O 
Device_annce O M  
User_Desc_set O O 
System_Server_Discover_req O O 
Discovery_store_req O O 
Node_Desc_store_req O O 
Power_Desc_store_req O O 
Active_EP_store_req O O 
Simple_Desc_store_req O O 
Remove_node_Cache_req O O 
Find_node_Cache_req O O 
Extended_Simple_Desc_req O O 
Extended_Active_EP_req O O 

 
2.4.3.1.1 NWK_addr_req 

 
NWK_addr_req コマンド(クラスタ ID=0x0000) は、図 2.20.のようにフォーマットす

る。 
 

Octets: 8 1 1 
IEEEAddress RequestType StartIndex 
図 2.20 NWK_addr_req コマンドのフォーマット 

 
表 2.44 に、NWK_addr_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
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表 2.44 NWK_addr_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

IEEEAddr IEEE アドレス 有 効 な 64-bit 
IEEE アドレス 

問合せ先のデバイスによって一致されるべき

IEEE アドレス 
RequestType 整数 0x00-0xff このコマンドのリクエスト型：  

0x00 – シングルデバイスレスポンス  
0x01 – 拡張レスポンス  
0x02-0xff – 予約 

StartIndex 整数 0x00-0xff もし、このコマンドのリクエスト型が拡張レス

ポンスならば、StartIndex は接続したデバイスの

リスト内での要求されたエレメントの開始位置

を示す。 
 
2.4.3.1.1.1 生成タイミング 

 
NWK_addr_req は、指定された IEEE アドレスを持つリモートデバイスの 16 ビット

アドレスを問合せることを要求したローカルデバイスから生成される。このコマン

ドの送信はユニキャスト、または macRxOnWhenIdle = TRUE となるすべてのデバイ

スへのブロードキャストでなければならない。 
 

2.4.3.1.1.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスは IEEEAddr を自らのローカル IEEE アドレスまた

はローカル ディスカバリ キャッシュに保持された任意の IEEE アドレスと比較する。

一致せず、リクエストがユニキャストされる場合は NWK_addr_resp コマンドが生

成されて、Status フィールドが DEVICE_NOT_FOUND に、IEEEAddrRemoteDev フ
ィールドがリクエストの IEEE アドレスに設定され、NWKAddrRemoteDev フィール

ドがこのデバイスの NWK アドレスに設定されるが、NumAssocDev, StartIndex, 
NWKAddrAssocDevList フィールドがフレームに含まれない状態でローカル デバイ

スに返信される。一致がなく、コマンドがブロードキャストとして受信された場合

はこのリクエストを破棄し、レスポンスは生成されない。 
 
IEEEAddr と受信したデバイスの IEEE アドレスまたはディスカバリ キャッシュに

保持された IEEE アドレスが一致した場合は、リクエストタイプに従ってレスポン

スを生成する。リクエストタイプが予約値の一つである場合は、NWK_addr_resp コ
マンドが生成されて、Status フィールドが INV_REQUESTTYPE に設定され、

IEEEAddrRemoteDev フィールドがリクエストの IEEE アドレスに設定され、

NWKAddrRemoteDev フィールドがリクエストの IEEE アドレスに対応するネットワ

ーク アドレスに設定され、NumAssocDev, StartIndex, NWKAddrAssocDevList フィー

ルドがフレームに含まれない状態でローカル デバイスに返信される。 
 
RequestType が単一のデバイス レスポンスである場合は、NWK_addr_resp コマンド

が生成されて、Status フィールドが SUCCESS に設定され, IEEEAddrRemoteDev フィ

ールドがリクエストの IEEE アドレスに設定され、NWKAddrRemoteDev フィールド

が発見されたアドレスの NWK アドレスに設定され、 NumAssocDev, StartIndex, と 
NWKAddrAssocDevList フィールドがフレームに含まれない状態でローカル デバイ

スに返信される。 
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リクエストタイプが拡張レスポンスであり、かつリモートデバイスが接続したデバ

イスを持つ ZigBee コーディネータかルータのいずれかである場合は、

NWK_addr_resp コマンドが生成されて、Status フィールドが SUCCESS に設定され、

IEEEAddrRemoteDev フィールドがデバイス自体の IEEE アドレスに設定され、

NWKAddrRemoteDev フィールドがデバイス自体の NWK アドレスに設定された状

態でローカル デバイスに返信される。リモートデバイスはまた、すべて 16 ビット

の NWK アドレスのリストを NWKAddrAssocDevList フィールドで提供する。リス

トはエントリ StartIndex で始まり、接続されたデバイスの 大 APS パケット長に達

するまでエントリ全体で継続する。その後、NumAssocDev フィールドを

NWKAddrAssocDevList フィールドのエントリ数に設定する。 
 
2.4.3.1.2 IEEE_addr_req 
 
IEEE_addr_req コマンド(クラスタ ID=0x0001)は、図 2.21.のようにフォーマットす

る。 
 

Octets: 2 1 1 
NWKAddrOfInterest RequestType StartIndex

図 2.21 IEEE_addr_req_コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.45 に、IEEE_addr_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.45 IEEE_addr_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

NWKAddrOfInterest デバイスアドレス 16-bit NWK ア
ドレス 

IEEE アドレスマッピングに使用する

NWK アドレス 
RequestType 整数 0x00-0xff このコマンドのリクエストタイプ: 

0x00 – シングルデバイス レスポンス 
0x01 – 拡張レスポンス 
0x02-0xff – reserved 

StartIndex 整数 0x00-0xff このコマンドのリクエストタイプが

拡張レスポンスであれば、StartIndex
は接続されたデバイスのリストのリ

クエストされたエレメントについて

開始インデックスを提供する 
 

2.4.3.1.2.1 生成タイミング 
 

IEEE_addr_req は、指定された 16 ビットアドレスを持つリモートデバイスの 64 ビ

ット IEEE アドレスを問合せることを要求したローカルデバイスから生成される。

このコマンドの宛先指定はユニキャストにする。 
 

2.4.3.1.2.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスでは NWKAddrOfInterest をローカル NWK アドレス、

またはローカルディスカバリキャッシュに保持されている任意の NWK アドレスと

比較する。一致しない場合は、IEEE_addr_resp コマンドを生成して、ローカルデバ

イスに送り返す。その場合の Status フィールドの設定は DEVICE_NOT_FOUND、
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IEEEAddrRemoteDev フィールドの設定はこのデバイスの IEEE アドレス、

NWKAddrRemoteDev フィールドの設定はリクエストの NWK アドレスとする。ま

た、 NumAssocDev, StartIndex, NWKAddrAssocDevList の各フィールドはフレームに

含めない。 
 
組み込まれた NWKAddrOfInterest と、リモートデバイスの NWK アドレスあるいは

ディスカバリキャッシュに保持された NWK アドレスの間に一致が検出された場合

は、RequestType を使用してレスポンスを作成する。RequestType が予約値であれば、

IEEE_addr_resp コマンドを生成してローカルデバイスに送り返す。その場合の

Status フィールドの設定は INV_REQUESTTYPE, IEEEAddrRemoteDev フィールドの

設定はこのデバイスの IEEE アドレス、NWKAddrRemoteDev フィールドの設定はこ

のデバイスのネットワークアドレスとする。また、NumAssocDev, StartIndex, 
NWKAddrAssocDevList の各フィールドはフレームに含めない。 
 
RequestType がシングルデバイスレスポンスの場合は、IEEE_addr_resp コマンドを

生成してローカルデバイスに送り返す。その場合の Status フィールドの設定は

SUCCESS, IEEEAddrRemoteDev フィールドの設定は発見されたデバイスの IEEE ア

ドレス、NWKAddrRemoteDev フィールドの設定はリクエストの NWK アドレスと

する。また、NumAssocDev, StartIndex, NWKAddrAssocDevList の各フィールドはフ

レームに含めない。 
 
RequestType が示しているのが拡張レスポンスであり、リモートデバイスが、接続

されたデバイスのある ZigBee コーディネータかルータである場合は、

IEEE_addr_resp コマンドを生成してローカルデバイスに送り返す。その場合の

Status フィールドの設定は SUCCESS, IEEEAddrRemoteDev フィールドの設定はデバ

イス自体の IEEE アドレス、NWKAddrRemoteDev フィールドの設定はデバイス自体

の NWK アドレスとする。リモートデバイスはまた、NWKAddrAssocDevList フィー

ルドですべて 16 ビットのネットワークアドレスのリストを供給する。リストはエ

ントリ StartIndex から始まり、接続されたデバイス用の 大 APS パケット長に達す

るまでエントリ全体で続く。その後、NumAssocDev フィールドを

NWKAddrAssocDevList フィールドのエントリ数に設定する。 
 

2.4.3.1.3 Node_Desc_req 
 

Node_Desc_req_コマンド(クラスタ ID=0x0002) は、図 2.22 のようにフォーマットす

る。 
Octets: 2 

NWKAddrOfInterest 
図 2.22 Node_Desc_req コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.46 では、Node_Desc_req コマンドフレームのフィールドを指定する。 

 
表 2.46 Node_Desc_req コマンドのフィールド 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
NWKAddrOfInterest デバイスアドレス 16-bit NWK 

アドレス 
リクエスト用の NWK アドレス 
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2.4.3.1.3.1 生成タイミング 
 

Node_Desc_req コマンドは、リモートデバイスの Node ディスクリプタを問い合わ

せることを要求したローカルデバイスから生成される。このコマンドは、リモート

デバイス自体か、リモートデバイスのディスカバリ情報を含む代替デバイスへユニ

キャスト送信される。 
 
ローカルデバイスは、表 2.46 のフォーマットを使用して Node_Desc_req コマンドを

生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、Node ディスクリプタを必要とするリ

モートデバイスのネットワークアドレスを含む。 
 

2.4.3.1.3.2 受信時の動作 
 

このコマンドを受信すると、受信側デバイスではコマンドを処理し、2.4.4.1.3.1.の
記述に従ってレスポンスの Node_Desc_rsp コマンドを生成する。  

 
2.4.3.1.4 Power_Desc_req 

 
Power_Desc_req コマンド(クラスタ ID=0x0003)は、図 2.23 のようにフォーマットす

る。 
 

Octets: 2 
NWKAddrOfInterest 

図 2.23 Power_Desc_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.47 に、Power_Desc_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.47 Power_Desc_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddrOfInterest デバイスアドレス 16-bit NWK  
アドレス 

リクエスト用の NWK アドレス 

 
2.4.3.1.4.1 生成タイミング 

 
Power_Desc_req コマンドは、リモートデバイスの Power ディスクリプタを問合せる

ことを要求したローカルデバイスから生成される。このコマンドは、リモートデバ

イス自体か、リモートデバイスのディスカバリ情報を含む代替デバイスにユニキャ

スト送信される必要がある。 
 
ローカル デバイスは、表 2.47 のフォーマットを使用して Power_Desc_req コマンド

を生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、Power ディスクリプタを必要とす

るリモートデバイスのネットワーク アドレスを含む。 
 

2.4.3.1.4.2 受信時の動作 
 

このコマンドを受信すると、受信側デバイスではコマンドを処理し、2.4.4.1.4.1.の
記述に従ってレスポンスの Power_Desc_rsp コマンドを生成する。  
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2.4.3.1.5 Simple_Desc_req 
 

Simple_Desc_req コマンド(クラスタ ID=0x0004)は、図 2.24 のようにフォーマットす

る。 
 

Octets: 2 1 
NWKAddrOfInterest EndPoint 

図 2.24 Simple_Desc_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.48 に、Simple_Desc_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.48 Simple_Desc_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

NWKAddrOfInterest デバイスアドレス 16-bit NWK アドレス リクエスト用の NWK 
Endpoint  8 bits 1-240 宛先のエンドポイント 

 
2.4.3.1.5.1 生成タイミング 

 
Simple_Desc_req コマンドは、特定のエンドポイントにあるリモートデバイスの

Simple ディスクリプタを問合せることを要求したローカルデバイスから生成される。

このコマンドは、リモートデバイス自体か、リモートデバイスのディスカバリ情報

を含む代替デバイスにユニキャスト送信される必要がある。 
ローカル デバイスは、表 2.48 のフォーマットを使用して Simple_Desc_req コマンド

を生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、Simple ディスクリプタを必要とす

るリモートデバイスのネットワーク アドレスを含む。また、エンドポイント フィ

ールドは、必要な Simple ディスクリプタをそこから取得するためのエンドポイン

ト識別子を含む。 
 

2.4.3.1.5.2 受信時の動作 
 

このコマンドを受信すると、受信側デバイスではコマンドを処理し、2.4.4.1.5.1.の
記述に従ってレスポンスの Simple_Desc_rsp コマンドを生成する。 

  
2.4.3.1.6 Active_EP_req 

 
Active_EP_req コマンド(クラスタ ID=0x0005)は、図 2.25 のようにフォーマットする。 
 

Octets: 2 
NWKAddrOfInterest

図 2.25 フォーマット of the Active_EP_req コマンドフレーム 
 

表 2.49 に、Active_EP_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.49 Active_EP_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

NWKAddrOfInterest デバイスアドレス 16-bit NWK アドレス リクエストの NWK アドレス
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2.4.3.1.6.1 生成タイミング 
 

Active_EP_req コマンドは、Simple ディスクリプタでリモートデバイス上のエンド

ポイントのリストを取得する必要のあるローカル デバイスから生成される。この

コマンドは、リモートデバイス自体か、リモートデバイスのディスカバリ情報を含

む代替デバイスにユニキャスト送信される必要がある。 
 
ローカル デバイスは、表 2.49 のフォーマットを使用して Active_EP_req コマンドを

生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、アクティブエンドポイントのリスト

を必要とするリモートデバイスのネットワーク アドレスを含む。 
 

2.4.3.1.6.2 受信時の動作 
 

このコマンドを受信すると、受信側デバイスではコマンドを処理し、2.4.4.1.6.1 の

記述に従ってレスポンスの Active_EP_rsp コマンドを生成する。 
 

2.4.3.1.7 Match_Desc_req 
 

Match_Desc_req コマンド(クラスタ ID=0x0006)は、図 2.26 のようにフォーマットす

る。  
 

Octets: 2 2 1 Variable 1 Variable 
NWKAddrOfInterest ProfileID NumInClusters InClusterList NumOutClusters OutClusterList

図 2.26 Match_Desc_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.50 に、Match_Desc_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.50 Match_Desc_req コマンドのフィールド 
  名前 タイプ 有効範囲 解説 
NWKAddrOfInterest デバイスアドレス 16-bit  

NWK アドレス 
リクエストの NWK アドレス 

ProfileID 整数 0x0000-0xffff 宛先で照合するプロファイル
ID 

NumInClusters 整数 0x00-0xff InClusterList 内で照合用に提

供される入力クラスタ数 
InClusterList 2 bytes*  

NumInClusters 
 照合に使用する入力クラスタ

ID リスト。InClusterList はリ

モートデバイス によって照合

される必要のあるリスト

(InClusterList のエレメントは

ローカルデバイスでサポート

される出力クラスタ). 
NumOutClusters 整数 0x00-0xff OutClusterList 内での照合用に

提供される出力クラスタ数 
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表 2.50 Match_Desc_req コマンドのフィールド 
  名前 タイプ 有効範囲 解説 

OutClusterList 2 bytes* 
NumOutClusters 

 照合に使用される出力クラス

タ ID の リ ス ト 。 
OutClusterList は、リモートデ

バイスによって照合する必要

のあるリスト  (OutClusterList
のエレメントはローカルデバ

イスでサポートされる入力ク

ラスタ) 
 

2.4.3.1.7.1 生成タイミング 
 
Match_Desc_req コマンドは、ある特定の Simple ディスクリプタ一致条件をサポー

トするリモートデバイスを見つける必要のあるローカル デバイスから生成される。

このコマンドは、macRxOnWhenIdle = TRUE となる全デバイスにブロードキャスト

送信するか、ユニキャスト送信する必要がある。コマンドをユニキャスト送信する

場合は、リモートデバイス自体か、リモートデバイスのディスカバリ情報を含む代

替デバイスを宛先とする必要がある。 
 
ローカル デバイスは、表 2.50 のフォーマットを使用して Match_Desc_req コマンド

を生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、コマンドがブロードキャストされ

る予定の場合は、macRxOnWhenIdle = TRUE (0xfffd)となる全デバイスへのブロー

ドキャストであることを示すネットワークアドレス、または一致する必要のあるリ

モートデバイスのネットワークアドレスを含む。 
 
残りのフィールドは、Simple ディスクリプタの一致がリクエストされる場合に必要

な条件を含む。プロファイル ID フィールドは、一致が検索されているプロファイ

ルの識別子を含む。 
 
NumInClusters フィールドは、InClusterList フィールドのエレメント数を含む。 この

フィールド値が 0 の場合は、InClusterList フィールドを含めることはできない。

NumInClusters フィールド値が 0 に等しくない場合は、InClusterList フィールドは、

一致が検索されている入力クラスタ識別子のリストを含む。 
 
NumOutClusters フィールドは、OutClusterList フィールドのエレメント数を含む。こ

のフィールド値が 0 の場合は、OutClusterList フィールドを含めることはできない。

NumOutClusters フィールド値が 0 に等しくない場合は、OutClusterList フィールドは、

一致が検索されている出力クラスタ識別子のリストを含む。 
 

2.4.3.1.7.2 受信時の動作 
 

このコマンドを受信すると、受信側デバイスではコマンドを処理し、2.4.4.1.7.1.の
記述に従ってレスポンスの Match_Desc_rsp コマンドを生成する。 
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2.4.3.1.8 Complex_Desc_req 
 

Complex_Desc_req コマンド(クラスタ ID=0x0010)は、図 2.27 のようにフォーマット

する。 
 

Octets: 2 
NWKAddrOfInterest 

図 2.27 Complex_Desc_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.51 に、Complex_Desc_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.51 Complex_Desc_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

NWKAddrOfInterest デバイスアドレス 16-bit NWK アドレス リクエスト用の NWK アドレス

 
2.4.3.1.8.1 生成タイミング 

 
Complex_Desc_req コマンドは、リモートデバイスの complex ディスクリプタを問合

せることを要求したローカルデバイスから生成される。このコマンドは、リモート

デバイス自体か、リモートデバイスのディスカバリ情報を含む代替デバイスにユニ

キャスト送信される必要がある。 
 
ローカル デバイスは、表 2.51 のフォーマットを使用して Complex_Desc_req コマン

ドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、complex ディスクリプタを必要

とするリモートデバイスのネットワーク アドレスを含む。 
 

2.4.3.1.8.2 受信時の動作 
 

このコマンドを受信すると、受信側デバイスではコマンドを処理し、2.4.4.1.8.1.の
記述に従ってレスポンスの Complex_Desc_rsp コマンドを生成する。  
 
2.4.3.1.9 User_Desc_req 

 
User_Desc_req (クラスタ ID=0x0011)コマンドは、図 2.28 のようにフォーマットする。 

 
Octets: 2 

NWKAddrOfInterest 
図 2.28 フォーマット of the User_Desc_req コマンドフレーム 

 
表 2.52 に、User_Desc_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 

 
表 2.52 User_Desc_req コマンドのフィールド 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
NWKAddrOfInterest デバイスアドレス 16-bit NWK アドレス リクエスト用の NWK アドレス 
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2.4.3.1.9.1 生成タイミング 
 

User_Desc_req コマンドは、リモートデバイスの User ディスクリプタを問合せるこ

とを要求したローカルデバイスから生成される。このコマンドは、リモートデバイ

ス自体か、リモートデバイスのディスカバリ情報を含む代替デバイスにユニキャス

ト送信される必要がある。 
 
ローカル デバイスは、表 2.52 のフォーマットを使用して User_Desc_req コマンドを

生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、User ディスクリプタを必要とするリ

モートデバイスのネットワーク アドレスを含む。 
  

2.4.3.1.9.2 受信時の動作 
 

このコマンドを受信すると、受信側デバイスではコマンドを処理し、2.4.4.1.9.1.の
記述に従ってレスポンスの User_Desc_rsp コマンドを生成する。  

 
2.4.3.1.10 Discovery_Cache_req 

 
Discovery_Cache_req コマンド(クラスタ ID=0x0012)は、図 2.29 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octets: 2 8 
NWKAddr IEEEAddr 

図 2.29 Discovery_Cache_req コマンド フレームのフォーマット 
 

表 2.53 に、Discovery_Cache_req コマンドフレームのパラメータの詳細を指定する。 
 

表 2.53 Discovery_Cache_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

NWKAddr デバイスアドレス 16-bit NWK アドレス ローカルデバイス用の NWK アドレス 
IEEEAddr デバイスアドレス 64-bit IEEE アドレス ローカルデバイス用の IEEE アドレス 

 
2.4.3.1.10.1 生成タイミング 

 
Discovery_Cache_req は、ネットワーク上のデバイスをイネーブルにして、ネットワ

ーク上のプライマリディスカバリキャッシュデバイスを検索するために提供される。

このプリミティブ上の宛先指定は、macRxOnWhenIdle =TRUE となる全デバイスに

ブロードキャストされる必要がある。 
 
2.4.3.1.10.2 受信時の動作 

 
受信時に、リモートデバイスが Discovery_Cache_req をサポートしていない場合は、

リクエストは削除され、それ以上の処理は行われない。Discovery_Cache_req がサポ

ートされている場合は、リモートデバイスは Discovery_Cache_req に示す送信元に

対するユニキャストの Discovery_Cache_rsp メッセージを生成し、SUCCESS ステー

タスを組み込むものとする。 
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2.4.3.1.11 Device_annce 
 

Device_annce コマンド(クラスタ ID=0x0013)は、図 2.30 のようにフォーマットする。 
 

Octets: 2 8 1 
NWKAddr IEEEAddr Capability 

図 2.30 Device_annce コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.54 に、Device_annce コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.54 Device_annce コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddr デバイスアドレス 16-bit NWK アドレス ローカルデバイス用の NWK アドレス 
IEEEAddr デバイスアドレス 64-bit IEEE アドレス ローカルデバイス用の IEEE アドレス 
Capability Bitmap 図 2.17 参照 ローカル デバイスの機能 

 
2.4.3.1.11.1 生成タイミング 

 
Device_annce は、ネットワーク上の ZigBee デバイスをイネーブルにし、デバイス

の 64-bit IEEE アドレスと新しい 16-bit NWK アドレスを認識し、ZigBee デバイスの

機能(capability)をリモートデバイスに知らせて、デバイスがネットワークに加入ま

たは再加入したことを他の ZigBee デバイスに通知するために提供される。加入ま

たは再加入の際に、全 ZigBee エンドデバイスについてこのコマンドを呼び出す必

要がある。このコマンドは NWK アドレス競合解消機能の一部として、加入または

再加入の際に ZigBee ルータによって呼び出すこともできる。このプリミティブ上

の宛先アドレス指定は、macRxOnWhenIdle = TRUE となる全デバイスに対してブロ

ードキャストされる。 
 

2.4.3.1.11.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスはメッセージ中の IEEEAddr を使用して、リモート

デバイス中に保持されている任意の他の IEEE アドレスとの一致を検索する。一致

が検出された場合は、リモートデバイス は、受信された IEEEAddr に対応する更新

された NWKAddr の属性で、NIB の nwkAddressMap 属性を更新する。 
 
リモートデバイスはまた、メッセージ中の NWKAddr を使用して、リモートデバイ

ス中に保持されている任意の他の 16-bit NWK アドレスとの一致を検索する。

IEEEAddr フィールドに示された以外の IEEE アドレスを持つデバイスについて一致

が検出された場合は、このエントリが既知の有効な 16-bit NWK アドレスを持たな

いことを示す必要がある。 
 

2.4.3.1.12 User_Desc_set 
 

User_Desc_set コマンド(クラスタ ID=0x0014)は、図 2.31 のようにフォーマットする。 
 
 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



ZigBee Specification 111
Document 053474r17 

 
 

Octets: 2 1 Various 
NWKAddrOfInterest Length User ディスクリプタ 
図 2.31 User_Desc_set コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.55 に、User_Desc_set コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 

 
表 2.55 User_Desc_set コマンドのフィールド 

名前 タイプ 有効範囲  解説 
NWKAddrOfInterest デバイス 

アドレス 
16-bit NWK
アドレス 

リクエスト用の NWK アドレス 

Length 整数 0x00 - 0x10 User ディスクリプタの長さ（バイト単位） 
UserDescription User 

Descriptor 
 構成のためのユーザ記述。ここに入力される

ASCII キャラクタ文字列が 16 文字より少なけ

れば、スペース文字がパディングされ(0x20)、
全体の長さが 16 文字になるようにする。コー

ド 0x00-0x1f には文字列が許可されていない。 
 

2.4.3.1.12.1 生成タイミング 
 

User_Desc_set コマンドは、リモートデバイスの User ディスクリプタを構成する必

要のあるローカル デバイスから生成される。このコマンドは、リモートデバイス

自体か、リモートデバイスのディスカバリ情報を含む代替デバイスにユニキャスト

送信される必要がある。 
 
ローカル デバイスは、表 2.55 のフォーマットを使用して User_Desc_set コマンドを

生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、User_Desc_set を構成する必要のある

リモートデバイスのネットワークアドレスを含む必要があり、UserDescription フィ

ールドは User ディスクリプタ中で構成される必要のある ASCII キャラクタ文字列

を含む。0x00～0x1f の番号が付いた ASCII コードを伴う文字をこの文字列に含める

ことは許可されていない。 
  

2.4.3.1.12.2 受信時の動作 
 

このコマンドを受信すると、受信側デバイスではコマンドを処理し、2.4.4.1.11.1 の

記述に従ってレスポンスの User_Desc_conf コマンドを生成する。  
 

2.4.3.1.13 System_Server_Discovery_req 
 

System_Server_Discovery_req コマンド(クラスタ ID=0x0015)は、図 2.32 のようにフ

ォーマットする。 
 

Octets: 2 
ServerMask 

図 2.32 System_Server_Discovery_req コマンド フレームのフォーマット 
 

表 2.56 に、System_Server_Discovery_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指

定する。 
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表 2.56 Fields of the System_Server_Discovery_req コマンド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ServerMask Bitmap 16 bits  ビット割り当てについては表 2.31 参照 
 

2.4.3.1.13.1 生成タイミング 
 

System_Server_Discovery_req は、ServerMask パラメータの示す特定のシステムサー

バまたはサーバの場所を見つける必要のあるローカル デバイスから生成される。

このリクエストの宛先アドレス指定は、macRxOnWhenIdle = TRUE となるすべての

デバイスにブロードキャストされる。 
 

2.4.3.1.13.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスでは ServerMask パラメータをそれ自体の Node ディ

スクリプタにある ServerMask フィールドと比較する。一致するビットがなければ、

アクションは起こらない。一致するビットが見つかった場合は、リモートデバイス

は(acknowledgement リクエストとともに)ユニキャスト送信を使用して

System_Server_Discovery_rsp を送信元に送信し、一致するビットを示す。 
 

2.4.3.1.14 Discovery_store_req 
 

Discovery_Store_req コマンド(クラスタ ID=0x0016)は、図 2.33 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octets: 2 8 1 1 1 1 Variable 
NWKAddr IEEEAddr NodeDesc-Size PowerDesc-

Size 
ActiveEPSize SimpleDesc- 

Count 
SimpleDesc-
SizeList 

図 2.33 Discovery_Store_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.57 に、Discovery_store_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.57 Discovery_store_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddr デバイス 
アドレス 

16-bit NWK 
アドレス 

ローカルデバイス用の NWK アドレス 

IEEEAddr デバイス 
アドレス 

64-bit IEEE 
アドレス 

ローカルデバイス用の IEEE アドレス 

NodeDescSize 整数 0x00-oxff ローカルデバイス用の Node ディスクリプタのサ

イズ（バイト単位） 
PowerDescSize 整数 0x00 - 0xff ローカルデバイス用 Power ディスクリプタのサ

イズ（バイト単位） 
ActiveEPSize 整数 0x00 - 0xff ActiveEPCount のサイズ（バイト単位） 
SimpleDescCount 整数 0x00 - 0xff ローカルデバイスでサポートされる Simple ディ

スクリプタ数 
(ActiveEPSize と同じ値である必要がある) 

SimpleDescSizeList Array of 
bytes 

 SimpleDescCount の長さのバイト数のリスト。各

バイト数は、ローカルデバイス上の各エンドポイ

ント用の Simple ディスクリプタのサイズ（バイ

ト単位）を表す。 
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2.4.3.1.14.1 生成タイミング 
 

Discovery_store_req は、ネットワーク上の ZigBee エンドデバイスがプライマリディ

スカバリキャッシュデバイス上のディスカバリ キャッシュ情報の格納をリクエス

トできるようにするために提供される。 リクエストには、ローカルデバイスの要

求する格納スペースの容量も含まれる。このリクエストの宛先アドレス指定はユニ

キャストされる。 
 
2.4.3.1.14.2 受信時の動作 

 
受信すると、リモートデバイスは受信されたものがプライマリディスカバリキャッ

シュ デバイスかどうかを判断する。プライマリディスカバリキャッシュ デバイス

でない場合は、リモートデバイスはステータス NOT_SUPPORTED を返す。次にリ

モートデバイスは、NWKAddr と IEEEAddr のサイズ、プラス NodeDescSize, 
PowerDescSize, ActiveEPSize, および SimpleDescSizeList のサイズを合計して得られ

る、リクエストされたディスカバリキャッシュを格納できる容量をそれ自体が有し

ているかどうかを判断する。十分なスペースがある場合は、ローカルデバイスに

SUCCESS ステータスが与えられる。それ以外の場合は、ローカルデバイスは

INSUFFICIENT_SPACE を返す。 
SUCCESS ステータスが返されると、リモートデバイスは、ディスカバリ情報のア

ップロード用にローカルデバイスからリクエストされたストレージを予約する。さ

らに、直前に格納されたエントリに一致する IEEEAddr をローカルデバイスが提供

しているのに、NWKAddr が直前のエントリとは異なる場合は、リモートデバイス

は新規に登録されたデータを優先し、直前のエントリとディスカバリ キャッシュ 
情報を削除する。 

 
2.4.3.1.15 Node_Desc_store_req 

 
Node_Desc_store_req コマンド(クラスタ ID=0x0017)は、図 2.34 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octets: 2 8 Variable 
NWKAddr IEEEAddr NodeDescriptor 

図 2.34 Node_Desc_store_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.58 に、Node_Desc_store_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.58 Node_Desc_store_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddr デバイス 
アドレス 

16-bit NWK アドレス ローカルデバイスの NWK アドレス  

IEEEAddr デバイス 
アドレス 

64-bit IEEE アドレス ローカルデバイス用の IEEE アドレス 

NodeDescriptor ノード 
ディスクリプタ 

 2.3.2.3 のノードディスクリプタ フォー

マット参照 
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2.4.3.1.15.1 生成タイミング 
 

Node_Desc_store_req は、ネットワーク上の ZigBee end デバイスが、

Discovery_store_req から同じプライマリディスカバリキャッシュデバイスに事前に

SUCCESS ステータスを受信したプライマリディスカバリキャッシュデバイス上の

ノードディスクリプタの格納をリクエストできるようにするために提供される。こ

のリクエストには、ローカルデバイスがキャッシュする必要のあるノードディスク

リプタも含まれる。 
 

2.4.3.1.15.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスは受信されたものがプライマリディスカバリキャッ

シュ デバイスかどうかを判断する。プライマリディスカバリキャッシュ デバイス

でない場合は、リモートデバイスはステータス NOT_SUPPORTED を返す。次にリ

モートデバイスは、ローカルデバイスの Discovery_store_req を事前に処理してステ

ータス SUCCESS を返したかどうかを判断する。以前の Discovery_store_req が

SUCCESS ステータスで処理されていなかった場合は、リモートデバイスは

NOT_PERMITTED を返す。次にリモートデバイスは、ローカルデバイスのノード

ディスクリプタを格納するのに十分な容量があるかどうかを判断する。ない場合は、

リモートデバイスは INSUFFICIENT_SPACE を返す。 
後に、リモートデバイスはローカルデバイスのノードディスクリプタを格納して

SUCCESS を返す。リクエストがステータス SUCCESS を返し、リクエスト内の

NWKAddr と IEEEAddr がプライマリディスカバリキャッシュに保持されたアドレ

スを参照している場合は、リクエスト内のディスクリプタは先に保持されていたエ

ントリを上書きする。 
 

2.4.3.1.16 Power_Desc_store_req 
 

Power_Desc_store_req コマンド(クラスタ ID=0x0018)は、図 2.35 のようにフォーマ

ットする。 
 

Octets: 2 8 Variable 
NWKAddr IEEEAddr Power ディスクリプタ 

図 2.35 Power_Desc_store_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.59 に、Power_Desc_store_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.59 Power_Desc_store_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddr デバイス 
アドレス 

16-bit NWK  
アドレス 

ローカルデバイス用の NWK アドレス 

IEEEAddr デバイス 
アドレス 

64-bit アドレス ローカルデバイス用の IEEE アドレス 

PowerDescriptor Power 
ディスクリプタ

 2.3.2.4 の Power ディスクリプタフォーマッ

トを参照。Status フィールドが SUCCESS
に等しい場合は、このフィールドはフレー

ムのみに含まれる。 
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2.4.3.1.16.1 生成タイミング 
 

Power_Desc_store_req は、ネットワーク上の ZigBee エンドデバイスが、

Discovery_store_req から同じプライマリディスカバリキャッシュ デバイスに

SUCCESS ステータスを以前受信したことのあるプライマリディスカバリキャッシ

ュ デバイス上の Power ディスクリプタの格納をリクエストできるようにするため

に提供される。このリクエストには、ローカルデバイスがキャッシュする必要のあ

る Power ディスクリプタも含まれる。 
 

2.4.3.1.16.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスは受信されたものがプライマリディスカバリキャッ

シュ デバイスかどうかを判断する。プライマリディスカバリキャッシュ デバイス

でない場合は、リモートデバイスはステータス NOT_SUPPORTED を返す。次にリ

モートデバイスは、ローカルデバイスの Discovery_store_req を事前に処理してステ

ータス SUCCESS を返したかどうかを判断する。  
以前の Discovery_store_req が SUCCESS ステータスで処理されていなかった場合は、

リモートデバイスは NOT_PERMITTED を返す。次にリモートデバイスは、Power
ディスクリプタを格納するのに十分な容量がローカルデバイスにあるかどうかを判

断する。ない場合は、リモートデバイスは INSUFFICIENT_SPACE を返す。 
後に、リモートデバイスはローカルデバイスの Power ディスクリプタを格納して

SUCCESS を返す。リクエストがステータス SUCCESS を返し、リクエスト内の

NWKAddr と IEEEAddr がプライマリディスカバリキャッシュに保持されたアドレ

スを参照している場合は、リクエスト内のディスクリプタは先に保持されていたエ

ントリを上書きする。 
 

2.4.3.1.17 Active_EP_store_req 
 

Active_EP_store_req コマンド(クラスタ ID=0x0019)は、図 2.36 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octets: 2 8 1 Variable 
NWKAddr IEEEAddr ActiveEPCount ActiveEPList 

図 2.36 Active_EP_store_req コマンド フレームのフォーマット 
 

表 2.60 に、Active_EP_store_req コマンドフレームのフィールドを指定する。 
 

表 2.60 Active_EP_store_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddr デバイス

アドレス 
16-bit NWK 
アドレス 

ローカルデバイス用の NWK アドレス 

IEEEAddr デバイス

アドレス 
64-bit IEEE 
アドレス 

ローカルデバイス用の IEEE アドレス  

ActiveEPCount 整数 0x00-0xff ローカルデバイス上のアクティブエンドポイント数

ActiveEPList   バイトのリスト。各々は、8-bit のエンドポイント

数を表す 
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2.4.3.1.17.1 生成タイミング 
 

Active_EP_store_req は、ネットワーク上の ZigBee エンドデバイスが

Discovery_store_req から同じプライマリディスカバリキャッシュ デバイスに

SUCCESS ステータスを事前に受信したプライマリディスカバリキャッシュ デバイ

ス上のアクティブエンドポイントのリストの格納をリクエストできるようにするた

めに提供される。このリクエストには、ローカルデバイスがキャッシュする必要の

あるアクティブエンドポイントの数と、エンドポイントリスト自体も含まれる。 
 

2.4.3.1.17.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスは受信されたものがプライマリディスカバリキャッ

シュ デバイスかどうかを判断する。プライマリディスカバリキャッシュ デバイス

でない場合は、リモートデバイスはステータス NOT_SUPPORTED を返す。次にリ

モートデバイスは、ローカルデバイスの Discovery_store_req を事前に処理してステ

ータス SUCCESS を返したかどうかを判断する。以前の Discovery_store_req が

SUCCESS ステータスで処理されていなかった場合は、リモートデバイスは

NOT_PERMITTED を返す。次にリモートデバイスは、アクティブエンドポイント

カウントとローカルデバイスのリストを格納するのに十分な容量があるかどうかを

判断する。ない場合は、リモートデバイスは INSUFFICIENT_SPACE を返す。 後

に、リモートデバイスはアクティブエンドポイントカウントとローカルデバイスの

リストを格納し、SUCCESS を返す。リクエストがステータス SUCCESS を返し、

リクエスト内の NWKAddr と IEEEAddr がプライマリディスカバリキャッシュにす

でに保持されているアドレスを参照している場合は、このリクエスト内のディスク

リプタが前に保持されていたエントリを上書きする。 
 

2.4.3.1.18 Simple_Desc_store_req 
 

Simple_Desc_store_req コマンド(クラスタ ID=0x001a) は、図 2.37 のようにフォーマ

ットする。 
 

Octets: 2 8 1 Variable 
NWKAddr IEEEAddr Length Simple ディスクリプタ 

図 2.37 Simple_Desc_store_req コマンド フレームのフォーマット 
 

表 2.61 に、Simple_Desc_store_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.61 Simple_Desc_store_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddr デバイス 
アドレス 

16-bit NWK 
アドレス 

ローカルデバイス用の NWK アドレス 

IEEEAddr デバイス 
アドレス 

64-bit IEEE 
アドレス 

ローカルデバイス用の IEEE アドレス 

Length デバイス 
アドレス 

0x00 - 0xff 後続の Simple ディスクリプタのバイトの 
長さ  

Simple 
ディスクリプタ 

Simple 
ディスクリプタ 

 2.3.2.5.の Simple ディスクリプタフォーマッ

トを参照。 
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2.4.3.1.18.1 生成タイミング 
 

Simple_desc_store_req は、ネットワーク上の ZigBee エンドデバイスが、

Discovery_store_req から同じプライマリディスカバリキャッシュ デバイスに対して

SUCCESS ステータスを受信したプライマリディスカバリキャッシュデバイス上に

Simple ディスクリプタのリストを格納することをリクエストできるようにするため

に提供される。注意すべきなのは、ローカルデバイス上の各アクティブエンドポイ

ントの各 Simple ディスクリプタを、このコマンドを介して個別にプライマリディ

スカバリキャッシュ デバイスにアップロードして、キャッシュされたディスカバ

リをイネーブルにする必要があることである。このリクエストには、ローカルデバ

イスがキャッシュを希望する Simple ディスクリプタの長さと、Simple ディスクリ

プタ自体も含まれる。エンドポイントは Simple ディスクリプタ内のフィールドで

あり、ローカルデバイスのディスカバリ キャッシュ情報を管理するためにリモー

トデバイスによってアクセスされる。 
 

2.4.3.1.18.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスは受信されたものがプライマリディスカバリキャッ

シュ デバイスかどうかを判断する。プライマリディスカバリキャッシュ デバイス

でない場合は、リモートデバイスはステータス NOT_SUPPORTED を返す。次にリ

モートデバイスは、ローカルデバイスの Discovery_store_req を事前に処理してステ

ータス SUCCESS を返したかどうかを判断する。 
以前の Discovery_store_req が SUCCESS ステータスで処理されていなかった場合は、

リモートデバイスは NOT_PERMITTED を返す。次にリモートデバイスは、ローカ

ルデバイスの Simple ディスクリプタを格納するのに十分な容量があるかどうかを

判断する。ない場合は、リモートデバイスは INSUFFICIENT_SPACE を返す。 
後に、リモートデバイスはローカルデバイスの Simple ディスクリプタを格納し

て SUCCESS を返す。リクエストがステータス SUCCESS を返し、リクエスト内の

NWKAddr と IEEEAddr がプライマリディスカバリキャッシュに保持されたアドレ

スを参照している場合は、リクエスト内のディスクリプタは先に保持されていたエ

ントリを上書きする。 
 
2.4.3.1.19 Remove_node_Cache_req 

 
Remove_node_Cache_req コマンド(クラスタ ID=0x001b) は、図 2.38 のようにフォー

マットする。 
 

Octets: 2 8 
NWKAddr IEEEAddr 

図 2.38 Remove_node_Cache_req コマンド フレームのフォーマット 
 

表 2.62 に、Remove_node_Cache_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
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表 2.62 Remove_node_Cache_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddr デバイスアドレス 16-bit NWK アドレス 関心対象デバイス用の NWK アドレス 
IEEEAddr デバイスアドレス 64-bit IEEE アドレス 関心対象デバイス用の IEEE アドレス 

 
2.4.3.1.19.1 生成タイミング 

 
Remove_node_Cache_req は、ネットワーク上の ZigBee デバイスが、指定された

ZigBee エンドデバイスのディスカバリ キャッシュ情報をプライマリディスカバリ

キャッシュデバイスから削除することをリクエストできるようにするために提供さ

れる。Remove_node_Cache_req の正常な効果は、以前の正常な Discovery_store_req 
を取り消したうえで、プライマリディスカバリキャッシュデバイス上の特定の

ZigBee エンドデバイスの代わりに格納されている任意のキャッシュ情報を削除する

ことである。 
 

2.4.3.1.19.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスは受信されたものがプライマリディスカバリキャッ

シュ デバイスかどうかを判断する。プライマリディスカバリキャッシュ デバイス

でない場合は、リモートデバイスはステータス NOT_SUPPORTED を返す。次にリ

モートデバイスは、示されたデバイスの Discovery_store_req を事前に処理して、ス

テータス SUCCESS を返したかどうかを判断する。 
以前の Discovery_store_req が SUCCESS ステータスで処理されていなかった場合は、

リモートデバイスは DEVICE_NOT_FOUND を返す。 
後に、リモートデバイスは関心対象デバイスのすべてのキャッシュされたディス

カバリ情報を削除して、ローカルデバイスに SUCCESS を返す。 
 

2.4.3.1.20 Find_node_Cache_req 
 

Find_node_Cache_req コマンド(クラスタ ID=0x001c)は、図 2.39 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octets: 2 8 
NWKAddr IEEEAddr 

図 2.39 Find_node_cache コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.63 に、Find_node_Cache_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.63 Find_node_cache_req コマンドフレームのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddr デバイスアドレス 16-bit NWK  
アドレス 

関心対象デバイス用の NWK アドレス

IEEEAddr デバイスアドレス 64-bit IEEE  
アドレス 

関心対象デバイス用の IEEE アドレス
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2.4.3.1.20.1 生成タイミング 
 

Find_node_Cache_req は、リクエストパラメータに指定されているように、関心対

象デバイスのディスカバリ情報を保持するネットワーク上のデバイスを見つけるた

めのリクエストを、macRxOnWhenIdle = TRUE となるすべてのデバイスに対してネ

ットワーク上の ZigBee デバイスがブロードキャストできるようにするために提供

される。Find_node_Cache_req が成功した場合の効果は、関心対象のデバイスのデ

ィスカバリ情報を保持しているプライマリディスカバリキャッシュデバイスに、

Find_node_Cache_rsp をローカルデバイスへ再度ユニキャストさせることである。注

意する必要があるのは、NWK_addr_req と同様、この基準を満たしたデバイスのみ

が Find_node_Cache_req に生成されたリクエストに対して応答することである。 
 

2.4.3.1.20.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスは受信されたものが関心対象デバイスなのかプライ

マリディスカバリキャッシュデバイスなのかを判断する。関心対象デバイスであれ

ば、関心対象デバイスのディスカバリ キャッシュ情報が保持される。関心対象デ

バイスでもプライマリディスカバリキャッシュデバイスでもなく、関心対象デバイ

スのディスカバリ キャッシュ 情報も保持していない場合は、リモートデバイスは

リクエストの処理を中断し、レスポンスも提供しない。リモートデバイスが関心対

象デバイスかプライマリディスカバリキャッシュ デバイスであり、示された関心

対象デバイスのディスカバリ情報をデバイスが保持している場合は、リモートデバ

イスは関心対象デバイスの NWKAddr と IEEEaddr を返す。 
 

2.4.3.1.21 Extended_Simple_Desc_req 
 

Extended_Simple_Desc_req コマンド(クラスタ ID=0x001d)は、図 2.40 のようにフォ

ーマットする。 
 

Octets: 2 1 1 
NWKAddrOfInterest EndPoint StartIndex 

図 2.40 Extended_Simple_Desc_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.64 に、Extended_Simple_Desc_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定

する。 
 

表 2.64 Fields of the Extended_Simple_Desc_req コマンド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddrOfInterest デバイス 
アドレス 

16-bit NWK 
アドレス 

リクエスト用の NWK アドレス 

Endpoint 8 bits 1-240 宛先のエンドポイント 
StartIndex 8bits 0x00-0xff Application Input Cluster List と Application 

Output Cluster List の順序付きリストに代表さ

れる、レスポンスのクラスタリスト内の開始

インデックス。  
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2.4.3.1.21.1 生成タイミング 
 
Extended_Simple_Desc_req コマンドは、特定のエンドポイントにあるリモートデバ

イスの Simple ディスクリプタを問合せることを要求したローカルデバイスから生

成される。 
 

このコマンドは、リモートデバイス自体か、リモートデバイスのディスカバリ情報

を含む代替デバイスにユニキャスト送信される必要がある。 
Extended_Simple_Desc_req は、Simple_Desc_req で記述可能な数よりも多い数のアプ

リケーション入力/出力クラスタを持つデバイスで使用することを目的としている。 
 
ローカル デバイスは、表 2.64 のフォーマットを使用して Extended_Simple_Desc_req
コマンドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、Simple ディスクリプタを

必要とするリモートデバイスのネットワーク アドレスを含む。エンドポイント フ
ィールドは、必要な Simple ディスクリプタをそこから取得するためのエンドポイ

ント識別子を含む。StartIndex は、結果として生じるレスポンス内のアプリケーシ

ョン入力クラスタリストとアプリケーション出力クラスタリストのシーケンスでリ

クエストされる 初のエントリである。 
 

2.4.3.1.21.2 受信時の動作 
 
このコマンドを受信すると、受信側デバイスではコマンドを処理し、2.4.4.1.20.1.の
記述に従ってレスポンスの Extended_Simple_Desc_rsp コマンドを生成する。 
 
Extended_Simple_Desc_rsp での結果は、表 2.108 に示す、エントリ StartIndex で始ま

り、 大 APS パケット長に達するまでステータス SUCCESS とともにエントリ全体

で継続する、選択可能なアプリケーション入力クラスタリストとアプリケーション

出力クラスタリストのセットで記述されるエレメントを含む。 
 

2.4.3.1.22 Extended_Active_EP_req 
 

Extended_Active_EP_req コマンド(クラスタ ID=0x001e)は、図 2.41 のようにフォー

マットする。 
 

Octets: 2 1 
NWKAddrOfInterest  StartIndex 

図 2.41 フォーマット of the Extended_Active_EP_req コマンドフレーム 
 

表 2.65 に、Extended_Active_EP_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
 

表 2.65 Fields of the Extended_Active_EP_req コマンド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NWKAddrOfInterest デバイス

アドレス 
16-bit NWK 
アドレス 

リクエスト用の NWK アドレス 

StartIndex 8 bits 0x00-0xff レスポンスにあるアクティブ エンドポイント 
リスト内の開始インデックス 
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2.4.3.1.22.1 生成タイミング 
 

Extended_Active_EP_req コマンドは、Simple ディスクリプタリモートデバイスのエ

ンドポイントのリストを取得する必要のあるローカル デバイスから生成される。

このコマンドは、リモートデバイス自体か、リモートデバイスのディスカバリ情報

を含む代替デバイスにユニキャスト送信される必要がある。

Extended_Active_EP_req は、単一の Active_EP_req で返すことのできる数を上回るア

クティブエンドポイントをサポートするデバイスに使用される。 
 
ローカル デバイスは、表 2.65 のフォーマットを使用して Extended_Active_EP_req
コマンドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、アクティブエンドポイン

トリストを必要とするリモートデバイスのネットワーク アドレスを含む。単一の

ASDU のサイズを越えるリストを持ち、フラグメンテーションがサポートされてい

ないデバイスからアクティブエンドポイントのリストを取り出すことを可能にする

ために、StartIndex フィールドをリクエスト内に設定する必要がある。 
 

2.4.3.1.22.2 受信時の動作 
 
このコマンドを受信すると、受信側デバイスではコマンドを処理し、2.4.4.1.21.1 の

記述に従ってレスポンスの Extended_Active_EP_rsp コマンドを生成する。 
 
Extended_Active_EP_rsp での結果は、表 2.109 に示す、エントリ StartIndex で始まり、

大 APS パケット長に達するまでステータス SUCCESS とともにエントリ全体で継

続する、選択可能なアプリケーション入力クラスタリストとアプリケーション出力

クラスタリストのリモートデバイス上のアクティブエンドポイントのセットで記述

されるエレメントを含む。 
 

2.4.3.2 エンド デバイス バインド, バインド, アンバインド, バインド管理の  
クライアント サービスのプリミティブ 

 
表 2.66 は、デバイスプロファイルがサポートするプリミティブのリストである。 
プロファイルには次の種類がある。 
 
エンド デバイス バインド, バインド、アンバインドのクライアントサービス  
 
以降のセクションで、これらの各コマンドの説明を行う。 
 

表 2.66 エンド デバイス バインド, バインド, アンバインド, バインド管理の 
クライアント Service コマンド 

エンド デバイス バインド, バインド 、
アンバインドのクライアントサービス 

クライアント送信 サーバ処理 

End_Device_Bind_req O O 
Bind_req O O 
Unbind_req O O 
Bind_Register_req O O 
Replace_Device_req O O 
Store_Bkup_Bind_Entry_req O O 
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表 2.66 エンド デバイス バインド, バインド, アンバインド, バインド管理の 
クライアント Service コマンド 

エンド デバイス バインド, バインド 、
アンバインドのクライアントサービス 

クライアント送信 サーバ処理 

Remove_Bkup_Bind_Entry_req O O 
Backup_Bind_Table_req O O 
Recover_Bind_Table_req O O 
Backup_Source_Bind_req O O 
Recover_Source_Bind_req O O 

 
2.4.3.2.1 End_Device_Bind_req 

 
End_Device_Bind_req コマンド(クラスタ ID=0x0020)は、図 2.42 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octets: 2 8 1 2 1 Variable 1 Variable
Binding SrcIEEE 

Address 
Src 

Endoint
Profile 

ID 
Num InCluster

List 
Num 

OutClusters 
OutCluster

Target InClusters List 
図 2.42 End_Device_Bind_req コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.67 に、End_Device_Bind_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 

 
表 2.67 End_Device_Bind_req コマンドのフィールド 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
BindingTarget デバイス 

アドレス 
16-bit  
NWK アドレス

バインディングのターゲットのアドレス。プ

ライマリ バインディング キャッシュ デバイ

ス、またはローカル デバイスのショートアド

レスのどちらかとなる。 
SrcIEEEAddress IEEE  

アドレス 
有効な 
64-bit  
IEEE アドレス

リクエストを生成するデバイスの IEEE アドレ

ス。 

SrcEndpoint 8 bits 1-240 リクエストを生成するデバイスのエンドポイ

ント。 
ProfileID 整数 0x0000-0xffff ZigBee コーディネータで受信された 2 つの 

End_Device_Bind_req 間で一致する必要のあ

る、ZigBee コーディネータで予め構成された

タイムアウト値の範囲内のプロファイル ID。 
NumInClusters 整数 0x00-0xff InClusterList 内でエンド デバイス バインディ

ング用に供給された入力クラスタの数。 
InClusterList 2 bytes* 

NumInClusters 
 照合に使用される入力クラスタ ID のリスト。

InClusterList は、ZigBee コーディネータによっ

てリモートデバイスの出力クラスタと照合さ

れるために必要なリストである。 
 (InClusterList のエレメントは、対応するロー

カルデバイスの入力クラスタである). 
NumOutClusters 整数 0x00-0xff OutClusterList 内で照合用に供給される出力ク

ラスタの数。 
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表 2.67 End_Device_Bind_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

OutClusterList 2 bytes * 
NumOutCluster 

 照合に使用される出力クラスタ ID のリスト。

OutClusterList は、ZigBee コーディネータによ

ってリモートデバイスの入力クラスタと照合

されるために必要なリストである。 
 (OutClusterList のエレメントは、対応するロ

ーカルデバイスの出力クラスタである) 
 
2.4.3.2.1.1 生成タイミング 

 
End_Device_Bind_req はリモートデバイスがエンドデバイスバインドとして機能す

るときにローカルデバイスから生成される。End_Device_Bind_req は典型的なボタ

ン押下といったユーザ操作によって生成される。このコマンドの宛先指定は、ユニ

キャストにする必要がある。宛先アドレスは ZigBee コーディネータのアドレスで

ある必要がある。 
 

2.4.3.2.1.2 受信時の動作 
 

このコマンドを受信すると、ZigBee コーディネータはまず、供給されたエンドポイ

ントが指定範囲内にあるかどうかをチェックする。供給されたエンドポイントが指

定範囲内になければ、ZigBee コーディネータは End_Device_Bind_rsp を

INVALID_EP のステータスで返す。 
 
供給されたエンドポイントが指定範囲内にあれば、ZigBee コーディネータは

End_Device_Bind_req をあらかじめ設定されたタイムアウト持続時間が経過するま

で保持しながら、第二の End_Device_Bind_req を待機する。第二のリクエストがタ

イムアウト時間内に現れない場合は、ZigBee コーディネータは TIMEOUT ステータ

スを発行し、End_Device_Bind_rsp とともに送信元のローカルデバイスへそれを返

す。タイムアウト時間内に受信されたことを前提とすると、プロファイル ID, 
InClusterList and OutClusterList に基づいて、第二の End_Device_Bind_req は 初のリ

クエストと一致する必要がある。 
 
プロファイル ID の一致が検出されない場合、あるいはプロファイル ID は一致して

も InClusterList や OutClusterList のエレメントが一致しない場合は、各デバイスへの

End_Device_Bind_rsp 経由で、両方のローカルデバイスへステータス NO_MATCH
を供給する必要がある。プロファイル ID と、 低 1 回入力/出力されたクラスタ ID
の一致が検出された場合は、End_Device_Bind_req を生成した各ローカルデバイス

にステータス SUCCESS 付きの End_Device_Bind_rsp が発行される。 
 
トグル動作を容易にするために、ZigBee コーディネータは次に Unbind_req コマン

ドを BindingTarget に対して発行し、一致したクラスタ ID 値のひとつを特定する。

返されたステータス値が NO_ENTRY の場合は、ZigBee コーディネータは一致した

各クラスタ ID 値に対して Bind_req コマンドを発行する。 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 2 124 
Application Layer Specification 

 
 

それ以外の場合は、ZigBee コーディネータではバインディングレコードが代わりに

削除されたと判断し、他の一致したクラスタ ID 値に対して Unbind_req コマンドを

発行する。 
 
初の Unbind_req と、一致したクラスタを含む、後続の任意の Bind_reqs または

Unbind_req は、生成デバイスに指定された BindingTarget のどれかに送信する。

BindingTarget は、そのクラスタを出力クラスタとしてもつ生成デバイスに選択され

た BindingTarget として、一致した各クラスタについて個別に選択される。送信元

アドレスフィールドは同じ生成デバイスの 64-bit IEEE アドレスを含む必要があり、

また SrcEndp フィールドはそのエンドポイントを含む。宛先アドレスフィールドは、

一致したクラスタを持つ生成デバイスの 64-bit IEEE アドレスをその入力クラスタ

リストに含む必要があり、DstEndp フィールドはそのエンドポイントを含む。 
 

2.4.3.2.2 Bind_req 
 

Bind_req(クラスタ ID=0x0021) コマンドは、図 2.43 のようにフォーマットする。 
 

Octets: 2 1 2 1 2/8 0/1 
SrcAddress SrcEndp ClusterID DstAddrMode DstAddress DstEndp 

図 2.43 Bind_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.68 に、Bind_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.68 Bind_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

SrcAddress IEEE 
アドレス 

有効な 64-bit 
IEEE アドレス

送信元の IEEE アドレス 

SrcEndp 整数 0x01-0xf0 バインディング エントリの送信元エンドポイント 
ClusterID 整数 0x0000-0xffff 送信元デバイス上の、宛先に向けたクラスタの ID 
DstAddrMode 整数 0x00-0xff このコマンドで使用される宛先アドレスのアドレス指

定モード。このフィールドでは、次に示すリストにあ

る、予約値以外の値のどれかを使用できる。 
0x00 = reserved 
0x01 =示されていない宛先アドレスと宛先エンドポイ

ントの 16-bit グループアドレス 
0x02 = reserved 
0x03 =示されている宛先アドレスと宛先エンドポイン

トの 64-bit 拡張アドレス  
0x04 – 0xff = reserved 

DstAddress アドレス DstAddrMode
フィールドで

の指定に従う 

バインディング エントリの宛先アドレス 

DstEndp 整数 0x01-0xf0 このフィールドは、DstAddrMode フィールドに 0x03
という値がある場合のみ示される。この値がある場合

は、このフィールドはバインディング エントリの宛先

エンドポイントとなる。 
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2.4.3.2.2.1 生成タイミング 
 

Bind_req は、パラメータとして含まれる送信元アドレスと宛先アドレスのバインデ

ィング テーブル エントリを生成する必要のあるローカルデバイスから生成される。

このコマンドの宛先指定は、ユニキャストのみにする必要がある。また宛先アドレ

スは、プライマリ バインディング テーブル キャッシュまたは送信元アドレス自体

の宛先アドレスである必要がある。 
サポートされていない場合は Bind_req に対して NOT_SUPPORTED ステータスを発

行できるように、バインディングマネージャはオプションとして送信元デバイスで

サポートされる(ただしそのデバイスが ZigBee コーディネータでない場合にかぎる)。 
 

2.4.3.2.2.2 受信時の動作 
 

受信すると、バインディングマネージャがサポートされている場合は、リモートデ

バイス(送信元アドレスによって指定されたデバイスまたはプライマリ バインディ

ング テーブル  キャッシュ)が、Bind_req に供給されているパラメータに基づいてバ

インディング テーブル エントリを作成する。リモートデバイス がプライマリ バイ

ンディング テーブル  キャッシュである場合は、次に示す追加の処理が必要になる。 
 
初にプライマリ キャッシュが、独自の送信元バインディングを保持するデバイ

ス表をチェックして、送信元アドレスにあるデバイスを探し、見つかった場合は同

じエントリでそのデバイスに対して別の Bind_req を発行する。次に、プライマリ 
キャッシュはバックアップ バインディング テーブル キャッシュがあるかどうかを

チェックし、あれば Store_Bkup_Binding_Entry_req コマンドを発行して、新規エン

トリをバックアップする。 
 
リモートデバイスはその後、バインディングマネージャによってエントリが生成さ

れていれば SUCCESS で応答する。それ以外の場合は、リモートデバイスは

NOT_SUPPORTED で応答する。 
 
このコマンドは、4.6.3.8 に定義されているように許可チェックに従う必要がある。

そうでない場合、リモートデバイスではコマンドを実行できないため、

NOT_AUTHORIZED というレスポンスを行う必要がある。 
 

2.4.3.2.3 Unbind_req 
 

Unbind_req コマンド(クラスタ ID=0x0022)は、図 2.44 のようにフォーマットする。 
 

Octets: 2 8 1 Variable 
SrcAddress SrcEndp ClusterID DstAddrMode

図 2.44 フォーマット of the Unbind_req コマンドフレーム 
 

表 2.69 に、Unbind_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。  
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表 2.69 Fields of the Unbind_req コマンド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

SrcAddress IEEE  
アドレス 

有効な 64-bit 
IEEE  
アドレス 

送信元の IEEE アドレス 

SrcEndp 整数 0x01-0xf0 バインディング エントリの送信元エンドポイント 
ClusterID 整数 0x0000-0xffff 送信元デバイス上の、宛先に向けたクラスタの ID  
DstAddrMode 整数 0x00-0xff このコマンドで使用される宛先アドレスのアドレス指

定モード。このフィールドでは、次のリストにある予

約値以外の値のどれかを使用できる。  
0x00 = reserved 
0x01 =示されていない宛先アドレスと宛先エンドポイ

ントの 16-bit グループアドレス 
0x02 = reserved 
0x03 =示されている宛先アドレスと宛先エンドポイン

トの 64-bit 拡張アドレス  
0x04 – 0xff = reserved 

DstAddress アドレス  DstAddrMode
フィールドで

の指定に従う

バインディング エントリの宛先アドレス 

DstEndp 整数  0x01-0xf0  このフィールドは、DstAddrMode フィールドに 0x03
という値がある場合のみ示される。この値がある場合

は、このフィールドはバインディング エントリの宛先

エンドポイントとなる。 
 

2.4.3.2.3.1 生成タイミング 
 

Unbind_req は、パラメータとして含まれる送信元アドレスおよび宛先アドレスのバ

インディング テーブル  エントリを生成する必要のあるローカルデバイスから生成

される。このコマンドの宛先指定は、ユニキャストのみにする必要がある。また宛

先アドレスは、プライマリ バインディング テーブル  キャッシュまたは送信元アド

レスである必要がある。 
 

2.4.3.2.3.2 受信時の動作 
 

リモートデバイスはこのリクエストがサポートされているかどうかを評価する。も

しこのリクエストがサポートされていないなら、NOT_SUPPORTED ステータスを

返す。もしこのリクエストがサポートされているなら、リモートデバイス (プライ

マリ バインディング テーブル  キャッシュまたは送信元アドレス)は Unbind_req で

指定されたパラメータを基にしてバインディング テーブル エントリを削除する。

リモートデバイスがプライマリ バインディング テーブル キャッシュであれば、次

に示す追加処理が必要になる。 
初にプライマリ キャッシュが、独自の送信元バインディングを保持するデバイ

ス表をチェックして、送信元アドレスにあるデバイスを探し、見つかった場合は同

じエントリでそのデバイスに対して別の Unbind_req を発行する。次に、プライマ

リ キャッシュはバックアップ バインディング テーブル キャッシュがあるかどうか

をチェックし、あれば Remove_Bkup_Bind_Entry_req コマンドを発行して、このエ

ントリのバックアップを削除する。 
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もしパラメータで指定された送信元アドレス、送信元エンドポイント、クラスタ

ID、宛先アドレス、宛先エンドポイントのバインディング テーブル エントリが存

在しなければ、リモートデバイスは NO_ENTRY でレスポンスを返信する。それ以

外なら、リモートデバイスは指示されたバインディング テーブル エントリを削除

し、SUCCESS でレスポンスを返信する。 
 
このコマンドは、4.6.3.8 に定義されているように許可チェックに従う必要がある。

そうでない場合、リモートデバイスではコマンドを実行せず、NOT_AUTHORIZED
というレスポンスを行う必要がある。 

 
2.4.3.2.4 Bind_Register_req 

 
Bind_Register_req コマンド(クラスタ ID=0x0023)は、図 2.45 のようにフォーマット

する。 
 

表 2.70 に、Bind_Register_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

Octets: 8 
NodeAddress 

図 2.45 Bind_Register_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.70 Bind_Register_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

NodeAddress IEEE アドレス 有効な 64-bit 
IEEE アドレス

バインディング テーブルを保持す

る必要のあるノードのアドレス 
 

2.4.3.2.4.1 生成タイミング 
 

Bind_Register_req は、ローカルデバイスから生成され、ローカル デバイスがそれ自

体のバインディング テーブル エントリを保持したいレジスタへのプライマリ バイ

ンディング テーブル キャッシュ デバイスに送信される。このリクエストの宛先ア

ドレス指定はユニキャストされる。 
 
2.4.3.2.4.2 受信時の動作 

 
リモートデバイスがプライマリ バインディング テーブル キャッシュでない場合は、

リモートデバイスはステータス NOT_SUPPORTED を返す。それ以外の場合は、プ

ライマリ バインディング テーブル キャッシュはパラメータにより、それ自体のバ

インディング テーブル を格納するために選ばれた送信元デバイステーブルに与え

られたノードアドレスを追加する。これが失敗すると、ステータス TABLE_FULL
が返される。それ以外の場合は、ステータス SUCCESS が返される。送信元デバイ

ステーブルにノードアドレスのエントリがすでに存在する場合は、新規追加の場合

と同じ挙動になる。同期の問題を避けるために、送信元デバイスはこのコマンドを

発行する前に送信元バインディング テーブル をクリアする必要がある。成功した

場合は、送信元アドレス がノードアドレスであるバインディング テーブル からの

任意の既存のバインド エントリが、リクエスト中のデバイスに送信されて、送信
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元バインディング テーブル へ組み込まれる。詳細については、Bind_Register_rsp を

参照。バインディングリストに書きこまれた後続のバインド エントリは、Bind_req
を使用して送信元デバイスへコピーが書き込まれるようにする。 

 
2.4.3.2.5 Replace_Device_req 

 
Replace_Device_req コマンド(クラスタ ID=0x0024)は、図 2.46 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octets: 2 1 8 1 
OldAddress OldEndpopint NewAddress NewEndpoint

図 2.46 Replace_Device_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.71 に、Replace_Device_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.71 Replace_Device_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

OldAddress IEEE  
アドレス 

有 効 な 64-bit 
IEEE アドレス

置換されるノードのアドレス 

OldEndpopint 整数 0x00 - 0xf0 置換されるエンドポイント 
NewAddress IEEE  

アドレス 
有 効 な 64-bit 
IEEE アドレス

置換アドレス 

NewEndpoint 整数 0x01 - 0xf0 置換エンドポイント 
 

2.4.3.2.5.1 生成タイミング 
 

Replace_Device_req は、試験ツール(Commissioning Tool)等の特殊なデバイスによる

使用を目的としており、プライマリ バインディング テーブル キャッシュ デバイス

に送信されて、指定された OldAddress と OldEndpoint に一致するすべてのバインデ

ィング テーブル エントリを変更する。  
OldEndpopint = 0 には、「一致する必要があるのはアドレスのみである」という特

別な意味があることに注意する必要がある。バインディング テーブル 内のエンド

ポイントはこの場合変更されず、したがって NewEndpoint は無視される。この処理

は、送信元アドレスが OldAddress と同じであり、また OldEndpopint がゼロ以外の

場合は送信元エンドポイントが OldEndpopint と同じであるすべてのバインディング 
テーブル エントリを変更する。これはまた、宛先アドレスが OldAddress と同じで

あり、また OldEndpopint がゼロ以外の場合は宛先エンドポイントが OldEndpopint
と同じであるすべてのバインディング テーブル エントリも変更する。このリクエ

ストの宛先アドレス指定モードはユニキャストされる。 
 

2.4.3.2.5.2 受信時の動作 
 

リモートデバイスがプライマリ バインディング テーブル キャッシュでない場合は、

ステータス NOT_SUPPORTED を返す。プライマリ バインディング テーブル キャ

ッシュは OldAddress パラメータがゼロ以外かどうかをチェックし、そうならば、

OldAddress および OldEndpopint と同じになるように設定されたバインディング テ
ーブル で、送信元アドレスと送信元エンドポイント, または宛先アドレスと宛先エ
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ンドポイントのエントリを探す。これらのエントリを変更するのは、NewAddress
と NewEndpoint を得るためである。OldEndpopint がゼロの場合は、プライマリ バイ

ンディング テーブル キャッシュがバインディング テーブル で、送信元アドレスか

宛先アドレスが match OldAddress と一致するエントリを探す。これにより、エンド

ポイント値を無変更のままにし、NewEndpoint を無視しても、NewAddress を持つよ

うにこれらのエントリが変更される。次に、レスポンス SUCCESS が返される。プ

ライマリ バインディング テーブル キャッシュはまた、独自の送信元バインディン

グ テーブル を保持するように登録された、影響を受けるデバイスに、変更を通知

する責任も持つ。この通知は、変更されたバインディング テーブル  エントリの

各々に必要になる。各エントリでは、宛先アドレスが変更され、独自のバインディ

ング テーブル を格納するために選択した送信元デバイスのリストに送信元アドレ

スが現れる。これらの場合のどれでも、修正されたバインディング テーブル エン

トリは、まず古いエントリ用に Unbind_req コマンドを使用し、次に新しいエント

リ用に Bind_req コマンドを使用して、送信元デバイスに送信される。バインド エ
ントリの送信元アドレスが変更された場合は、古い送信元デバイスが送信元バイン

ド デバイスであれば、プライマリ バインディング テーブル キャッシュが

Unbind_req コマンドを古い送信元デバイスへ送信する必要がある。また、新しい送

信元デバイスが送信元バインド デバイスであれば、プライマリ バインディング テ
ーブル  キャッシュが Bind_req コマンドを新しい送信元デバイスへ送信する必要が

ある。プライマリ バインディング テーブル  キャッシュはまた、

Remove_bkup_Binding_Entry_req コマンドで古いエントリのバックアップ バインデ

ィング テーブル キャッシュを更新し、Store_bkup_Binding_Entry_req コマンドで、

変更されたエントリのバックアップ バインディング テーブル キャッシュを更新す

る必要がある。 
 

2.4.3.2.6 Store_Bkup_Bind_Entry_req 
 

Store_Bkup_Bind_Entry_req コマンド(クラスタ ID=0x0025)は、図 2.46 のようにフォ

ーマットする。 
 

図 2.47 Store_Bkup_Bind_Entry_req コマンドフレームのフォーマット 
Octets: 8 1 2 1 2/8 0/1 

SrcAddress SrcEndp ClusterID DstAddrMode DstAddress DstEndp  
 

表 2.72 に、Store_Bkup_Bind_Entry_req コマンドフレームのフィールドの詳細を示す。 
 

表 2.72 Store_Bkup_Bind_Entry_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

SrcAddress IEEE  
アドレス 

A valid 64-bit 
IEEE アドレス 

送信元の IEEE アドレス 

SrcEndpoint 整数 0x01 - 0xf0 バインディング エントリの送信元エンド

ポイント 
ClusterId 整数 0x0000 - 0xffff 送信元デバイス上の、宛先に向けたクラ

スタの ID 
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表 2.72 Store_Bkup_Bind_Entry_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

DstAddrMode 整数 0x00-0xff このコマンドで使用される宛先アドレス

のアドレス指定モード。このフィールド

では、次のリストにある予約値以外の値

のどれかを使用できる。   
0x00 = reserved  
0x01 =示されていない宛先アドレスと宛

先エンドポイントの 16-bit グループアド

レス 
0x02 = reserved  
0x03 =示されている宛先アドレスと宛先

エンドポイントの 64-bit 拡張アドレス 
0x04 – 0xff = reserved 

DstAddress アドレス DstAddrMode 
フィールドでの

指定に従う 

バインディング エントリの宛先アドレス

DstEndp 整数 0x01-0xf0 このフィールドは、DstAddrMode フィー

ルドに 0x03 という値がある場合のみ示さ

れる。この値がある場合は、このフィー

ルドはバインディング エントリの宛先エ

ンドポイントとなる。 
 

2.4.3.2.6.1 生成タイミング 
 

Store_Bkup_Bind_Entry_req は、ローカル プライマリ バインディング テーブル キャ

ッシュから生成され、また、エントリのバックアップ格納をリクエストするために、

リモートバックアップ バインディング テーブル キャッシュ デバイスへ送信される。

新しいバインディング テーブル エントリがプライマリ バインディング テーブル 
キャッシュによって生成された時は、いつでもこれが生成される。このリクエスト

の宛先アドレス指定モードは、ユニキャストされる。 
 

2.4.3.2.6.2 受信時の動作 
 

リモートデバイスがバックアップ バインディング テーブル キャッシュでない場合

は、ステータス NOT_SUPPORTED を返す。バックアップ バインディング テーブ

ル キャッシュである場合は、以前のディスカバリからのプライマリ バインディン

グ テーブル キャッシュの ID を維持する。Store_Bkup_Bind_Entry パラメータの内容

がバインディング テーブル キャッシュにある既存のエントリと一致すれば、リモ

ートデバイスは SUCCESS を返す。それ以外の場合は、バックアップ バインディン

グ テーブル キャッシュはバインディング エントリをバインディング テーブルに追

加して、ステータス SUCCESS を返す。スペース追加の余裕がない場合は、ステー

タス TABLE_FULL を返す。 
 
2.4.3.2.7 Remove_Bkup_Bind_Entry_req 

 
Remove_Bkup_Bind_Entry_req コマンド(クラスタ ID=0x0026)は、図 2.48 のようにフ

ォーマットする。 
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表 2.73 に、Remove_Bkup_Bind_Entry_req コマンドフレームのフィールドの詳細を

指定する。 
 

Octets: 8 1 2 1 2/8 0/1 
SrcAddress SrcEndp ClusterID DstAddrMode DstAddress DstEndp 

図 2.48 Remove_Bkup_Bind_Entry_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.73 Remove_Bkup_Bind_Entry_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

SrcAddress IEEE 
アドレス 

有効な 64-bit 
IEEE アドレス 

送信元の IEEE アドレス 

SrcEndpoint 整数 0x01 - 0xf0 IEEE アドレスのバインディング エントリ. 
ClusterId 整数 0x0000 - 0xffff 送信元デバイス上の、宛先に向けたクラス

タの ID 
DstAddrMode 整数 0x00-0xff このコマンドで使用される宛先アドレスの

アドレス指定モード。このフィールドで

は、次のリストにある予約値以外の値のど

れかを使用できる。 0x00 = reserved  
0x01 =示されていない宛先アドレスと宛先

エンドポイントの 16-bit グループアドレス 
0x02 = reserved  
0x03 =示されている宛先アドレスと宛先エ

ンドポイントの 64-bit 拡張アドレス 
0x04 – 0xff = reserved 

DstAddress アドレス As specified by 
the DstAddrMode 
フィールド 

バインディング エントリの宛先アドレス 

DstEndp 整数 0x01-0xf0 このフィールドは、DstAddrMode フィール

ドに 0x03 という値がある場合のみ示され

る。この値がある場合は、このフィールド

はバインディング エントリの宛先エンドポ

イントとなる。 
 

2.4.3.2.7.1 生成タイミング 
 

Remove_Bkup_Bind_Entry_req は、ローカル プライマリ バインディング テーブル キ
ャッシュから生成され、また、バックアップストレージからのエントリの削除をリ

クエストするために、リモートバックアップ バインディング テーブル キャッシュ 
デバイスへ送信される。 
バインディング テーブル エントリがプライマリ バインディング テーブル キャッ

シュによってアンバウンドされた時は、いつでもこれが生成される。このリクエス

トの宛先アドレス指定モードは、ユニキャストされる。 
 

2.4.3.2.7.2 受信時の動作 
 

リモートデバイスがバックアップ バインディング テーブル キャッシュでない場合

は、ステータス NOT_SUPPORTED を返す。バックアップ バインディング テーブ

ル キャッシュである場合は、以前のディスカバリからのプライマリ バインディン

グ テーブル キャッシュの ID を維持する。送信するデバイスをプライマリ バイン

ディング テーブル キャッシュとして認識しない場合は、ステータス
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INV_REQUESTTYPE を返す。それ以外の場合は、バックアップ バインディング テ
ーブル キャッシュはバインディング テーブル で、供給されたパラメータに対応す

るエントリを検索する。エントリが見つからない場合は、ステータス NO_ENTRY
を返す。それ以外の場合は、エントリを削除してステータス SUCCESS を返す。 

 
2.4.3.2.8 Backup_Bind_Table_req 

 
Backup_Bind_Table_req コマンド(クラスタ ID=0x0027)は、図 2.49 のようにフォーマ

ットする。 
 

Octets: 2 2 2 Variable 
BindingTableEntries StartIndex Binding TableListCount

図 2.49 Backup_Bind_Table_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.74 に、Backup_Bind_Table_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
 

表 2.74 Backup_Bind_Table_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

BindingTableEntries 整数 0x0000 - 0xffff プライマリ バインディング テーブ

ル キャッシュ デバイス上のバイン

ディング テーブル エントリの総数

StartIndex 整数 0x0000 - 0xffff エントリのバインディング テーブ

ル内の開始インデックス 
BindingTableListCount 整数 0x0000 - 0xffff BindingTableList 内に含まれるバイ

ンディング テーブル エントリの数

BindingTableList バインディング 
ディスクリプタ

のリスト 

リ ス ト に は 、
BindingTableList
Count から提供

されるエレメン

ト 数 が 含 ま れ

る。 

StartIndex エレメントから始まり、

プライマリ バインディング テーブ

ル キャッシュ デバイスのバインデ

ィング テーブルにあるエレメント

の BindingTableListCount まで続く

ディスクリプタのリスト (詳細につ

いては表 2.130 を参照)  
 

2.4.3.2.8.1 生成タイミング 
 

Backup_Bind_Table_req はローカル プライマリ バインディング テーブル キャッシ

ュから生成され、バインディング テーブル 全体のバックアップ格納をリクエスト

するためにリモートバックアップ バインディング テーブル キャッシュ デバイスに

送信される。このリクエストの宛先アドレス指定モードは、ユニキャストされる。 
 

2.4.3.2.8.2 受信時の動作 
 

リモートデバイスがバックアップ バインディング テーブル キャッシュでない場合

は、ステータス NOT_SUPPORTED を返す。バックアップ バインディング テーブ

ル キャッシュである場合は、以前のディスカバリからのプライマリ バインディン

グ テーブル キャッシュの ID を維持する。送信するデバイスをプライマリ バイン

ディング テーブル キャッシュとして認識しない場合は、ステータス
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INV_REQUESTTYPE を返す。それ以外の場合は、バックアップ バインディング テ
ーブル キャッシュは、StartIndex で始まり、BindingTableListCount エントリで継続

するバインディング テーブル にあるバインディングエントリを上書きする。これ

がテーブルのサイズを超える場合は、可能な限り多くのエントリを入れて、ステー

タス TABLE_FULL を返す必要がある。それ以外の場合は、ステータス SUCCESS
を返す。テーブルは、このリクエストによって書き込まれた 後のエントリの終端

まで効率的に切り詰められる。TABLE_FULL が返されていないかぎりは、変更後

のテーブルのサイズはレスポンスに入れて返され、StartIndex とバインディング テ
ーブル ListCount を加算したものと同じになる。TABLE_FULL が返されている場合

は、それがテーブルの 大サイズになる。 
 

2.4.3.2.9 Recover_Bind_Table_req  
 

Recover_Bind_Table_req コマンド (クラスタ ID=0x0028)は、図 2.50 のようにフォー

マットする。 
 

Octets: 2
StartIndex

図 2.50 Recover_Bind_Table_req コマンドフレームのフィールド 
 
表 2.75 に、Recover_Bind_Table_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
 

表 2.75 Recover_Bind_Table_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

StartIndex 整数 0x0000 - 
0xffff 

リクエストされた、バインディング テーブル

のエレメントの開始インデックス 
 

2.4.3.2.9.1 生成タイミング 
 

Recover_Bind_Table_req は、ローカル プライマリ バインディング テーブル キャッ

シュから生成され、バインディング テーブル の完全なリストアが必要な場合にリ

モートバックアップ バインディング テーブル キャッシュ デバイスに送信される。

このリクエストの宛先アドレス指定モードは、ユニキャストされる。 
 

2.4.3.2.9.2 受信時の動作 
 

リモートデバイスがバックアップ バインディング テーブル キャッシュでない場合

には、ステータス NOT_SUPPORTED を返す。送信デバイスをプライマリ バインデ

ィング テーブル キャッシュとして認識しない場合は、ステータス

INV_REQUESTTYPE を返す。それ以外の場合は、バックアップ バインディング テ
ーブル キャッシュは StartIndex で始まるバックアップからバインディング テーブル 
エントリのリストを準備する。可能な限り多くのエントリが

Recover_Bind_Table_rsp コマンドに入れられ、ステータス SUCCESS が返される。 
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2.4.3.2.10 Backup_Source_Bind_req 
 

Backup_Source_Bind_req コマンド(クラスタ ID=0x0029)は、図 2.51 のようにフォー

マットする。 
Octets: 2 2 2 Variable 

SourceTableEntries StartIndex SourceTableListCount SourceTableList 
図 2.51 Fields of the Backup_Source_Bind_req コマンドフレーム 

 
表 2.76 に、Backup_Source_Bind_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
 

表 2.76 Fields of the Backup_Source_Bind_req コマンド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

SourceTableEntries 整数 0x0000 - 0xffff プライマリ バインディング テーブル キャ

ッシュ デバイス上の送信元のテーブルエ

ントリの総数 
StartIndex 整数 0x0000 - 0xffff SourceTableList にあるエントリのバインデ

ィング テーブル内の開始インデックス 
SourceTableListCount 整数 0x0000 - 0xffff SourceTableList に含まれる、送信元のテー

ブルエントリ 
SourceTableList IEEE 

アドレス

のリスト 

リストには、
SourceTableList
Count から提供

されるエレメ

ント数が含ま

れる。 

StartIndex エレメントから始まり、プライ

マリ バインディング テーブル キャッシュ 
デバイスの送信元テーブルにある送信元

アドレスの SourceTableListCount まで続く

アドレスのリスト。 

 
2.4.3.2.10.1 生成タイミング 

 
Backup_Source_Bind_req は、ローカル プライマリ バインディング テーブル キャッ

シュから生成され、送信元テーブル全体のバックアップ格納をリクエストするため

にリモートバックアップ バインディング テーブル キャッシュ デバイスに送信され

る。このリクエストの宛先アドレス指定モードは、ユニキャストされる。 
 
2.4.3.2.10.2 受信時の動作 

 
リモートデバイスがバックアップ バインディング テーブル キャッシュでない場合

は、ステータス NOT_SUPPORTED を返す。送信しているデバイスをプライマリ バ
インディング テーブル キャッシュと認識しない場合は、ステータス

INV_REQUESTTYPE を返す。それ以外の場合は、バックアップ バインディング テ
ーブル  キャッシュは、バックアップ送信元テーブル中の、StartIndex から始まり、

SourceTableListCount エントリまで続く送信元エントリを上書きする。これがテー

ブルサイズを超過する場合は、ステータス TABLE_FULL が返される。それ以外の

場合は、ステータス SUCCESS が返される。コマンドは常にバックアップ テーブル

を切り詰めて、その 大サイズまたは SourceTableEntries のうち、小さい方に等し

いエントリ数にする。 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



ZigBee Specification 135
Document 053474r17 

 
 

2.4.3.2.11 Recover_Source_Bind_req 
 

Recover_Source_Bind_req コマンド(クラスタ ID=0x002a)は、図 2.52 のようにフォー

マットする。 
 

Octets: 2 
StartIndex 

図 2.52 Recover_Source_Bind_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.77 に、Recover_Source_Bind_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定

する。 
 

表 2.77 Recover_Source_Bind_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

StartIndex 整数 0x0000-0xffff リクエストされた、バインディング テー

ブルのエレメントの開始インデックス 
 

2.4.3.2.11.1 生成タイミング 
 

Recover_Source_Bind_req は、ローカル プライマリ バインディング テーブル キャッ

シュから生成され、送信元バインディング テーブルの完全なリストアが必要な場

合に、リモートバックアップ バインディング テーブル キャッシュ デバイスに送信

される。このリクエストの宛先アドレス指定モードは、ユニキャストされる。 
 

2.4.3.2.11.2 受信時の動作 
 

リモートデバイスがバックアップ バインディング テーブル キャッシュでない場合

は、ステータス NOT_SUPPORTED を返す。送信しているデバイスをプライマリバ

インディング テーブル キャッシュと認識しない場合は、ステータス

INV_REQUESTTYPE を返す。それ以外の場合は、バックアップ バインディング テ
ーブル キャッシュはそれ自体のバックアップから、StartIndex で始まる送信元バイ

ンディング テーブル  エントリのリストを準備する。Recover_Source_Bind_rsp コマ

ンドには可能な限り多くのエントリが入れられ、ステータス SUCCESS が返される。 
 

2.4.3.3 ネットワーク管理のクライアントサービス 
 

表 2.78 に、デバイスプロファイル(ネットワーク管理のクライアントサービスが対

応しているコマンドのリスト)を示す。これらのプリミティブは各小章で後述され

る。 
 

表 2.78 ネットワーク管理のクライアントサービスのコマンド 
ネットワーク管理の 
クライアントサービス 

クライアント送信 サーバ処理 

Mgmt_NWK_Disc_req O O 
Mgmt_Lqi_req O O 
Mgmt_Rtg_req O O 
Mgmt_Bind_req O O 
Mgmt_Leave_req O O 
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表 2.78 ネットワーク管理のクライアントサービスのコマンド 
ネットワーク管理の 
クライアントサービス 

クライアント送信 サーバ処理 

Mgmt_Direct_Join_req O O 
Mgmt_Permit_Joining_req O M 
Mgmt_Cache_req O O 
Mgmt_NWK_Update_req O O 

 
2.4.3.3.1 Mgmt_NWK_Disc_req 

 
Mgmt_NWK_Disc_req コマンド(クラスタ ID=0x0030)は、図 2.53 のようにフォーマ

ットする。 
 

Octets: 4 1 1 
ScanChannels ScanDuration StartIndex 

図 2.53 Mgmt_NWK_Disc_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.79 では、Mgmt_NWK_Disc_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
 

表 2.79 Mgmt_NWK_Disc_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ScanChannels Bitmap 32bit 
フィールド

NLME-NETWORK-DISCOVERY.requestScanChannels 
パラメータの詳細については、3.2.2.1 を参照。 

ScanDuration 整数 0x00-0x0e 各チャネルをスキャンして、かかる時間の長さを計算

するために使用される値。各チャネルのスキャニング

にかかる時間は (aBaseSuperframeDuration * (2n + 1)) シ
ンボルである。ここで、n は ScanDuration パラメータ

の値である。MAC サブレイヤのスキャニングに関す

る情報については、([B1]を参照。) 
StartIndex 整数 0x00-0xff 結 果 と し て 生 じ る NLME-NETWORK-

DISCOVERY.confirm NetworkList 内 の 、

Mgmt_NWK_Disc_rsp に対して報告を開始するための

開始インデックス。 
 

2.4.3.3.1.1 生成タイミング 
 

Mgmt_NWK_Disc_req は、リモートデバイスにスキャン実行をさせローカルデバイ

ス近隣にあるネットワークを報告するよう要求するローカルデバイスから生成され

る。このコマンドの宛先指定は、ユニキャストにする必要がある。 
 

2.4.3.3.1.2 受信時の動作 
 

リモートデバイスは Mgmt_NWK_Disc_req コマンドで指定された ScanChannels パラ

メータと ScanDuration パラメータを使用して NLME-NETWORK-
DISCOVERY.request を実行する。スキャンの結果は Mgmt_NWK_Disc_rsp コマンド

を用いてローカルデバイスに返信される。 
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もしリモートデバイスがこのコマンドに対応していないなら、

Mgmt_NWK_Disc_rsp の返すステータスは NOT_SUPPORTED になる。もしスキャ

ンが成功したなら、Mgmt_NWK_Disc_rsp コマンドは SUCCESS ステータスを格納

し、NetworkList の StartIndex エレメント以降のスキャンの結果を報告する。もしス

キャンが不成功なら、Mgmt_NWK_Disc_rsp コマンドは NLME-NETWORK-
DISCOVERY.confirm プリミティブで報告されるエラーコードを格納する。 

 
2.4.3.3.2 Mgmt_Lqi_req 

 
Mgmt_Lqi_req コマンド(クラスタ ID=0x0031)は、図 2.54 のようにフォーマットする。 

 
Octets: 1 

StartIndex 
図 2.54 Mgmt_Lqi_req コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.80 に、Mgmt_Lqi_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 

 
表 2.80 Mgmt_Lqi_req コマンドのフィールド 

名前 タイプ 有効範囲  解説 
StartIndex 整数 0x00-0xff リクエストされた、隣接テーブルのエレメントの

開始インデックス 
 

2.4.3.3.2.1 生成タイミング 
 

Mgmt_Lqi_req は、隣接デバイスの関連 LQI 値を持ったリモートデバイスの隣接リ

ストを得たいローカルデバイスで生成される。このコマンドの宛先指定は、ユニキ

ャストのみにする必要がある。宛先アドレスは ZigBee コーディネータか ZigBee ル
ータである必要がある。 

 
2.4.3.3.2.2 受信時の動作 

 
受信すると、リモートデバイス(ZigBee コーディネータまたは ZigBee ルータ)は
(nwkNeighborTable 属性の)NLME-GET.request プリミティブを使用して NWK 層から

隣接テーブルのエントリと関連 LQI 値を取り出し、Mgmt_Lqi_rsp コマンドを使用

して(NLME-GET.confirm プリミティブにより得られた)結果としての隣接テーブル

を報告する。 
 
もしリモートデバイスでこのコマンドがサポートされていなければ、Mgmt_Lqi_rsp
で提供されたリターンステータスは NOT_SUPPORTED となる。隣接テーブルが正

常に得られた場合は、Mgmt_Lqi_rsp コマンドは SUCCESS ステータスを格納し、

StartIndex として一覧表にされているリストにあるエレメントで始まる隣接テーブ

ルが報告される。隣接テーブルが正しく得られない場合は、Mgmt_Lqi_rsp コマン

ドは NLME-GET.confirm プリミティブで報告されるエラーコードを格納する。 
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2.4.3.3.3 Mgmt_Rtg_req 
 

Mgmt_Rtg_req コマンド(クラスタ ID=0x0032)は、図 2.55 のようにフォーマットする。 
 

Octets: 1 
StartIndex 

図 2.55 Mgmt_Rtg_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.81 に、Mgmt_Rtg_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.81 Mgmt_Rtg_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

StartIndex 整数 0x00-0xff リクエストされた、ルーティング テーブルのエレ

メントの開始インデックス 
 

2.4.3.3.3.1 生成タイミング 
 
Mgmt_Rtg_req は、リモートデバイスからルーティング テーブルの内容を取り出し

たいローカルデバイスで生成される。このコマンドの宛先指定は、ユニキャストの

みにする必要がある。送信先アドレスは ZigBee ルータか ZigBee コーディネータで

なければならない。 
 

2.4.3.3.3.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイス(ZigBee コーディネータまたは ZigBee ルータ)は
(nwkRouteTable 属性に対して)NLME-GET.request プリミティブを使用して NWK 層

からルーティング テーブルのエントリを取り出し、そして Mgmt_Rtg_rsp コマンド

を使用して(NLME-GET.confirm プリミティブにより得られた)結果としてのルーテ

ィング テーブルを報告する。 
 

もしリモートデバイスがこのオプショナルな管理リクエストに対応していないなら、

NOT_SUPPORTED のステータスを返す。もしルーティング テーブルが正しく得ら

れたなら、Mgmt_Rtg_req コマンドは SUCCESS ステータスを格納し、StartIndex エ

レメント以降のルーティング テーブルが報告される。もしルーティング テーブル

が正しく得られなかったなら、Mgmt_Rtg_rsp コマンドは NLME-GET.confirm プリ

ミティブで報告されるエラーコードを返す。 
 

2.4.3.3.4 Mgmt_Bind_req 
 

Mgmt_Bind_req コマンド(クラスタ ID=0x0033)は、図 2.56 のようにフォーマットす

る。 
 

Octets: 1 
StartIndex 

図 2.56 Mgmt_Bind_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.82 に、Mgmt_Bind_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
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表 2.82 Mgmt_Bind_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

StartIndex 整数 0x00 - 0xff リクエストされた、バインディング テー

ブルのエレメントの開始位置 
 

2.4.3.3.4.1 生成タイミング 
 

Mgmt_Bind_req は、リモートデバイスからバインディング テーブルの内容を取り出

したいローカルデバイスで生成される。このコマンドの宛先指定は、ユニキャスト

のみにする必要がある。宛先アドレスはプライマリ バインディング テーブル キャ

ッシュまたは独自のバインディング テーブル を持つソースデバイスである必要が

ある。 
 

2.4.3.3.4.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスは (apsBindingTable 属性に対して)APSME-
GET.request プリミティブを使用して APS サブ層からバインディング テーブル のエ

ントリを取り出し、Mgmt_Bind_rsp コマンドを用いて(APSME-GET.confirm プリミ

ティブによって得られた)結果としてのバインディング テーブル を報告する。 
 
もしリモートデバイスがこのオプショナルなマネージメントリクエストに対応して

いない場合、NOT_SUPPORTED ステータスを返す。もしバインディング テーブル 
が正しく得られたなら、Mgmt_Bind_rsp コマンドは SUCCESS ステータスを格納し、

StartIndex エレメント以降のバインディング テーブルを報告する。もしバインディ

ング テーブル が正しく得られなかった場合、Mgmt_Bind_rsp コマンドは

APSMEGET.confirm プリミティブで報告されたエラーコードを含むものとする。 
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2.4.3.3.5 Mgmt_Leave_req 
 

Mgmt_Leave_req コマンド(クラスタ ID=0x0034)は、図 2.57 のようにフォーマットす

る。 
 

Bits: 64 6 1 1 
Device Address Reserved Remove Children Rejoin

図 2.57 Mgmt_Leave_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.83 に、Mgmt_Leave_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.83 Mgmt_Leave_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

DeviceAddress デバイス

アドレス 
拡張 64-bit, 
IEEE  
アドレス 

NLME-LEAVE.request内のデバイスアドレスパラ

メータの詳細については、 (3.2.2.16)を参照。

NULL の  デ バ イ ス ア ド レ ス に は 、 
0x0000000000000000 という値が使用される。a

Remove 
Children 

Bit 0 or 1 ネットワークから離脱するよう求められているデ

バイスが、（あれば）その子デバイスを除去する

ことも求められている場合は、このフィールドは

1 となり、それ以外の場合は 0 となる。 
Rejoin Bit 0 or 1 現在の親から離脱するよう求められているデバイ

スが、ネットワークに再加入することが求められ

ている場合は、このフィールドは 1 となり、それ

以外の場合は 0 となる。 
a. CCB #849 

 
2.4.3.3.5.1 生成タイミング 

 
Mgmt_Leave_req は、リモートデバイスがネットワークを離脱することかあるいは

他のデバイスがネットワークを離脱することを要求することを要求するローカルデ

バイスで生成される。Mgmt_Leave_req は、Mgmt_Leave_req で与えられたパラメー

タを使って NLME-LEAVE.request が実行させられるリモートデバイスへその要求を

送信する管理アプリケーションによって生成される。 
 

2.4.3.3.5.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスは Mgmt_Leave_req コマンドで指定されるパラメー

タを使って NLME-LEAVE.request プリミティブを発行する。離脱の試みの結果は、

Mgmt_Leave_rsp コマンド経由でローカルデバイスに報告される。 
 
もしリモートデバイスがこのオプショナルな管理リクエストに対応していないなら、

NOT_SUPPORTED ステータスを返す。もし離脱が成功したならば、

Mgmt_Leave_rsp コマンドは SUCCESS ステータスを格納する。もし離脱が成功しな

かったならば、Mgmt_Leave_rsp コマンドは NLME-LEAVE.confirm プリミティブで

報告されるエラーコードを格納する。 
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このコマンドは、4.6.3.8 に定義されているように許可チェックに従う必要がある。

そうでない場合、リモートデバイスではコマンドを実行できないため、

NOT_AUTHORIZED というレスポンスを行う必要がある。 
 
2.4.3.3.6 Mgmt_Direct_Join_req 

 
Mgmt_Direct_Join_req コマンド(クラスタ ID=0x0035)は、図 2.58 のようにフォーマ

ットする。 
Octets: 8 1 

Device Address Capability 
Information 

図 2.58 Mgmt_Direct_Join _req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.84 に、the Mgmt_Direct_Join_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定

する。 
 

表 2.84 Mgmt_Direct_Join_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Device Address デバイス

アドレス 
拡張 64-bit, 
IEEE  
アドレス 

NLME-DIRECTJOIN.request 内のデバイス

アドレスパラメータについては、3.2.2.14
を参照。 

CapabilityInformation Bitmap 表 3.47 を参照 直接加入させられるデバイスの動作機

能。 
 

2.4.3.3.6.1 生成タイミング 
 

Mgmt_Direct_Join_req は、リモートデバイスがデバイスアドレスで指定されるデバ

イスを直接ネットワークに加入させることを許可することを要求するローカルデバ

イスで生成される。Mgmt_Direct_Join_req は、Mgmt_Direct_Join_req で与えられたパ

ラメータを使って NLME-DIRECTJOIN.request が実行されるリモートデバイスにリ

クエストを送信する管理アプリケーションによって生成される。 
 
2.4.3.3.6.2 受信時の動作 

 
受信すると、リモートデバイスは Mgmt_Direct_Join_req コマンドで与えられたデバ

イスアドレスと CapabilityInformation パラメータを使って NLME-DIRECT-
JOIN.request プリミティブを発行する。直接加入の試行の結果は

Mgmt_Direct_Join_rsp コマンドを使用してローカルデバイスに通知を返す。 
 
もしリモートデバイスがこのオプショナルな管理リクエストに対応していないなら、

NOT_SUPPORTED ステータスを返す。もし直接加入の試行が正しく実行されたら、

Mgmt_Direct_Join_rsp コマンドは SUCCESS ステータスを格納する。もし直接加入

の試行が正しく実行されなかったなら、Mgmt_Direct_Join_rsp コマンドは NLME-
DIRECTJOIN.confirm プリミティブで報告されたエラーコードを格納する。 
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このコマンドは、4.6.3.8 に定義されているように許可チェックに従う必要がある。

そうでない場合、リモートデバイスではコマンドを実行できないため、

NOT_AUTHORIZED というレスポンスを行う必要がある。 
 
2.4.3.3.7 Mgmt_Permit_Joining_req 

 
Mgmt_Permit_Joining_req コマンド(クラスタ ID=0x0036)は、図 2.59 のようにフォー

マットする。 
 

Octets: 1 1 
Permit Duration TC_Significance 

図 2.59 Mgmt_Permit_Joining_req コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.85 に、Mgmt_Permit_Joining_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定

する。 
 

表 2.85 Mgmt_Permit_Joining_req コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

PermitDuration 整数 0x00 – 0xff NLMEPERMIT JOINING.request 内 の

PermitDuration パラメータについては

3.2.2.5 を参照。 
TC_Significance Boolean 整数 0x00 – 0x01 これが 0x01 に設定され、かつリモー

トデバイスが Trust Center である場合

は、次の小章で説明するようにコマン

ドが Trust Center 認証ポリシーに影響

する。0x00 に設定された場合は、

Trust Center に対する影響は発生しな

い。 
 

2.4.3.3.7.1 生成タイミング 
 

Mgmt_Permit_Joining_req は、リモートデバイスまたはデバイスによる接続の許可ま

たは不許可をリクエストしているローカルデバイスから生成される。

Mgmt_Permit_Joining_req は、管理アプリケーションか、Mgmt_Permit_Joining_req に

よって供給される PermitDuration パラメータを使用して NLME-PERMIT-
JOINING.request を実行するリモートデバイス宛にリクエストを送信する試験ツー

ル(Commissioning Tool)によって生成される。さらに、リモートデバイスが Trust 
Center であり、TC_Significance が 1 に設定された場合は、Trust Center 認証ポリシー

が影響を受ける。アドレス指定は、全ルータとコーディネータにユニキャストまた

はブロードキャストされる。 
 

2.4.3.3.7.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスは Mgmt_Permit_Joining_req コマンドとともに供給

される PermitDuration パラメータを使用して、NLME-PERMITJOINING.request プリ

ミティブを発行する。PermitDuration パラメータがゼロまたは 0xFF に等しくない場

合は、パラメータはある一定の秒数となり、加入はその秒数がゼロまでカウントダ

ウンされるまでの間は許可されるが、その時間が過ぎると加入は許可されなくなる。 
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PermitDuration がゼロに設定されると加入は許可されず、0xFF に設定されると加入

は無期限の間、または別の Mgmt_Permit_Joining_req が受信されるまで許可される。

第２の Mgmt_Permit_Joining_req が受信されると、たとえその前の

Mgmt_Permit_Joining_req がまだカウントダウン中であっても、新しい方が前のリク

エストよりも優先される。さらに、リモートデバイスが Trust Center であり、

TC_Significance が 1 に設定される場合は、Trust Center 認証ポリシーが影響を受ける。

この場合は、 PermitDuration がゼロ以外の値に設定されると、Trust Center 認証が許

可され、新しいデバイスが加入したことを示す NLME-JOIN.indication か APSME-
UPDATEDEVICE.indication を Trust Center が受信すると、Trust Center はこれを認証

し、必要に応じてセキュリティ鍵を発行する。また、PermitDuration がゼロに設定

された場合は、Trust Center 認証は許可されない。これは、新しいデバイスが加入

したことを示す APSME-UPDATE-DEVICE.indication が受信された場合は Trust 
Center は APSME-REMOVE デバイス.request を発行して、新しいデバイスを拒否す

るという影響が出るためである。TC_Significance フラグと Trust Center アクション

は、スタックプロファイルによって課されたセキュリティポリシーに従うことに注

意する必要がある。特に Trust Center は、構成ツールのように Trust Center にとって

既知であり特に信頼されているデバイスによってこのフラグが送信されるのでない

かぎり、このフラグに影響を与えないように構成される可能性がある。同様に、送

信中のデバイスを既知の構成デバイスとして認証できないかぎりは、あるスタック

プロファイルのもとでは主なコマンド機能が不許可になる可能性がある。コマンド

が許可されない場合は、レスポンス INVALID_REQUEST が送信される。(ただし、

コマンドが ‘全ルータとコーディネータへブロードキャスト’ されるとレスポンスは

ひとつも送信されないため、そうでないことが前提となる) 
Mgmt_Permit_Joining_req プリミティブがユニキャストとして受信された場合は、

NLME-PERMIT-JOINING.request の結果は Mgmt_Permit_Joining_rsp コマンドを介し

てローカルデバイスに返信される。コマンドがブロードキャストとして受信された

場合は、レスポンスは返信されない。 
 
このコマンドは、4.6.3.8 に定義されているように許可チェックに従う必要がある。

失敗した場合には、Mgmt_Permit_Joining_req がユニキャストとして受信されていれ

ば、リモートデバイスではコマンドを実行せず、NOT_AUTHORIZED で応答し、そ

れ以外のレスポンスは返さない。  
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2.4.3.3.8 Mgmt_Cache_req 
 

Mgmt_Cache_req コマンド(クラスタ ID=0x0037)は、図 2.60 のようにフォーマット

する。 
 

Octets: 1 
StartIndex 

図 2.60 Mgmt_Cache_req コマンドフレームのフィールド 
 

表 2.86 に、Mgmt_Cache_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。  
 

表 2.86 Fields of the Mgmt_Cache_req コマンド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

StartIndex 整数 0x00  0xff Starting Index for the リクエスト ed elements 
of the ディスカバリ キャッシュ list. 

 
2.4.3.3.8.1 生成タイミング 

 
Mgmt_Cache_req は、プライマリディスカバリキャッシュデバイスを使用して登録

された ZigBee エンドデバイスのリストを、ネットワーク上の ZigBee デバイスが検

索できるようにする。このプリミティブの宛先指定は、ユニキャストにする必要が

ある。 
 

2.4.3.3.8.2 受信時の動作 
 

受信すると、リモートデバイスはそれがプライマリディスカバリキャッシュかどう

か、またはこのオプションのリクエスト プリミティブがサポートされているかど

うかを判断する。プライマリディスカバリキャッシュ デバイスでないか、

Mgmt_Cache_req プリミティブがサポートされていない場合は、リモートデバイス

はステータス NOT_SUPPORTED を返す。 
 
リモートデバイスがプライマリディスカバリキャッシュであり、Mgmt_Cache_req
をサポートする場合は、リモートデバイスは登録された各 ZigBee エンドデバイス

の NWKAddr と IEEEaddr から成るディスカバリ キャッシュリストとともに、

SUCCESS をローカルデバイスに返す。 
 

2.4.3.3.9 Mgmt_NWK_Update_req 
 

Mgmt_NWK_Update_req コマンド(クラスタ ID=0x0038)は、図 2.61 のようにフォー

マットする。 
 

図 2.61 Mgmt_NWK_Update_req コマンドフレームのフォーマット 
Octets: 4 1 0/1 0/1 0/2 

ScanChannels ScanDuration ScanCount nwkUpdateId nwkManagerAddr 
 

表 2.87 に、Mgmt_NWK_Update_req コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
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表 2.87 Mgmt_NWK_Update_req コマンドのフォーマット 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ScanChannels Bitmap 32-bit  
フィールド

NLME-ED-SCAN.request ScanChannels パラメータ

の詳細については、(3.2.2.1)を参照。 
ScanDuration 整数 0x00-0x05 

or 0xff 
各チャネルのスキャンにかかる時間の長さを計算

するために使用する値。各チャネルのスキャンに

かかる時間は、(aBaseSuperframeDuration* (2n+1)) 
symbols である。ここで n は ScanDuration パラメ

ータの値である。MAC サブレイヤのスキャンの

詳細については、([B1]を参照)。ScanDuration が
0xfe の値を持つ場合、これはチャネル変更のリク

エストである。ScanDuration が 0xff の値を持つ場

合 、 こ れ は リ ク エ ス ト apsChannelMask と 
nwkManagerAddr パラメータ変更のリクエストで

ある。 
ScanCount 整数 0x00 - 0x05 このフィールドは、実行・報告される予定のエナ

ジースキャンの数を表す。このフィールドは、

ScanDuration が 0x00 ～0x05 の範囲内にある場合

のみ示される。 
nwkUpdateId 整数 0x00 - 0xFF nwkUpdateId の値がこのリクエストには含まれ

る。この値は、メッセージが送信される前にネッ

トワーク チャネル マネージャによって設定され

る。このフィールドは、ScanDuration が 0xfe また

は 0xff の場合にのみ示される。 
nwkManagerAddr デバイス  

アドレス  
16-bit  
NWK  
アドレス 

このフィールドは、ScanDuration が 0xff に設定さ

れた場合のみ示される。示された場合は、  ネッ

トワークマネージャビットのセットがノードディ

スクリプタに設定された状態の、デバイスの

NWK アドレスを意味する。 
 

2.4.3.3.9.1 生成タイミング 
 

このコマンドは、ネットワーク構成パラメータの更新を許可したり、ローカル動作

環境でのネットワークの状態についての情報をデバイスからリクエストするために

提供される。このプリミティブ上の宛先アドレス指定は、macRxOnWhenIdle = 
TRUE となるすべてのデバイスにユニキャストまたはブロードキャストされる。 

  
2.4.3.3.9.2 受信時の動作 

 
受信すると、リモートデバイスは ScanDuration パラメータの内容から、このリクエ

ストが apsChannelMask および nwkManagerAddr パラメータへのアップデートか、チ

ャネル変更コマンドか、あるいはチャネルをスキャンして結果を報告するためのリ

クエストかを判断する。 
 
ScanDuration パラメータが 0xfe に等しい場合は、コマンドは ChannelMask でのシン

グルチャネルとして新しいアクティブチャネルを提供する。この場合、APS IB は

更新されないが、チャネル変更手順は完了する。 
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ScanDuration パラメータが 0xff に等しい場合は、コマンドは新しい psChannelMask
のセットを新しい nwkManagerAddr とともに提供する。リモートデバイスは NLME-
ED-SCAN.request を呼び出さずに、apsChannelMaskwo を APS IB に、

nwkManagerAddr を NIB に格納する。  
 
このコマンドが 0xfe または 0xff に設定された ScanDuration とともにユニキャスト

された場合は、リモートデバイスは応答しない。この場合、ネットワークマネージ

ャは APS アクノリッジ応答(acknowledgement)をリクエストする。 
 
ScanDuration が 0x00～0x05 に等しく、このコマンド上の宛先アドレス指定がユニキ

ャストされた場合は、NLME-ED-SCAN.request の呼び出しを介してパラメータ 
ScanDuration と ScanCount を使用して ChannelMask で記述されたチャネルをスキャ

ンするためのリクエストとしてコマンドが解釈される。リモートデバイスが断片化

をサポートせず、結果のレスポンスが APDU を超過する場合は、リモートデバイス

は単一の APDU に合うリクエストされた可能な限り多くのチャネルで Energy Detect 
Scan を実行し、レスポンス パラメータで実際にスキャンされたチャネルのリスト

をハイライトする。ScanCount で複数のスキャンがリクエストされた場合は、各ス

キャンが別個の結果として報告される。リモートデバイスは断片化用に記述された

制限によって修正されたリクエスト パラメータを使用して Energy Detect Scan using
を採用し、SUCCESS ステータスの Mgmt_NWK_Update_notify とともに結果をリク

エスト中のデバイスに供給する。 
 
それ以外の場合は、ScanDuration が 0x06～0xfd に等しく、このコマンドについての

宛先アドレス指定がユニキャストされる場合は、リモートデバイスはステータス

INVALID_REQUEST を返す。 
 
このコマンドについての宛先アドレス指定がユニキャストされない場合は、リモー

トデバイスはレスポンスを送信しない。 
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2.4.4 サーバサービス 
 

デバイスプロファイルのサーバサービスは、デバイスディスカバリリクエストとサ

ービスディスカバリリクエスト、エンドデバイスバインドリクエスト、バインドリ

クエスト、アンバインドリクエストとネットワーク管理リクエストの処理をサポー

トしている。加えて、サーバサービスは要求したデバイスにレスポンスを送信する

ことをサポートしている。 
 
サーバに対する、すべてのブロードキャストアドレス指定のリクエスト (ブロード

キャストアドレス型は任意)について、コマンドがサポートされていない場合は、

サーバがパケットを削除しなければならない。サーバがサポートしていないリクエ

ストを含む(限定はされない)、任意のブロードキャスト アドレス指定のクライアン

トリクエストについて、エラーステータスをローカルデバイスにユニキャストで返

信してはならない。 
 
サーバに対する、すべてのユニキャストアドレス指定のリクエストについて、コマ

ンドがサポートされていなければ、サーバはレスポンスクラスタ ID と Status フィ

ールドのみを含むレスポンスパケットを作成しなければならない。レスポンスクラ

スタ ID は、リクエストクラスタ ID を取り込み、上位ビットを設定することにより

レスポンス クラスタ ID を生成する。Status フィールドは NOT_SUPPORTED に設定

する。結果として生じるレスポンスは、リクエストしたクライアントにユニキャス

トする。 
 

2.4.4.1 デバイスおよびサービスディスカバリサーバ 
 

表 2.88 は、デバイスおよびサービスディスカバリのサーバサービスのデバイスプロ

ファイルによってサポートされているコマンドのリストである。それぞれのコマン

ドは後続の各小章で後述する。 
Device_annce コマンドを受信すると、サーバはリクエストによって提供される

IEEE アドレスおよび 16 ビット NWK アドレスに対する内部参照すべてをチェック

する。ローカルデバイスにある IEEE アドレスへのすべての参照に対して、

Device_annce で提供される対応する NWK アドレスが代用される。  
ローカルデバイスにある NWK アドレスへの他のすべての参照については、対応す

るエントリが「既知の有効な 16 ビット NWK アドレスを持たない」とマークされ

る。サーバは Device_annce に対するレスポンスを供給してはならない。 
 

表 2.88 デバイスおよびサービスディスカバリのサーバサービスプリミティブ
 デバイスおよびサービスディスカバリのサーバサービス サーバ処理  

 NWK_addr_rsp M  
 IEEE_addr_rsp M  

 Node_Desc_rsp M  
 Power_Desc_rsp M  
 Simple_Desc_rsp M  
 Active_EP_rsp M  
 Match_Desc_rsp M  
 Complex_Desc_rsp O  
 User_Desc_rsp O  
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表 2.88 デバイスおよびサービスディスカバリのサーバサービスプリミティブ
 デバイスおよびサービスディスカバリのサーバサービス サーバ処理  

 User_Desc_conf O  
 System_Server_Discovery_rsp O  
 Discovery_store_rsp O  
 Node_Desc_store_rsp O  
 Power_Desc_store_rsp O  
 Active_EP_store_rsp O  
 Simple_Desc_store_rsp O  
 Remove_node_Cache_rsp O  
 Find_node_Cache_rsp O  
 Extended_Simple_Desc_rsp O  
 Extended_Active_EP_rsp O  

 
2.4.4.1.1 NWK_addr_rsp 

 
NWK_addr_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8000)のフォーマットを図 2.62 に示す。 

 
Octets: 1 8 2 0/1 0/1 Variable 

Status IEEEAddr 
RemoteDev 

NWKAddr 
RemoteDev 

Num 
AssocDev 

StartIndex NWKAddr 
AssocDevList

図 2.62 NWK_addr_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.89 に、NWK_addr_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を規定する。 
 

表 2.89 NWK_addr_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

Status 整数 SUCCESS, 
INV_REQUESTTYPE 
または 
DEVICE_NOT_FOUND

NWK_addr_req コマンドのステータ

ス。 

IEEEAddrRemoteDev デ バ イ ス

アドレス 
拡張 64-bit, 
IEEE アドレス 

リモートデバイス用の 64-bit アド

レス 
NWKAddrRemoteDev デ バ イ ス

アドレス 
A 16-bit,  
NWK アドレス 

リモートデバイス用の 16-bit アド

レス 
NumAssocDev 整数 0x00-0xff 後続の 16-bit ショートアドレスの

数のカウント。リクエストの

RequestType が拡張レスポンス であ

り、リモートデバイス上に接続さ

れたデバイスが無い場合は、この

フィールドは 0 に設定される。 
エラーが発生するか、リクエスト

の RequestType がシングルデバイス

レスポンス用だった場合は、この

フィールドはフレームに含まれな

い。  
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表 2.89 NWK_addr_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

StartIndex 整数 0x00-0xff この報告用の、接続されたデバイ

スのリストへの開始インデック

ス。リクエストにある RequestType
が拡張レスポンスであり、リモー

トデバイス上に接続されたデバイ

スが無い場合は、このフィールド

はフレームに含まれない。エラー

が発生するか、  リクエスト内の

RequestType がシングルデバイス レ
スポンスの場合は、 このフィール

ドはフレームに含まれない。 
NWKAddrAssocDevList デバイス

アドレス

リスト 

List of NumAssocDev 
16-bit ショートアドレ

ス、 各アドレスの範囲

は 0x0000 - 0xffff 

16-bit アドレスのリスト。 各アド

レスはリモートデバイスへの各接

続デバイスに対応。このフィール

ドにある 16-bit ネットワークアド

レスの数は、NumAssocDev フィー

ルドで指定される。リクエスト内

の RequestType が拡張レスポンスで

あり、リモートデバイス上に接続

されたデバイスが無い場合は、こ

のフィールドはフレームには含ま

れない。エラーが発生するか、リ

クエスト内の RequestType がシング

ルデバイス  レスポンス用の場合

は、このフィールドはフレームに

含まれない。  
 

2.4.4.1.1.1 生成タイミング 
 

NWK_addr_rsp は、リモートデバイスの NWK アドレス、またはローカル ディスカ

バリ キャッシュに保持されたアドレスの NWK アドレスについて問合せる

NWK_addr_req コマンドへの応答として、リモートデバイスによって生成される(詳
細については 2.4.3.1.1.2 を参照) 。このコマンドの宛先アドレス指定はユニキャス

トである。 
 

2.4.4.1.1.2 受信時の動作 
 

NWK_addr_rsp コマンドを受信すると、受信側には IEEE アドレスから NWK アドレ

スを発見する試みのステータスが通知されるか、エラーが通知される。

NWK_addr_rsp コマンドがステータス SUCCESS で受信された場合は、コマンドの

残りのフィールドには、オリジナルの NWK_Addr_req コマンドに指定された

RequestType に従って、適切なディスカバリ情報が含まれている。それ以外の場合

は Status フィールドがエラーを示し、NumAssocDev, StartIndex, 
NWKAddrAssocDevList フィールドは含まれない。 
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2.4.4.1.2 IEEE_addr_rsp 
 

IEEE_addr_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8001)のフォーマットを図 2.63 に示す。 
 

Octets: 1 8 2 0/1 0/1 Variable 
Status IEEEAddr 

RemoteDev 
NWKAddr
RemoteDev

Num 
AssocDev

StartIndex NWKAddr 
AssocDevList 

図 2.63 IEEE_addr_rs コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.90 に、IEEE_addr_rs コマンドフレームのフィールドの詳細を規定する。 
 

表 2.90 IEEE_addr_rsp のフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 整数 SUCCESS, 
INV_REQUESTTYPE 
or 
DEVICE_NOT_FOUND

IEEE_addr_req コマンドのス

テータス。 

IEEEAddrRemoteDev デバイス 
アドレス 

An extended 64-bit,  
IEEE アドレス 

リモートデバイスの 64-bit ア
ドレス 

NWKAddrRemote デバイス 
アドレス 

A 16-bit,  
NWK アドレス 

リモートデバイスの 16-bit ア
ドレス 

NumAssocDev 整数 0x00-0xff 後続の 16-bit ショートアドレ

ス 数 。 リ ク エ ス ト の

RequestType が拡張レスポン

スであり、リモートデバイ

ス上に接続されたデバイス

が無い場合は、このフィー

ルドを 0 に設定する。エラー

が発生するか、リクエスト

の RequestType がシングルデ

バイスレスポンス用だった

場合は、このフィールドは

フレームに含まれない。 
StartIndex 整数 0x00 - 0xff この報告用の、接続された

デバイスのリストへの開始

インデックス。リクエスト

にある RequestType が拡張レ

スポンスであり、リモート

デバイス上に接続されたデ

バイスが無い場合は、この

フィールドはフレームに含

まれない。エラーが発生す

る か 、  リ ク エ ス ト 内 の

RequestType がシングルデバ

イス レスポンスの場合は、 
このフィールドはフレーム

に含まれない。 
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表 2.90 IEEE_addr_rsp のフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

NWKAddrAssocDevList デバイス 
アドレス 
リスト 

NumAssocDev 16bit  
ショートアドレスの 
リスト。 
各々の範囲は 
0x0000 - 0xffff。 

16bit アドレスのリスト。 各
アドレスはリモートデバイ

スへの各接続デバイスに対

応。このフィールドにある

16bit ネットワークアドレス

の数は、NumAssocDev フィ

ールドで指定される。リク

エスト内の RequestType が拡

張レスポンスであり、リモ

ートデバイス上に接続され

たデバイスが無い場合は、

このフィールドはフレーム

には含まれない。エラーが

発生するか、リクエスト内

の RequestType がシングルデ

バイス レスポンス用の場合

は、このフィールドはフレ

ームに含まれない。 
 

2.4.4.1.2.1 生成タイミング 
 

IEEE_addr_rsp は、リモートデバイスの 64-bit IEEE アドレスまたはローカル ディス

カバリ キャッシュに保持されたアドレスの 64-bit IEEE アドレスについて問い合わ

せる IEEE_addr_req コマンドへの応答として、リモートデバイスによって生成され

る(詳細については 2.4.3.1.2.2 を参照)。このコマンドの宛先アドレス指定は、ユニ

キャストである。 
 

2.4.4.1.2.2 受信時の動作 
 

IEEE_addr_rsp コマンドを受信すると、受信側には NWK アドレスから IEEE アドレ

スを発見する試みのステータスが通知されるか、エラーが通知される。

IEEE_addr_rsp コマンドがステータス SUCCESS で受信された場合は、コマンドの残

りのフィールドには、オリジナルの IEEE_Addr_req コマンドに指定された

RequestType に従って、適切なディスカバリ情報が含まれている。それ以外の場合

は Status フィールドがエラーを示し、NumAssocDev, 
StartIndex,NWKAddrAssocDevList フィールドは含まれない。 

 
2.4.4.1.3 Node_Desc_rsp 

 
Node_Desc_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8002)のフォーマットを図 2.64 に示す。 

 
Octets: 1 2 See subclause 2.3.2.3
Status NWKAddrOfInterest Node Descriptor 

図 2.64 Node_Desc_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.91 に、Node_Desc_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を規定する。 
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表 2.91 Node_Desc_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 整数 SUCCESS, 
DEVICE_NOT_FOUND, 
INV_REQUESTTYPE or 
NO_DESCRIPTOR 

Node_Desc_req コマンドのステ

ータス 

NWKAddrOfInterest デバイス 
アドレス 

16-bit NWK アドレス リクエスト用の NWK アドレス

NodeDescriptor ノードディ

スクリプタ

 2.3.2.3 のノードディスクリプタ 
フォーマットを参照。このフィ

ールドは、Status フィールドが

SUCCESS の場合にのみフレー

ムに含まれる。 
 

2.4.4.1.3.1 生成タイミング 
 

Node_Desc_rsp は、リモートデバイスに宛てた Node_Desc_req への返信として、リ

モートデバイスによって生成される。このコマンドは、Node_Desc_req コマンドの

送信元(originator)へユニキャストする。 
 
リモートデバイスは、表 2.91 に示すフォーマットを使用して Node_Desc_rsp コマン

ドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、オリジナルの Node_Desc_req コ
マンドで指定されたフィールドと一致しなければならない。NWKAddrOfInterest フ
ィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致する場合は、Status フ
ィールドを SUCCESS に設定し、ノードディスクリプタ フィールドにそのノードデ

ィスクリプタを設定する。(2.3.2.3 参照) 
 
NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

せず、かつそのリモートデバイスがエンドデバイスの場合は、Status フィールドを

INV_REQUESTTYPE に設定し、ノードディスクリプタフィールドを省略する。

NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

せず、かつそのリモートデバイスがコーディネータかルータの場合は、

NWKAddrOfInterest フィールドがその子のうちのどれかと一致するかどうかを判断

する。NWKAddrOfInterest フィールドが、リモートデバイスのどの子のネットワー

ク アドレスとも一致しない場合は、Status フィールドを DEVICE_NOT_FOUND に

設定し、ノードディスクリプタ フィールドを含めない。NWKAddrOfInterest がリモ

ートデバイスの子のどれかのネットワーク アドレスと一致する場合は、そのデバ

イスのノードディスクリプタが利用可能かどうかを判断する。ノードディスクリプ

タが NWKAddrOfInterest フィールドで示された子のために利用できない場合は、リ

モートデバイスは Status フィールドを NO_DESCRIPTOR に設定し、ノードディス

クリプタ フィールドを含めない。ノードディスクリプタが NWKAddrOfInterest フ
ィールドで示された子に利用できる場合は、リモートデバイスは Status フィールド

を SUCCESS に設定し、ノードディスクリプタ フィールドにある、一致する子デバ

イスのノードディスクリプタ(2.3.2.3 参照)を含める。 
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2.4.4.1.3.2 受信時の動作 
 
Node_Desc_rsp コマンドを受信すると、受信側にはオリジナルの Node_Desc_req コ
マンドに示されたリモートデバイスのノードディスクリプタが通知されるか、エラ

ーが通知される。Node_Desc_rsp コマンドがステータス SUCCESS で受信された場

合は、ノードディスクリプタ フィールドにはリクエストされたノードディスクリ

プタが含まれる。それ以外の場合は Status フィールドがエラーを示し、ノードディ

スクリプタ フィールドは含まれない。 
 

2.4.4.1.4 Power_Desc_rsp 
 

Power_Desc_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8003)は、図 2.65 のようにフォーマットす

る。 
 

Octets: 1 2 Variable
ステータス NWKAddrOfInterest Power 

Descriptor
図 2.65 Power_Desc_rsp コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.92 に、Power_Desc_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 

 
表 2.92 Power_Desc_rsp コマンドのフィールド 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
Status 整数 SUCCESS,  

DEVICE_NOT_FOUND, 
INV_REQUESTTYPE or 
NO_DESCRIPTOR 

Power_Desc_req コマンドのステー

タス 

NWKAddrOfInterest デバイス 
アドレス 

16-bit NWK アドレス リクエストの NWK アドレス 

PowerDescriptor PowerDescriptor  2.3.2.4 のノード Power ディスクリ

プタ フォーマットを参照。このフ

ィールドは Status フィールドが

SUCCESS に等しい場合のみフレ

ームに含まれる。 
 

2.4.4.1.4.1 生成タイミング 
 

Power_Desc_rsp は、リモートデバイスに宛てた Power_Desc_req への返信として、

リモートデバイスによって生成される。このコマンドは、Power_Desc_req コマンド

の送信元へユニキャストされる。 
 
リモートデバイスは、表 2.92 に示すフォーマットを使用して Power_Desc_rsp コマ

ンドを生成する。 NWKAddrOfInterest フィールドは、オリジナルの Power_Desc_req
コマンドで指定されたフィールドと一致する必要がある。 
 
NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

する場合は、Status フィールドを SUCCESS に設定し、PowerDescriptor フィールド

に Power ディスクリプタ(2.3.2.4 参照)を含む。 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 2 154 
Application Layer Specification 

 
 

NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

せず、かつそのリモートデバイスがエンドデバイスの場合は、Status フィールドを

INV_REQUESTTYPE に設定し、PowerDescriptor フィールドを含めない。

NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

せず、かつそのリモートデバイスがコーディネータかルータの場合は、

NWKAddrOfInterest フィールドがその子のどれかのネットワーク アドレスと一致す

るかどうかを判断する。NWKAddrOfInterest フィールドが、リモートデバイスのど

の子のネットワーク アドレスとも一致しない場合は、Status フィールドを

DEVICE_NOT_FOUND に設定し、PowerDescriptor フィールドを含めない。

NWKAddrOfInterest がリモートデバイスの子のどれかのネットワーク アドレスと一

致する場合は、そのデバイスの Power ディスクリプタが利用可能かどうかを判断す

る。Power ディスクリプタが NWKAddrOfInterest フィールドで示された子のために

利用できない場合は、リモートデバイスは Status フィールドを NO_DESCRIPTOR
に設定し、PowerDescriptor フィールドを含めない。Power ディスクリプタが

NWKAddrOfInterest フィールドで示された子に利用できる場合は、このリモートデ

バイスは Status フィールドを SUCCESS に設定し、PowerDescriptor フィールドにあ

る、一致する子デバイスの Power ディスクリプタ(2.3.2.4 参照)を含める。 
 

2.4.4.1.4.2 受信時の動作 
 

Power_Desc_rsp コマンドを受信すると、受信側にはオリジナルの Power_Desc_req
コマンドに示されたリモートデバイスの Power ディスクリプタが通知されるか、エ

ラーが通知される。Power_Desc_rsp コマンドがステータス SUCCESS で受信された

場合は、PowerDescriptor フィールドにはリクエストされた Power ディスクリプタが

含まれる。それ以外の場合は Status フィールドがエラーを示し、PowerDescriptor フ
ィールドは含まれない。 

  
2.4.4.1.5 Simple_Desc_rsp 

 
Simple_Desc_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8004)は、図 2.66 のようにフォーマットす

る。 
 

Octets:1  2  1  Variable  
ステータス NWKAddrOfInterest Length SimpleDescriptor 

図 2.66 Simple_Desc_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.93 に、Simple_Desc_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.93 Simple_Desc_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS,INVALID_EP,
NOT_ACTIVE,DEVICE_
NOT_FOUND, 
INV_REQUESTTYPE or 
NO_DESCRIPTOR 

Simple_Desc_req コマンドのステータス 

NWKAddrO
fInterest 

デバイス 
アドレス 

16-bit NWK アドレス リクエストの NWK アドレス 
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表 2.93 Simple_Desc_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Length 整数 0x00-0xff Length in bytes of the 後続の Simple ディ

スクリプタの長さ（バイト単位） 
Simple 
Descriptor 

Simple 
Descriptor 

 2.3.2.5 の Simple ディスクリプタのフォ

ーマットを参照。このフィールドは、

Status フィールドが SUCCESS に等しい

場合のみフレームに含まれる。 
 

2.4.4.1.5.1 生成タイミング 
 

Simple_Desc_rsp は、リモートデバイスに宛てた Simple_Desc_req へのレスポンスと

して、リモートデバイスによって生成される。このコマンドは、Simple_Desc_req 
コマンドの送信元(originator)へユニキャストされる。 
 
リモートデバイスは、表 2.93 に示すフォーマットを使用して Simple_Desc_rsp コマ

ンドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、オリジナルの Simple_Desc_req
コマンドで指定されたフィールドと一致する必要がある。オリジナルの

Simple_Desc_req コマンドで指定されたエンドポイント フィールドが表 2.48 で指定

された正しい範囲に来ない場合は、リモートデバイスは Status フィールドを

INVALID_EP に設定し、Length フィールドを 0 に設定するが、Simple ディスクリプ

タ フィールドを含めない。 
 
NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスに一致

する場合は、エンドポイント フィールドがデバイス上のアクティブエンドポイン

トの ID を指定するかどうかを判断する。エンドポイント フィールドがアクティブ

エンドポイントに対応している場合は、リモートデバイスは Status フィールドを

SUCCESS に設定し、Length フィールドをエンドポイント上の Simple ディスクリプ

タの長さに設定し、そのエンドポイントの Simple ディスクリプタ (2.3.2.5 参照)をシ

ンプルディスクリプタフィールドに含める。 
 
エンドポイント フィールドがアクティブエンドポイントに対応していない場合は、

リモートデバイスは Status フィールドを NOT_ACTIVE に設定し、Length フィール

ドを 0 に設定し、Simple ディスクリプタ フィールドを含めない。 
NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

せず、かつそのリモートデバイスがエンドデバイスの場合は、Status フィールドを

INV_REQUESTTYPE に設定し、Length フィールドを 0 に設定し、Simple ディスク

リプタ フィールドを含めない。NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイス

のネットワーク アドレスと一致せず、かつそのリモートデバイスがコーディネー

タかルータの場合は、NWKAddrOfInterest フィールドがその子のうちのどれかと一

致するかどうかを判断する。NWKAddrOfInterest フィールドが、リモートデバイス

のどの子のネットワーク アドレスとも一致しない場合は、Status フィールドを

DEVICE_NOT_FOUND に設定し、Length フィールドを 0 に設定し、Simple ディス

クリプタフィールドを含めない。 
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NWKAddrOfInterest がリモートデバイスの子のどれかのネットワーク アドレスと一

致する場合は、リクエストされたエンドポイントにあるそのデバイスの Simple デ
ィスクリプタが利用可能かどうかを判断する。リクエストされた

NWKAddrOfInterest フィールドで示される子のエンドポイントで、Simple ディスク

リプタが利用できない場合は、リモートデバイスは Status フィールドを

NO_DESCRIPTOR に設定し、Length フィールドを 0 に設定し、Simple ディスクリ

プタ フィールドを含めない。リクエストされた NWKAddrOfInterest フィールドで示

される子のエンドポイントで、Simple ディスクリプタが利用できる場合は、リモー

トデバイスは Status フィールドを SUCCESS に設定し、Length フィールドをエンド

ポイント上の Simple ディスクリプタの長さに設定し、Simple ディスクリプタ フィ

ールドにある、一致する子デバイスのエンドポイント用の Simple ディスクリプタ 
(2.3.2.5 参照)を含める。  

 
2.4.4.1.5.2 受信時の動作 

 
Simple_Desc_rsp コマンドを受信すると、受信側にはオリジナルの Simple_Desc_req
コマンドで示されたリモートデバイスのエンドポイント上の Simple ディスクリプ

タが通知されるか、エラーが通知される。Simple_Desc_rsp コマンドがステータス

SUCCESS で受信された場合は、Simple ディスクリプタフィールドはリクエストさ

れた Simple ディスクリプタを含む。それ以外の場合は、Status フィールドはエラー

を示し、Simple ディスクリプタ フィールドは含まれない。 
 

2.4.4.1.6 Active_EP_rsp 
 

Active_EP_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8005)は、図 2.67 のようにフォーマットする。 
 

Octets:  2  1  Variable 
ステータス NWKAddr

OfInterest 
ActiveEP

Count 
ActiveEP

List 
図 2.67 Active_EP_rsp コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.94 に、Active_EP_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 

 
表 2.94 Active_EP_rsp コマンドのフィールド 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
ステータス 整数 SUCCESS,DEVICE_NOT_FOUND, 

INV_REQUESTTYPE or 
NO_DESCRIPTOR 

Active_EP_req コマンドのス

テータス 

NWKAddrOfInterest デバイス

アドレス 
16bit NWK アドレス NWK アドレス for the リクエ

スト 
ActiveEPCount 整数 0x00-0xff リモートデバイス上のアク

ティブエンドポイントの数. 
ActiveEPList   List of bytes each of which 

represents an 8-bit エンドポイ

ント 
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2.4.4.1.6.1 生成タイミング 
 

Active_EP_rsp は、リモートデバイスに宛てた Active_EP_req への返信として、リモ

ートデバイスによって生成される。このコマンドは、Active_EP_req コマンドの送

信元へユニキャストされる。 
 
リモートデバイスは、表 2.94 に示すフォーマットを使用して Active_EP_rsp コマン

ドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、オリジナルの Active_EP_req コ

マンドで指定されたフィールドと一致する必要がある。NWKAddrOfInterest フィー

ルドがリモートデバイスのネットワーク アドレスに一致する場合は、Status フィー

ルドを SUCCESS に設定し、ActiveEPCount フィールドをそのデバイス上のアクテ

ィブエンドポイント数に設定し、ActiveEPList フィールドにあるそのデバイス上の

アクティブエンドポイントの全 ID の昇順リストを含む。 
 
NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

せず、かつそのリモートデバイスがエンドデバイスの場合は、Status フィールドを

INV_REQUESTTYPE に設定し、ActiveEPCount フィールドを 0 に設定し、

ActiveEPList フィールドを含めない。NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデ

バイスのネットワーク アドレスと一致せず、かつそのリモートデバイスがコーデ

ィネータかルータの場合は、NWKAddrOfInterest フィールドが、ディスカバリ キャ

ッシュに保持されているデバイスのネットワーク アドレスと一致するかどうかを

判断する。  
NWKAddrOfInterest フィールドが、ディスカバリ キャッシュに保持されたデバイス

のネットワーク アドレスと一致しない場合は、Status フィールドを

DEVICE_NOT_FOUND に設定し、ActiveEPCount フィールドを 0 に設定し、

ActiveEPList フィールドを含めない。NWKAddrOfInterest がリモートデバイスのデ

ィスカバリ キャッシュに保持されたデバイスのネットワーク アドレスに一致する

場合は、そのデバイスが任意のアクティブエンドポイントを持つかどうかを判断す

る。ActiveEP リクエストに対応するディスカバリ情報がまだディスカバリ キャッ

シュにアップロードされていない場合は、リモートデバイスは Status フィールドを

NO_DESCRIPTOR に設定し、ActiveEPCount フィールドを 0 に設定し、ActiveEPList 
フィールドを含めない。キャッシュされたデバイスがアクティブエンドポイントを

持たない場合、リモートデバイスは Status フィールドを SUCCESS に設定し、

ActiveEPCount フィールドを 0 に設定し、ActiveEPList フィールドを含まない。キャ

ッシュされたデバイスがアクティブエンドポイントを持つ場合、リモートデバイス

は Status フィールドを SUCCESS に設定し、ActiveEPCount フィールドをそのデバイ

ス上のアクティブエンドポイント数に設定し、ActiveEPList フィールド上にあるデ

バイスのアクティブエンドポイントの全 ID の昇順リストを含む。 
 

2.4.4.1.6.2 受信時の動作 
 

Active_EP_rsp コマンドを受信すると、受信側にはオリジナルの Active_EP_req コマ

ンドに示されたリモートデバイスのアクティブエンドポイントが通知されるか、エ

ラーが通知される。Active_EP_rsp コマンドがステータス SUCCESS で受信された場

合は、ActiveEPCount フィールドは ActiveEPList フィールドのエントリ数を示す。
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それ以外の場合は、Status フィールドはエラーを示し、ActiveEPList フィールドは

含まれない。 
 

2.4.4.1.7 Match_Desc_rsp 
 

Match_Desc_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8006)は、図 2.68 のようにフォーマットす

る。 
 

Octet: 1  2  1  Variable  
ステータス NWKAddrOfInterest Match Length MatchList 

図 2.68 Match_Desc_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.95 に、Match_Desc_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.95 Match_Desc_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS, 
DEVICE_NOT_FOUND, 
INV_REQUESTTYPE or 
NO_DESCRIPTOR 

Match_Desc_req コマンドのステー

タス 

NWKAddrOfInterest デバイス

アドレス 
16bit NWK アドレス リクエストの NWK アドレス 

MatchLength 整数 0x00-0xff リクエスト基準に一致する、リモ

ートデバイス上のエンドポイント

数 
MatchList   各々がひとつの 8-bit エンドポイ

ントを表しているバイトのリスト

 
2.4.4.1.7.1 生成タイミング 

 
Match_Desc_rsp は、ブロードキャスト送信された、またはリモートデバイスに宛て

た Match_Desc_req への返信として、リモートデバイスによって生成される。この

コマンドは、Match_Desc_req コマンドの送信元へユニキャストされる。 
 
リモートデバイスは、表 2.95 に示すフォーマットを使用して Match_Desc_rsp コマ

ンドを生成する。オリジナルの Match_Desc_req の NWKAddrOfInterest フィールド

が、macRxOnWhenIdle = TRUE (0xfffd)となるすべてのデバイスのブロードキャスト 
ネットワーク アドレスに等しい場合は、リモートデバイスは、下記に示すように、

オリジナルの Match_Desc_req コマンドに指定された一致基準を各 Simple ディスク

リプタに適用する。リモートデバイスがコーディネータかルータの場合は、下記に

示すように、各々の子から取得した可能性のある各 Simple ディスクリプタに一致

基準を適用する。 
オリジナルの Match_Desc_req の NWKAddrOfInterest フィールドが

macRxOnWhenIdle =TRUE (0xfffd)となるすべてのデバイスのブロードキャスト ネッ

トワーク アドレスに等しくない場合は、リモートデバイスは NWKAddrOfInterest フ
ィールドをオリジナルの Match_Desc_req コマンドで指定されたのと同じネットワ

ーク アドレスに設定する。 
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NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスに一致

する場合は、下記に示すように、オリジナルの Match_Desc_req コマンドで指定さ

れた一致基準を各 Simple ディスクリプタに適用する。 
NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

せず、かつそのリモートデバイスがエンドデバイスの場合は、Status フィールドを

INV_REQUESTTYPE に設定し、MatchLength フィールドを 0 に設定し、MatchList
フィールドを含めない。NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネッ

トワーク アドレスと一致せず、かつそのリモートデバイスがコーディネータかル

ータの場合は、NWKAddrOfInterest フィールドがその子のどれかのネットワーク ア
ドレスに一致するかどうかを判断する。NWKAddrOfInterest フィールドが、リモー

トデバイスのどの子のネットワーク アドレスとも一致しない場合は、Status フィー

ルドを DEVICE_NOT_FOUND に設定し、MatchLength フィールドを 0 に設定し、

MatchList フィールドを含めない。 
 
NWKAddrOfInterest がリモートデバイスの子のどれかのネットワーク アドレスと一

致する場合は、そのデバイスの Simple ディスクリプタが利用可能かどうかを判断

する。NWKAddrOfInterest フィールドに示された子がどの Simple ディスクリプタも

利用できない場合は、リモートデバイスは Status フィールドを NO_DESCRIPTOR
に設定し、MatchLength フィールドを 0 に設定し、MatchList フィールドを含めない。

NWKAddrOfInterest フィールドに示された子が任意の Simple ディスクリプタを利用

できる場合は、リモートデバイスは下記に示すように、オリジナルの 
Match_Desc_req コマンドに指定された一致基準を各 Simple ディスクリプタに適用

する。 
 
リモートデバイスは、各 Simple ディスクリプタ (2.3.2.5 参照)に次のように一致基準

を適用する。リモートデバイスは 初に、プロファイル ID フィールドが Simple デ
ィスクリプタのアプリケーションプロファイル ID フィールドに一致するかどうか

をチェックする。プロファイル ID が一致しない場合は、リモートデバイスは一致

が失敗したものとみなし、それ以上の照合を行わない。  
 
プロファイル ID が一致した場合は、リモートデバイスは一致基準に入力クラスタ

のリストが含まれる(NumInClusters フィールドが 0 に等しくない)かどうかをチェッ

クする。一致基準に入力クラスタのリストが含まれていた場合は、リモートデバイ

スは、InClusterList フィールドのリストにあるクラスタ ID のうち 低 1 つが、

Simple ディスクリプタのアプリケーション入力クラスタリストのフィールドにある

クラスタ ID の 1 つと一致するかどうかをチェックする。一致する入力クラスタが

低 1 つ見つかった場合は、リモートデバイスは一致が成功したとみなし、この

Simple ディスクリプタが参照するエンドポイントの ID に通知し、それ以上の照合

は行わない。  
リモートデバイスが一致する入力クラスタをひとつも見つけられない場合は、一致

基準に出力クラスタのリストが含まれる(NumOutClusters フィールドが 0 に等しく

ない)かどうかを判断する。 
 
一致基準に出力クラスタのリストが含まれている場合は、リモートデバイスは、

OutClusterList フィールドのリストにあるクラスタ ID のうち 低 1 つが、Simple デ
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ィスクリプタのアプリケーション出力クラスタリストのフィールドにあるクラスタ

ID の 1 つと一致するかどうかをチェックする。一致する出力クラスタが 低 1 つ見

つかった場合は、リモートデバイスは一致が成功したとみなし、この Simple ディ

スクリプタが参照するエンドポイントの ID に通知する。リモートデバイスがひと

つも一致する出力クラスタを見つけられない場合は、照合が失敗したとみなす。 
 
上記の手順を使用して 1 つ以上の一致が見つかった場合は、リモートデバイスは、

一致する各デバイス(リモートデバイス自体を含む)用に別個の Match_Desc_rsp コマ

ンドを構築する。各レスポンス用に、Status フィールドを SUCCESS に設定し、

NWKAddrOfInterest フィールドを適切な一致デバイスのアドレスに設定し、

MatchLength フィールドを適切な一致デバイスの基準と一致する Simple ディスクリ

プタ数に設定し、MatchList フィールドには Simple ディスクリプタが適切な一致デ

バイスの基準と一致するエンドポイントの昇順リストが含まれる。 
 

2.4.4.1.7.2 受信時の動作 
 

Match_Desc_rsp コマンドを受信すると、受信側にはオリジナルの Match_Desc_req
コマンドで示された一致基準クエリの結果が通知されるか、エラーが通知される。

Match_Desc_rsp コマンドがステータス SUCCESS で受信された場合は、MatchList フ
ィールドには基準に一致する Simple ディスクリプタの入ったエンドポイントのリ

ストが含まれる。それ以外の場合には、Status フィールドにはエラーが表示され、

MatchList フィールドは含まれない。 
 

2.4.4.1.8 Complex_Desc_rsp 
 

Complex_Desc_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8010)は、図 2.69 のようにフォーマット

する。 
 

Octet: 1  2  1  Variable  
ステータス NWKAddrOfInterest Length Complex ディスクリプタ 
図 2.69 フォーマット of the Complex_Desc_rsp コマンドフレーム 

 
表 2.96 に、Complex_Desc_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 

 
表 2.96 Fields of the Complex_Desc_rsp コマンド 

名前 タイプ 有効範囲  解説 
Status 整数 SUCCESS, 

DEVICE_NOT_FOUND, 
INV_REQUESTTYPE or 
NO_DESCRIPTOR 

Complex_Desc_req コマンドのス

テータス 

NWKAddrOfInterest デバイス 
アドレス 

16bit NWK アドレス リクエスト用の NWK アドレス 

Length 整数 0x00 - 0xff ComplexDescriptor フィールドの

バイト長 
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表 2.96 Fields of the Complex_Desc_rsp コマンド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

Complex Descriptor Complex 
Descriptor

 2.3.2.6 の Complex ディスクリプ

タ フォーマットを参照。 
このフィールドは、Status フィー

ルドが SUCCESS の場合のみフ

レームに含まれる。 
 
2.4.4.1.8.1 生成タイミング 

 
Complex_Desc_rsp は、リモートデバイスに宛てた Complex_Desc_req への応答とし

て、リモートデバイスによって生成される。このコマンドは、Complex_Desc_req コ
マンドの送信元へユニキャストされる。 
 
リモートデバイスは、表 2.96 に示すフォーマットを使用して Complex_Desc_rsp コ
マンドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、オリジナルの

Complex_Desc_req コマンドで指定されたフィールドと一致する必要がある。

NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

するが、ディスクリプタが存在しない場合は、Status フィールドを

NOT_SUPPORTED に設定し、Length フィールドを 0 に設定し、ComplexDescriptor
フィールドを含まない。NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネッ

トワーク アドレスに一致し、complex ディスクリプタが存在する場合は、Status フ
ィールドを SUCCESS に設定し、Length フィールドを complex ディスクリプタの長

さに設定し、自身の complex ディスクリプタ (2.3.2.6 参照)を ComplexDescriptor フィ

ールドに含める。 
 
If the NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレス

と一致せず、かつそのリモートデバイスがエンドデバイスの場合は、Status フィー

ルドを INV_REQUESTTYPE に設定し、Length フィールドを 0 に設定し、

ComplexDescriptor フィールドを含めない。NWKAddrOfInterest フィールドがリモー

トデバイスのネットワーク アドレスと一致せず、かつそのリモートデバイスがコ

ーディネータかルータの場合は、NWKAddrOfInterest フィールドがその子のうちの

どれかのネットワーク アドレスと一致するかどうかを判断する。

NWKAddrOfInterest フィールドが、リモートデバイスのどの子のネットワーク アド

レスとも一致しない場合は、Status フィールドを DEVICE_NOT_FOUND に設定し、

Length フィールドを 0 に設定し、ComplexDescriptor フィールドを含めない。

NWKAddrOfInterest がリモートデバイスの子のどれかのネットワーク アドレスと一

致する場合は、そのデバイスの Complex ディスクリプタが利用可能かどうかを判断

する。Complex ディスクリプタが NWKAddrOfInterest フィールドで示された子のた

めに利用できない場合は、リモートデバイスは Status フィールドを

NO_DESCRIPTOR に設定し、Length フィールドを 0 に設定し、ComplexDescriptor
フィールドを含めない。Complex ディスクリプタが NWKAddrOfInterest フィールド

で示された子に利用できる場合は、リモートデバイスは Status フィールドを

SUCCESS に設定し、Length フィールドをそのデバイスの Complex ディスクリプタ

の長さに設定し、ComplexDescriptor フィールドにある一致する子デバイスの

Complex ディスクリプタ(2.3.2.6 参照)を含める。 
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2.4.4.1.8.2 受信時の動作 
 

Complex_Desc_rsp コマンドを受信すると、受信側にはオリジナルの 
Complex_Desc_req コマンドで示されたリモートデバイスの Complex ディスクリプ

タが通知されるか、エラーが通知される。Complex_Desc_rsp コマンドがステータス

SUCCESS で受信された場合は、ComplexDescriptor フィールドはリクエストされた

Complex ディスクリプタを含む。それ以外の場合は Status フィールドはエラーを示

し、ComplexDescriptor フィールドは含まれない。 
  

2.4.4.1.9 User_Desc_rsp 
 

User_Desc_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8011)は、図 2.70 のようにフォーマットする。 
 

Octet:1  2  1  Variable  
ステータス NWKAddr OfInterest Length User ディスクリプタ 
図 2.70 User_Desc_rsp コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.97 に、User_Desc_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 

 
表 2.97 User_Desc_rsp コマンドのフィールド 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
ステータス 整数 SUCCESS, 

NOT_SUPPORTED, 
DEVICE_NOT_FOUND, 
INV_REQUESTTYPE or 
NO_DESCRIPTOR 

User_Desc_req コマンドのス

テータス 

NWKAddrOfInterest デバイス 
アドレス 

16bit NWK アドレス リクエスト用の NWK アドレ

ス 
Length  整数 0x00- 0x10 User ディスクリプタ フィー

ルドのバイト長 
User ディスクリプタ User ディス

クリプタ 
 2.3.2.7 の User ディスクリプ

タ フォーマットを参照。こ

のフィールドは、Status フィ

ールドが SUCCESS に等しい

場合のみフレームに含まれ

る。 
 

2.4.4.1.9.1 生成タイミング 
 

User_Desc_rsp は、リモートデバイスに宛てた User_Desc_req への返信として、リモ

ートデバイスによって生成される。このコマンドは User_Desc_req コマンドの送信

元にユニキャストされる。 
リモートデバイスは、表 2.97 に示すフォーマットを使用して User_Desc_rsp コマン

ドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、オリジナルの User_Desc_req コ

マンドで指定されたフィールドと一致する必要がある。NWKAddrOfInterest フィー

ルドがリモートデバイスのネットワーク アドレスに一致するが、User ディスクリ

プタが存在しない場合は、Status フィールドを NO_DESCRIPTOR に設定し、Length
フィールドを 0 に設定し、User ディスクリプタ フィールドを含まない。

NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスに一致
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し、User ディスクリプタが存在する場合は、Status フィールドを SUCCESS に設定

し、Length フィールドを user ディスクリプタの長さに設定し、ディスクリプタ フ
ィールドにある User ディスクリプタを含める。 
 
NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

せず、かつそのリモートデバイスがエンドデバイスの場合は、Status フィールドを

INV_REQUESTTYPE に設定し、Length フィールドを 0 に設定し、User ディスクリ

プタフィールドを含めない。NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスの

ネットワーク アドレスと一致せず、かつそのリモートデバイスがコーディネータ

かルータの場合は、NWKAddrOfInterest フィールドがその子のうちのどれかのネッ

トワーク アドレスと一致するかどうかを判断する。NWKAddrOfInterest フィールド

が、リモートデバイスのどの子のネットワーク アドレスとも一致しない場合は、

Status フィールドを DEVICE_NOT_FOUND に設定し、Length フィールドを 0 に設

定し、User ディスクリプタフィールドを含めない。NWKAddrOfInterest がリモート

デバイスの子のどれかのネットワーク アドレスと一致する場合は、そのデバイス

の User ディスクリプタが利用可能かどうかを判断する。User ディスクリプタが

NWKAddrOfInterest フィールドで示された子のために利用できない場合は、リモー

トデバイスは Status フィールドを NO_DESCRIPTOR に設定し、Length フィールド

を 0 に設定し、User ディスクリプタフィールドを含めない。User ディスクリプタが

NWKAddrOfInterest フィールドで示された子に利用できる場合は、リモートデバイ

スは Status フィールドを SUCCESS に設定し、Length フィールドをそのデバイスの

User ディスクリプタの長さに設定し、User ディスクリプタ フィールドにある一致

する子デバイスの User ディスクリプタ(2.3.2.7 参照)を含める。 
 

2.4.4.1.9.2 受信時の動作 
 

User_Desc_rsp コマンドを受信すると、オリジナルの User_Desc_req コマンド内で示

されたリモートデバイスの User ディスクリプタが通知されるか、エラーが通知さ

れる。User_Desc_rsp コマンドがステータス SUCCESS で受信された場合は、User
ディスクリプタ フィールドにはリクエストされた User ディスクリプタが含まれる。

それ以外の場合は、Status フィールドはエラーを示し、User ディスクリプタ フィー

ルドを含まない。 
  

2.4.4.1.10 System_Server_Discovery_rsp 
 

System_Server_Discovery_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8015)は、図 2.74 のようにフ

ォーマットする。 
 

Octet:1  2  
ステータス ServerMask

図 2.71 System_Server_Discovery_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.98 に、System_Server_Discovery_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指

定する。 
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表 2.98 System_Server_Discovery_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS System_Server_Discovery_rsp コマンドのステータス 
ServerMask 整数 Bitmap ビット割り当てについては表 2.31 を参照。 

 
2.4.4.1.10.1 生成タイミング 

 
System_Server_Discovery_rsp は、パラメータがノードディスクリプタ内の

ServerMask フィールドと一致する場合に System_Server_Discovery_req プリミティブ

を受信した時に、リモートデバイスから生成される。一致がない場合は、

System_Server_Discovery_req は無視され、レスポンスは生じない。照合(Matching)は、

System_Server_Discovery_req の ServerMask パラメータをノードディスクリプタ内の

ServerMask フィールドでマスキングすることにより実行される。 
このコマンドは、TxOptions にセットされた Acknowledge リクエストとともに

System_Server_Discovery_req を送信したデバイスにユニキャストされる。このパラ

メータ ServerMask には、ノードディスクリプタ内でのサーバマスクに一致するリ

クエストのパラメータにあるビットが含まれる。 
 
2.4.4.1.10.2 受信時の動作 

 
リクエスト中のデバイスには、このデバイスが、リクエスト中のデバイスが探して

いるシステムサーバ機能をある程度持っていることが通知される。 
ネットワークマネージャビットが System_Server_Discovery_rsp にセットされている

場合は、リモートデバイスの NWK アドレスは NIB の nwkManagerAddr にセットさ

れる。 
 
2.4.4.1.11 User_Desc_conf 

 
User_Desc_conf コマンド(クラスタ ID=0x8014)は、図 2.72 のようにフォーマットす

る。 
 

Octet: 1 2  
ステータス NWKAddrOfInterest

図 2.72 User_Desc_conf コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.99 に、User_Desc_conf コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.99 User_Desc_conf コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS,NOT_SUPPORTED,
DEVICE_NOT_FOUND, 
INV_REQUESTTYPE or 
NO_DESCRIPTOR 

User_Desc_set コマンドのステータス 

NWKAddrOf
Interest 

デバイス

アドレス 
Any 16bit NWK アドレス User ディスクリプタをセットする試

みが行われるデバイスのネットワー

ク アドレス。 
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2.4.4.1.11.1 生成タイミング 
 

User_Desc_conf は、リモートデバイスに宛てた User_Desc_set への返信として、リ

モートデバイスによって生成される。このコマンドは、User_Desc_set コマンドの

送信元へユニキャストされる。 
 
リモートデバイスは、表 2.99 に示すフォーマットを使用して User_Desc_conf コマ

ンドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、オリジナルの User_Desc_set コ
マンドで指定されたフィールドと一致する必要がある。NWKAddrOfInterest フィー

ルドがリモートデバイスのネットワーク アドレスに一致するが、User ディスクリ

プタが存在しない場合は、Status フィールドを NOT_SUPPORTED に設定する。

NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスに一致

し、User ディスクリプタが存在する場合は、Status フィールドを SUCCESS に設定

し、オリジナルの User_Desc_set コマンドに指定された ASCII キャラクタ文字列で

User ディスクリプタを構成する。 
 
NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスと一致

せず、かつそのリモートデバイスがエンドデバイスの場合は、Status フィールドを

INV_REQUESTTYPE に設定する。NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイ

スのネットワーク アドレスと一致せず、かつそのリモートデバイスがコーディネ

ータかルータの場合は、NWKAddrOfInterest フィールドがその子のうちのどれかの

ネットワーク アドレスと一致するかどうかを判断する。NWKAddrOfInterest フィー

ルドが、リモートデバイスのどの子のネットワーク アドレスとも一致しない場合

は、Status フィールドを DEVICE_NOT_FOUND に設定する。NWKAddrOfInterest が
リモートデバイスの子のどれかのネットワーク アドレスと一致する場合は、その

デバイスの User ディスクリプタが利用可能かどうかを判断する。User ディスクリ

プタが NWKAddrOfInterest フィールドで示された子のために利用できない場合は、

リモートデバイスは Status フィールドを NO_DESCRIPTOR に設定する。User ディ

スクリプタが NWKAddrOfInterest フィールドで示された子に利用できる場合は、リ

モートデバイスは Status フィールドを SUCCESS に設定し、オリジナルの

User_Desc_set コマンドで指定された ASCII キャラクタ文字列で User ディスクリプ

タを構成する。 
 

2.4.4.1.11.2 受信時の動作 
 

ローカル デバイスには、リモートデバイス上の User ディスクリプタを構成する試

みの結果が通知される。 
 

2.4.4.1.12 Discovery_Cache_rsp 
 

Discovery_Cache_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8012)は、図 2.73 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octet: 1 
Status 

図 2.73 Discovery_Cache_rsp コマンドフレームのフォーマット 
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表 2.100.に、Discovery_Cache_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.100 Fields of the Discovery_Cache_rsp コマンド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS Discovery_Cache_req コマンドのステータス 
 

2.4.4.1.12.1 生成タイミング 
 

Discovery_Cache_rsp は、Discovery_Cache_req を受信するプライマリディスカバリキ

ャッシュ デバイスにより生成される。(ノードディスクリプタに指定されているよ

うな)プライマリディスカバリキャッシュデバイスでないリモートデバイスが

Discovery_Cache_req コマンドに応答することはできない。 
 

2.4.4.1.12.2 受信時の動作 
 
Discovery_Cache_rsp を受信すると、ローカルデバイスは SUCCESS ステータスが返

されたかどうかを判断する。オリジナルの Discovery_Cache_req コマンドから

Discovery_Cache_rsp メッセージが返されていない場合は、ローカルデバイスは、プ

ライマリディスカバリキャッシュ デバイスを探すためのリクエストの範囲を拡大

して、以前のリクエストで供給されていた範囲よりも広くする必要がある。

SUCCESS ステータスが返されると、ローカルデバイスはレスポンスを供給するリ

モートデバイスをターゲットにした Discovery_Store_req を使用して、十分なディス

カバリ キャッシュのストレージが使用可能かどうかを判断する。 
 

2.4.4.1.13 Discovery_store_rsp 
 

Discovery_store_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8016)は、図 2.74 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octet:1  
ステータス

図 2.74 Discovery_store_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.101 に、Discovery_store_rsp コマンドフレームを示す。 
 

表 2.101 Discovery_store_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS,INSUFFICIENT_SPACE
or NOT_SUPPORTED 

Discovery_store_req コマンドの

ステータス 
 
2.4.4.1.13.1 生成タイミング 

 
Discovery_store_rsp は、プライマリディスカバリキャッシュ デバイスからのリクエ

ストステータスをローカルデバイスに通知するために提供される。レスポンスには、

リクエストが成功したかどうか(プライマリ キャッシュ デバイスに、ローカルデバ

イス用にディスカバリ キャッシュデータを保存するためのスペースがある)、リク

エストが未対応のままかどうか(つまりリモートデバイスがプライマリディスカバ
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リキャッシュ デバイスではないかどうか)、空きスペースが不十分かどうかをロー

カルデバイスに通知するためのステータスコードが含まれる。 
 

2.4.4.1.13.2 受信時の動作 
 

受信すると、ローカルデバイスは NOT_SUPPORTED ステータスの示すように、リ

モートデバイスがプライマリ キャッシュ デバイスでないかどうかをレスポンス ス
テータスが示しているかどうかを判断する。NOT_SUPPORTED ステータスが返さ

れると、ローカルデバイスは他のリモートデバイスからの他の任意の

Discovery_store_rsp デバイスを処理するか、Discovery_Cache_req を再度実行して、

他のプライマリディスカバリキャッシュ デバイスのアドレスを判断する。(再度

Discovery_Cache_req に応答する場合は、NOT_SUPPORTED で応答したリモートデ

バイスのアドレスを除く。) INSUFFICIENT_SPACE ステータスが返された場合は、

ローカルデバイスは他の任意の Discovery_store_rsp の処理も行い、(範囲フィールド

を拡大して、リモートデバイスをより多く含むようにしても) どのレスポンスも

SUCCESS を示さない場合は、Discovery_Cache_req を再実行する。SUCCESS ステー

タスが返された場合は、ローカルデバイスは Node_Desc_store_req、 
Power_Desc_store_req、Active_EP_store_req、Simple_Desc_store_req を介して、ディ

スカバリ キャッシュ情報をリモートデバイスにアップロードする。 
 

2.4.4.1.14 Node_Desc_store_rsp 
 

Node_Desc_store_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8017)は、図 2.75 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octet:1   
ステータス

図 2.75 Node_Desc_store_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.102 に、Node_Desc_store_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.102 Node_Desc_store_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS,INSUFFICIENT_SPACE,
NOT_PERMITTED or 
NOT_SUPPORTED 

Node_store_rsp コマンドの

ステータス 

 
2.4.4.1.14.1 生成タイミング 

 
Node_store_rsp は、プライマリディスカバリキャッシュ デバイスからのリクエスト

ステータスをローカルデバイスに通知するために提供される。レスポンスには、リ

クエストが成功したかどうか(プライマリ キャッシュ デバイスには、ローカルデバ

イス用にディスカバリ キャッシュデータを保存するためのスペースがある)、リク

エストが未対応のまま(この場合は、リモートデバイスがプライマリディスカバリ

キャッシュ デバイスではないことになる)かどうか、空きスペースが不十分かどう

かをローカルデバイスに通知するためのステータスコードが含まれる。 
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2.4.4.1.14.2 受信時の動作 
 
受信すると、ローカルデバイスは NOT_SUPPORTED ステータスの示すように、リ

モートデバイスがプライマリ キャッシュ デバイスでないかどうかをレスポンス ス
テータスが示しているかどうかを判断する。NOT_SUPPORTED ステータスが返さ

れると、ローカルデバイスはプライマリディスカバリキャッシュ デバイスのディ

スカバリを再実行する。NOT_PERMITTED ステータスが返されると、ローカル デ
バイスは 初に、返された SUCCESS ステータスとともに Discovery_store_req を発

行する必要がある。INSUFFICIENT_SPACE ステータスが返された場合は、ローカ

ルデバイスはリモートデバイスに Remove_node_Cache_req も送信する。SUCCESS
ステータスが返された場合は、ローカルデバイスは Power_Desc_store_req、
Active_EP_store_req、Simple_Desc_store_req を介して残りのディスカバリ キャッシ

ュ情報をリモートデバイスにアップロードし続ける。 
 

2.4.4.1.15 Power_Desc_store_rsp 
 

Power_Desc_store_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8018)は、図 2.76 のようにフォーマ

ットする。 
 

Octets:1  8 Variable  
ステータス IEEEAddr Power ディスクリプタ

図 2.76 Power_Desc_store_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.103 に、Power_Desc_store_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。  
 

表 2.103 Power_Desc_store_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS,INSUFFICIENT_SPACE, 
NOT_PERMITTED or NOT_SUPPORTED

Power_store_rsp コマンド

のステータス 
 
2.4.4.1.15.1 生成タイミング 

 
Power_Desc_store_rsp は、プライマリディスカバリキャッシュ デバイスからのリク

エストステータスをローカルデバイスに通知するために提供される。レスポンスに

は、リクエストが成功したかどうか(プライマリキャッシュデバイスに、ローカル

デバイスのディスカバリ キャッシュデータを格納するスペースがある)かどうか、

リクエストが対応されているかどうか(つまりリモートデバイスがプライマリディ

スカバリキャッシュ デバイスではないのかどうか)、空きスペースが不十分かどう

かをローカルデバイスに通知するためのステータスコードが含まれる。 
 

2.4.4.1.15.2 受信時の動作 
 
受信すると、ローカルデバイスは NOT_SUPPORTED ステータスの示すように、リ

モートデバイスがプライマリ キャッシュ デバイスでないかどうかをレスポンスの

ステータスが示しているかどうかを判断する。NOT_SUPPORTED ステータスが返

されると、ローカルデバイスはプライマリディスカバリキャッシュ デバイスのデ
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ィスカバリを再実行する。NOT_PERMITTED ステータスが返されると、ローカル 
デバイスは 初に、返された SUCCESS ステータスとともに Discovery_store_req を

発行する必要がある。INSUFFICIENT_SPACE ステータスが返された場合は、ロー

カルデバイスはディスカバリ情報のアップロードを中止し、(ローカルデバイスを

呼び出して)Remove_node_Cache_req を発行し、ディスカバリ情報をリモートデバイ

スにアップロードしようとする試みを中止する。SUCCESS ステータスが返された

場合は、ローカルデバイスは Active_EP_store_req と Simple_Desc_store_req を介して、

残りのディスカバリ キャッシュ情報をリモートデバイスにアップロードし続ける。 
 

2.4.4.1.16 Active_EP_store_rsp 
 

Active_EP_store_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8019)は、図 2.77 のようにフォーマッ

トする。 
Octet:1   

ステータス

図 2.77 Active_EP_store_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.104 に、Active_EP_store_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.104 Active_EP_store_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS,INSUFFICIENT_SPACE, 
NOT_PERMITTED 
orNOT_SUPPORTED 

Active_EP_store_rsp コマンドのステ

ータス 

 
2.4.4.1.16.1 生成タイミング 

 
Active_EP_store_rsp は、プライマリディスカバリキャッシュ デバイスからのリクエ

ストステータスをローカルデバイスに通知するために提供される。レスポンスには、

リクエストが成功したかどうか(プライマリキャッシュデバイスに、ローカルデバ

イスのディスカバリ キャッシュデータを格納するスペースがある)かどうか、リク

エストが未対応のまま(この場合は、リモートデバイスがプライマリディスカバリ

キャッシュ デバイスではないことになる)かどうか、空きスペースが不十分かどう

かをローカルデバイスに通知するためのステータスコードが含まれる。 
 

2.4.4.1.16.2 受信時の動作 
 

受信すると、ローカルデバイスは NOT_SUPPORTED ステータスの示すように、リ

モートデバイスがプライマリ キャッシュ デバイスでないかどうかをレスポンス ス
テータスが示しているかどうかを判断する。NOT_SUPPORTED ステータスが返さ

れると、ローカルデバイスはプライマリディスカバリキャッシュのディスカバリを

再実行する。NOT_PERMITTED ステータスが返されると、ローカル デバイスは

初に、返された SUCCESS ステータスとともに Discovery_store_req を発行する必要

がある。 
INSUFFICIENT_SPACE ステータスが返された場合は、ローカルデバイスはディス

カバリ情報のアップロードを中止し、(ローカルデバイスを呼び出して) 
Remove_node_Cache_req を発行し、ディスカバリ情報をリモートデバイスにアップ
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ロードしようとする試みを中止する。SUCCESS ステータスが返された場合は、ロ

ーカルデバイスは Simple_Desc_store_req を介して、残りのディスカバリ キャッシ

ュ情報をリモートデバイスにアップロードし続ける。 
 

2.4.4.1.17 Simple_Desc_store_rsp 
 

Simple_Desc_store_rsp コマンド(クラスタ ID=0x801a)は、図 2.78 のようにフォーマ

ットする。 
 

Octet:1   
ステータス

図 2.78 Simple_Desc_store_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.105 に、Simple_Desc_store_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
 

表 2.105  Simple_Desc_store_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS, 
INSUFFICIENT_SPACE, 
NOT_PERMITTED or 
NOT_SUPPORTED  

Simple_desc_store_rsp コマンドの

ステータス 

 
2.4.4.1.17.1 生成タイミング 

 
Simple_Desc_store_rsp は、プライマリディスカバリキャッシュ デバイスからのリク

エストステータスをローカルデバイスに通知するために提供される。レスポンスに

は、リクエストが成功したかどうか(プライマリキャッシュデバイスに、ローカル

デバイスのディスカバリ キャッシュデータを格納するスペースがある)かどうか、

リクエストが未対応のままかどうか(つまりリモートデバイスがプライマリディス

カバリキャッシュ デバイスではないのかどうか)、空きスペースが不十分かどうか

をローカルデバイスに通知するためのステータスコードが含まれる。 
 

2.4.4.1.17.2 受信時の動作 
 

受信すると、ローカルデバイスは NOT_SUPPORTED ステータスの示すように、リ

モートデバイスがプライマリ キャッシュ デバイスでないかどうかをレスポンス ス
テータスが示しているかどうかを判断する。NOT_SUPPORTED ステータスが返さ

れると、ローカルデバイスはプライマリディスカバリキャッシュのディスカバリを

再実行する。NOT_PERMITTED ステータスが返されると、ローカル デバイスは

初に、返された SUCCESS ステータスとともに Discovery_store_req を発行する必要

がある。INSUFFICIENT_SPACE ステータスが返された場合は、ローカルデバイス

はディスカバリ情報のアップロードを中止し、(ローカルデバイスを呼び出し

て)Remove_node_Cache_req を発行し、ディスカバリ情報をリモートデバイスにアッ

プロードしようとする試みを中止する。SUCCESS ステータスが返された場合は、

ローカルデバイスは、ローカルデバイス上の他のエンドポイント用の
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Simple_Desc_store_req を介して、残りのディスカバリ キャッシュ情報をリモートデ

バイスにアップロードし続ける。 
 

2.4.4.1.18 Remove_node_Cache_rsp 
 

Remove_node_Cache_rsp コマンド(クラスタ ID=0x801b)は、図 2.79 のようにフォー

マットする。 
 

Octet:1   
ステータス

図 2.79 Remove_node_Cache_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.106 に、Remove_node_Cache_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定

する。 
 

表 2.106 Remove_node_Cache_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS,DEVICE_NOT_FOUND or 
NOT_SUPPORTED 

Remove_node_Cache_rsp コマンド

のステータス 
 

2.4.4.1.18.1 生成タイミング 
 

Remove_node_Cache_rsp は、プライマリディスカバリキャッシュ デバイスからのリ

クエストステータスをローカルデバイスに通知するために提供される。レスポンス

には、リクエストが成功した(プライマリ キャッシュ デバイスが、示された関心対

象デバイスのディスカバリ キャッシュ データを削除した)かどうか、またはリクエ

ストが未対応のまま(リモートデバイスがプライマリディスカバリキャッシュ デバ

イスではないということ)かどうかをローカルデバイスに知らせるためのステータ

スコードが含まれる。 
 

2.4.4.1.18.2 受信時の動作 
 

受信すると、ローカルデバイスは NOT_SUPPORTED ステータスの示すように、リ

モートデバイスがプライマリ キャッシュ デバイスでないことをレスポンス ステー

タスが示しているかどうかを判断する。NOT_SUPPORTED ステータスが返される

と、ローカルデバイスは Find_node_Cache_req を再実行して、表示された関心対象

デバイスのディスカバリ キャッシュ情報を保持しているプライマリディスカバリ

キャッシュ デバイスを探す。表示された関心対象デバイスのディスカバリ キャッ

シュ情報を保持しているプライマリディスカバリキャッシュ デバイスが見つかる

と、ローカルデバイスは Remove_node_Cache_req を繰り返してディスカバリ情報を

正常に削除する。ステータス DEVICE_NOT_FOUND が受信された場合、このステ

ータスは、リモートデバイスはプライマリディスカバリキャッシュであるが、リク

エスト内に示された NWKAddr と IEEEAddr のディスカバリ情報を保持していない

ということを示している。ローカルデバイスはデバイス ディスカバリ コマンド

NWK_Addr_req と IEEE_Addr_req を使用して、NWKAddr と IEEEAddr の正確な値を

判定する。SUCCESS ステータスが返された場合は、ローカルデバイスが正常に、
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リクエスト内の表示された関心対象デバイスのディスカバリ キャッシュ情報を削

除したことになる。 
 

2.4.4.1.19 Find_node_Cache_rsp 
 

Find_node_Cache_rsp コマンド(クラスタ ID=0x801c)は、図 2.80 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octets: 2 2  8  
CacheNWKAddress NWKAddr IEEEAddr

図 2.80 Find_node_Cache_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.107 に、Find_node_Cache_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.107 Find_node_Cache_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

CacheNWKAddr デバイス

アドレス 
16-bit NWK 
アドレス 

ディスカバリ情報を保持しているプライマリデ

ィスカバリキャッシュ デバイス (リクエストに

直接応答した場合は、関心対象デバイス )の
NWK アドレス 

NWKAddr デバイス

アドレス 
16bit NWK 
アドレス 

関心対象デバイスの NWK アドレス 

IEEEAddr デバイス

アドレス 
64bit IEEE 
アドレス 

関心対象デバイスの IEEE アドレス 

 
2.4.4.1.19.1 生成タイミング 

 
Find_node_Cache_rsp は、リクエストに供給された任意の NWKAddr フィールドと

IEEEAddr フィールドのプライマリディスカバリキャッシュ デバイスの正常なディ

スカバリが行われたことをローカルデバイスに通知するため、または関心対象デバ

イスがディスカバリ リクエストに応答できることを示すために提供される。

Find_node_Cache_rsp は、リクエスト内の NWKAddr と IEEEAddr のディスカバリ情

報を保持しているプライマリディスカバリキャッシュ デバイスか、関心対象デバ

イス自体によってのみ生成され、すべての他のリモートデバイスはレスポンスを供

給しないものとする。 
 

2.4.4.1.19.2 受信時の動作 
 

受信すると、ローカルデバイスはキャッシュ NWKAddr を、レスポンス内の

NWKAddr と IEEEAddr に関連した後続のディスカバリ リクエストのリモートデバ

イス アドレスとして利用する。 
 

2.4.4.1.20 Extended_Simple_Desc_rsp 
 

Extended_Simple_Desc_rsp コマンド(クラスタ ID=0x801d)は、図 2.81 のようにフォ

ーマットする。 
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Octets: 1  2  1  1  1  1  Variable 
ステータス NWKAddr 

OfInterest 
Endpoint AppInput 

ClusterCount 
AppOutput 
ClusterCount

StartIndex AppCluster
List 

図 2.81 Extended_Simple_Desc_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.108 に、Extended_Simple_Desc_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指

定する。 
 

表 2.108 Extended_Simple_Desc_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS, INVALID_EP,
NOT_ACTIVE, 
DEVICE_NOT_FOUND, 
INV_REQUESTTYPE or 
NO_DESCRIPTOR 

Extended_Simple_Desc_req コ

マンドのステータス 

NWKAddrOfInterest デバイス

アドレス 
16-bit NWK アドレス リクエストの NWK アドレス 

エンドポイント 8 bits 1-240 宛先上のエンドポイント 
AppInputClusterCount 8 bits 0x00-0xff このエンドポイントの Simple

ディスクリプタでのアプリケ

ーション入力クラスタの総

数。 
AppOutputClusterCount 8bits 0x00-0xff このエンドポイントの Simple

ディスクリプタでのアプリケ

ーション出力クラスタの総

数。 
StartIndex 8 bits 0x00-0xff このエンドポイントの Simple

デ ィ ス ク リ プ タ か ら の

Application Input Cluster List と
Application Output Cluster List
の順序付きリストによって表

さ れ る レ ス ポ ン ス の

AppClusterList 内の開始イン

デックス。 
AppClusterList   Simple ディスクリプタから、

StartIndex で 始 ま る

AppInputClusterList と

AppOutputClusterList の、連結

した順序付きリスト。このフ

ィールドは、Status フィール

ドが SUCCESS に等しい場合

のみフレームに含まれる。  
 

2.4.4.1.20.1 生成タイミング 
 

Extended_Simple_Desc_rsp は、リモートデバイスに宛てた Extended_Simple_Desc_req
への返信として、リモートデバイスによって生成される。このコマンドは、

Extended_Simple_Desc_req コマンドの送信元へユニキャストされる。 
 
リモートデバイスは、表 2.108 に示すフォーマットを使用して

Extended_Simple_Desc_rsp コマンドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、
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オリジナルの Extended_Simple_Desc_req コマンド内に指定されたものに一致する必

要がある。オリジナルの Extended_Simple_Desc_req コマンド内に指定されたエンド

ポイント フィールドが表 2.48 に指定された正確な範囲内にない場合は、  リモート

デバイスが Status フィールドを INVALID_EP に設定し、エンドポイントフィールド

と StartIndex フィールドを リクエストで提供された各々の値に設定する。

AppClusterList フィールドは含まれない。 
 
NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスに一致

する場合は、エンドポイントのフィールドがデバイス上のアクティブエンドポイン

トの識別子(ID)を指定しているかどうかを判断する。エンドポイントのフィールド

がアクティブエンドポイントに対応している場合は、リモートデバイスが Status フ
ィールドを SUCCESS に設定し、AppClusterList フィールドを Simple ディスクリプ

タ (表 2.38)からの連結 AppInput ClusterList と AppOutputClusterList からオクテット

の連続へ設定し、そのフィールドをレスポンスでの AppClusterList として供給する。

クエストの StartIndex の値によっては、AppClusterList での結果が空になる場合もあ

ることに注意する必要がある。(例えば、StartIndex は AppInputClusterList と
AppOutputClusterList の連結によってできたオクテットのシーケンスの後に始まる) 
エンドポイントのフィールドがアクティブエンドポイントに対応していない場合は、

リモートデバイスは Status フィールドを NOT_ACTIVE に設定し、StartIndex フィー

ルドをリクエストで提供されている値に設定するが、AppClusterList フィールドは

含めない。 
 
2.4.4.1.20.2 受信時の動作 

 
Extended_Simple_Desc_rsp コマンドを受信すると、受信側では、オリジナルの

Extended_Simple_Desc_req コマンドに示されたリモートデバイスのエンドポイント

上のリクエストされた AppClusterList か、エラーを通知される。

Extended_Simple_Desc_rsp コマンドがステータス SUCCESS で受信される場合は、

AppClusterList フィールドは StartIndex で始まるアプリケーション入力クラスタリス

トとアプリケーション出力クラスタリストの、リクエストされた部分を含む。それ

以外の場合は、Status フィールドはエラーを示し、AppClusterList フィールドは含め

ない。 
 

2.4.4.1.21 Extended_Active_EP_rsp  
 

Extended_Active_EP_rsp コマンド(クラスタ ID=0x801e)は、図 2.82 のようにフォー

マットする。 
 

Octets:1  2  1  1  Variable  
ステータス NWKAddrOfInterest ActiveEPCount StartIndex ActiveEPList 

図 2.82 Extended_Active_EP_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.109 に、Extended_Active_EP_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定

する。 
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表 2.109 Extended_Active_EP_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS, 
DEVICE_NOT_FOUND, 
INV_REQUESTTYPE or 
NO_DESCRIPTOR 

Extended_Active_EP_req
コマンドのステータス 

NWKAddrOfInterest デバイス

アドレス

16bit NWK アドレス NWK アドレス  for the 
リクエスト 

ActiveEPCount 整数 0x00-0xff リモートデバイス上の

アクティブエンドポイ

ントの数.  
StartIndex 整数 0x00-0xff この報告のアクティブ

エンドポイントのリス

トの開始インデック

ス。 
ActiveEPList   各々が 8bit エンドポイ

ントを表すバイトのリ

ス ト 。 リ ス ト は

StartIndex から始まるエ

ントリで始まり、残り

のアクティブエンドポ

イントがリストされる

まで、または ASDU サ

イズがエンドポイント

エントリで使い果たさ

れるまで継続する。 
 

2.4.4.1.21.1 生成タイミング 
 

Extended_Active_EP_rsp は、リモートデバイスに宛てた Extended_Active_EP_req へ

の返信として、リモートデバイスによって生成される。このコマンドは、

Extended_Active_EP_req コマンドの送信元へユニキャストされる。 
リモートデバイスは、表 2.109 に示すフォーマットを使用して

Extended_Active_EP_rsp コマンドを生成する。NWKAddrOfInterest フィールドは、

オリジナルの Extended_Active_EP_req コマンド内に指定されたものに一致する必要

がある。NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレ

スに一致する場合は、Status フィールドを SUCCESS に設定し、ActiveEPCount フィ

ールドをそのデバイス上のアクティブエンドポイント数に設定し、ActiveEPList フ
ィールド内のそのデバイス上の、StartIndex で始まり、StartIndex から先のアクティ

ブエンドポイントの残りのリストがリストされるか、ASDU サイズがエンドポイン

トのエントリ全体について満杯になるまで継続する、アクティブエンドポイントの

すべての識別子(ID)の昇順リストを組み込む。 
 
NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデバイスのネットワーク アドレスに一致

せず、またそれがエンドデバイスの場合は、Status フィールドを

INV_REQUESTTYPE に設定し、ActiveEPCount フィールドを 0 に設定し、

ActiveEPList フィールドを含めない。NWKAddrOfInterest フィールドがリモートデ

バイスのネットワーク アドレスに一致せず、それがコーディネータまたはルータ

である場合は、NWKAddrOfInterest フィールドがディスカバリ キャッシュ内に保持
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しているデバイスのネットワーク アドレスに一致するかどうかを判定する。

NWKAddrOfInterest フィールドがディスカバリ キャッシュ内に保持しているデバイ

スのネットワークアドレスに一致しない場合は、Status フィールドを

DEVICE_NOT_FOUND に設定し、ActiveEPCount フィールドを 0 に設定し、

ActiveEPList フィールドを含めない。NWKAddrOfInterest がリモートデバイスのデ

ィスカバリ キャッシュに保持されているデバイスのネットワーク アドレスに一致

する場合は、そのデバイスがアクティブエンドポイントを持っているかどうかを判

定する。ActiveEP リクエストに対応するディスカバリ情報がディスカバリ キャッ

シュにまだアップロードされていない場合は、リモートデバイスは Status フィール

ドを NO_DESCRIPTOR に設定し、ActiveEPCount フィールドを 0 に設定し、

ActiveEPList フィールドを含めない。キャッシュされたデバイスがアクティブエン

ドポイントを持たない場合は、リモートデバイスは Status フィールドを SUCCESS
に設定し、ActiveEPCount フィールドを 0 に設定し、ActiveEPList フィールドを含め

ない。キャッシュされたデバイスがアクティブエンドポイントを持つ場合は、リモ

ートデバイスは Status フィールドを SUCCESS に設定し、ActiveEPCount フィール

ドをそのデバイス上のアクティブエンドポイント数に設定し、ActiveEPList フィー

ルドのそのデバイス上で StartIndex から始まる、アクティブエンドポイントのすべ

ての識別子(ID)の昇順リストを含む。 
 

2.4.4.1.21.2 受信時の動作 
 

Extended_Active_EP_rsp コマンドを受信すると、受信側ではオリジナルの

Extended_Active_EP_req コマンドに示されたリモートデバイスのアクティブエンド

ポイントを通知されるか、エラーを通知される。Extended_Active_EP_rsp コマンド

がステータス SUCCESS で受信される場合は、ActiveEPCount フィールドは

ActiveEPList フィールド内のエントリ数を示す。それ以外の場合は、Status フィー

ルドはエラーを示し、ActiveEPList フィールドを組み込むことはできない。リクエ

スト中のデバイスは、リモートデバイスから ActiveEPList 全体を受信するために、

異なる StartIndex 値とともに Extended_Active_EP_req を複数回使用する必要がある

可能性がある。 
 

2.4.4.2 エンド デバイス バインド, バインド, アンバインド バインドの管理サーバ

サービス 
 

表 2.110 は、デバイスプロファイルで対応している、エンド デバイス バインド サ
ーバ サービス、バインド サーバ サービス、アンバインド サーバ サービスの各コ

マンドです。これらの各プリミティブを以降のセクションで説明します。 
 

表 2.110 エンド デバイス バインド、アンバインド、  
バインドの管理サーバサービスのプリミティブ 

エンド デバイス バインド, バインド、  
アンバインド サーバのサービスコマンド 

サーバ処理 

End_Device_Bind_rsp O 
Bind_rsp O 
Unbind_rsp O 
Bind_Register_rsp O 
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表 2.110 エンド デバイス バインド、アンバインド、  
バインドの管理サーバサービスのプリミティブ 

エンド デバイス バインド, バインド、  
アンバインド サーバのサービスコマンド 

サーバ処理 

Replace_Device_rsp O 
Store_Bkup_Bind_Entry_rsp O 
Remove_Bkup_Bind_Entry_rsp O 
Backup_Bind_Table_rsp O 
Recover_Bind_Table_rsp O 
Backup_Source_Bind_rsp O 
Recover_Source_Bind_rsp O 

 
2.4.4.2.1 End_Device_Bind_rsp 

 
End_Device_Bind_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8020)は、図 2.83 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octet:1   
ステータス

図 2.83 End_Device_Bind_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.111 に、End_Device_Bind_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。  
 

表 2.111 End_Device_Bind_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS, 
NOT_SUPPORTED, 
INVALID_EP, 
TIMEOUT or  
NO_MATCH 

End_Device_Bind_req コマンドのステータス 

 
2.4.4.2.1.1 生成タイミング 

 
End_Device_Bind_rsp は、ZigBee コーディネータによって End_Device_Bind_req への

レスポンスで生成され、リクエストのステータスを含む。このコマンドは、

acknowledged データサービスを利用して、バインド試行に関与する各デバイスにユ

ニキャストされる。 
 
ステータス NOT_SUPPORTED は、リクエストが ZigBee コーディネータでないデバ

イスに送信されたこと、または ZigBee コーディネータがエンド デバイス バインデ

ィングをサポートしていないことを示す。それ以外の場合は、次に説明するとおり

に End_Device_Bind_rsp の送信等の End_Device_Bind_req の処理が実行される。 
 

2.4.4.2.1.2 受信時の動作 
 

End_Device_Bind_req が受信されると、前のセクションで示したように、ステータ

ス NOT_SUPPORTED が保証されているかどうかが判断される。このデバイスが

ZigBee コーディネータであることが仮定されると、供給されたエンドポイントがチ

ェックされ、指定された範囲に来るかどうかが判定される。来ない場合は、ステー
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タス INVALID_EP が返される。供給されたエンドポイントが指定範囲内に来てお

り、これが評価用に提出された 初の End_Device_Bind_req だった場合は、それが

格納されて、予め構成されたタイムアウト値で満了になるタイマーがスタートする。

このタイムアウト値は、ZigBee コーディネータ上で構成可能な項目である。 
二番目の End_Device_Bind_req が受信される前にタイマーが満了した場合は、ステ

ータス TIMEOUT が返される。それ以外の場合で、二番目の End_Device_Bind_req
がタイムアウトウィンドウ内で受信された場合は 2 つの End_Device_Bind_req が比

較され、一致があるかどうか確かめられる。ステータス NO_MATCH は、2 つの

End_Device_Bind_req が照合のために評価されたが、プロファイル ID パラメータが

一致しなかった、またはプロファイル ID パラメータが一致したが、InClusterList か
OutClusterList のエレメントに一致するものがなかったことを示す。ステータス

SUCCESS は、一致が検出された後、結果として Bind_req が、OutClusterList の一致

したエレメントのある End_Device_Bind_req の BindingTarget フィールドによって示

されたデバイスに向けられたことを示す。 
 

2.4.4.2.2 Bind_rsp 
 

Bind_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8021)は、図 2.84 のようにフォーマットする。 
 

Octet:1  
ステータス

図 2.84 Bind_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.112 に、Bind_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.112 Bind_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 
TABLE_FULL or NOT_AUTHORIZED 

Bind_req コマンドのステー

タス 
SUCCESS,NOT_SUPPORTED,INVALID_EP,

 
2.4.4.2.2.1 生成タイミング 
 
Bind_rsp は、Bind_req へのレスポンスで生成される。Bind_req が処理され、バイン

ディング テーブル エントリがリモートデバイス上でコミットされた場合は、ステ

ータス SUCCESS が返される。リモートデバイスがプライマリ バインディング テ
ーブル キャッシュまたは送信元アドレスではない場合には、ステータス

NOT_SUPPORTED が返される。供給されたエンドポイントがチェックされ、指定

された範囲内にあるかどうかが判断される。指定された範囲内にない場合は、ステ

ータス INVALID_EP が返される。リモートデバイスがプライマリ バインディング 
テーブル キャッシュまたは送信元アドレスであるが、リクエスト用のバインディ

ング テーブル リソースを持たない場合は、ステータス TABLE_FULL が返される。 
 

2.4.4.2.2.2 受信時の動作 
 

受信すると、前のセクションで述べたように、リクエストではエラーチェックが行

われる。ステータスが SUCCESS であると仮定すると、Bind_req からのパラメータ
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が APSME-BIND.request プリミティブを介してリモートデバイスのバインディング 
テーブルに入力される。 
 
2.4.4.2.3 Unbind_rsp 

 
Unbind_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8022)は、図 2.85 のようにフォーマットする。 
 

Octet:1  
ステータス

図 2.85 Unbind_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.113 に、Unbind_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.113 Unbind_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS,NOT_SUPPORTED,INVALID_EP,
NO_ENTRY or NOT_AUTHORIZED 

Unbind_req コマンドの

ステータス 
 

2.4.4.2.3.1 生成タイミング 
 

Unbind_rsp は、Unbind_req へのレスポンスで生成される。Unbind_req が処理され、

対応するバインディング テーブル  エントリがリモートデバイスから除去される場

合には、ステータス SUCCESS が返される。リモートデバイスが ZigBee コーディネ

ータまたは送信元アドレスではない場合は、ステータス NOT_SUPPORTED が返さ

れる。供給されたエンドポイントがチェックされ、指定された範囲内にあるかどう

かが判断される。指定された範囲内にない場合は、ステータス INVALID_EP が返

される。リモートデバイスが ZigBee コーディネータか送信元アドレスであるが、

リクエストで受信されたパラメータに対応するバインディング テーブル  エントリ

を持たない場合は、ステータス NO_ENTRY が返される。  
 

2.4.4.2.3.2 受信時の動作 
 

 
2.4.4.2.4 Bind_Register_rsp 

 
Bind_Register_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8023)は、図 2.86 のようにフォーマット

する。 

受信すると、レスポンスではエラーチェックが実行される。ステータスが

SUCCESS の場合は、Unbind_req で指定されたパラメータのバインディング エント

リをデバイスが正常に削除したことになる。 

 
Octets: 1 2 2 Variable 

ステータス BindingTableEntries BindingTableListCount BindingTableList 
図 2.86 Bind_Register_rsp コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.114 に、Bind_Register_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
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表 2.114 Bind_Register_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS,NOT_SUPPORTED,
TABLE_FULL 

Bind_Register_reg コマンドの

ステータス 
BindingTableEntries 整数  0x0000 - 0ffff プライマリ  バインディング 

テーブル  キャッシュに保持

されている、リクエスト中の

デバイスのバインディング テ
ーブルのエントリ数 

BindingTableListCount 整数 0x0000 - 0xffff このレスポンスに含まれる、 
送信元バインディング テーブ

ルのエントリ数  
BindingTableList 送信元 

バインデ

ィ ン グ 
ディスク

リプタの

リスト 

こ の リ ス ト に は 、

BindingTableListCount の供給

するエレメントの数が含まれ

る。 

送信元バインディングの 
リスト 

 
2.4.4.2.4.1 生成タイミング 

 
Bind_Register_rsp は、Bind_Register_req へのレスポンスでプライマリ バインディン

グ テーブル  キャッシュ デバイスから生成され、リクエストのステータスを含む。

このコマンドはリクエスト中のデバイスへユニキャストされる。 
 
Bind_Register_req を受信するデバイスがプライマリ バインディング テーブル キャ

ッシュでない場合は、ステータス NOT_SUPPORTED が返される。自らのバインデ

ィング テーブル エントリを格納することを選ぶデバイスのリストが満杯の場合は、

ステータス TABLE_FULL が返される。 
これらのエラーケースでは、BindingTableEntries と BindingTableListCount がゼロに

なり、BindingTableList が空になる。ステータス SUCCESS は、リクエスト中のデバ

イスが正常に登録されたことを示す。  
 
成功した場合は、プライマリ バインディング テーブル キャッシュ デバイスは、

Bind_Register_req コマンドで供給されるパラメータと同じ送信元アドレスを持つ既

存のエントリがキャッシュ内にあるかどうか探す。上記エントリの数は、レスポン

スの中で BindingTableEntriestosite として与えられる。エントリは、レスポンスに入

れられる 大限度まで BindingTableList を生成するために使用される。実際のエン

トリ数は、レスポンスで BindingTableListCount として与えられ、大きすぎる場合は

BindingTableEntries より少ない可能性がある。この場合(まれにしか起こらないと予

想される) は、プライマリ バインディング テーブル キャッシュ デバイスは

Bind_req コマンドを使用して、リクエスト中のデバイスにエントリの残りを送信す

る。 
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2.4.4.2.4.2 受信時の動作 
 

リクエスト中のデバイスは、登録の試みの結果を通知される。成功した場合は、レ

スポンスからの送信元バインディング テーブル エントリを、送信元バインディン

グ テーブル に格納する。 
 
2.4.4.2.5 Replace_Device_rsp 

 
Replace_Device_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8024)は、図 2.87 のようにフォーマッ

トする。 
Octet:1 

ステータス

図 2.87 Replace_Device_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.115 に、Replace_Device_rsp コマンドフレームを示す。 
 

表 2.115 Replace_Device_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 NOT_SUPPORTED, 
INV_REQUESTTYPE 

Replace_Device_req コマンドの

ステータス 
 

2.4.4.2.5.1 生成タイミング 
 

Replace_Device_rsp は、Replace_Device_req へのレスポンスでプライマリ バインデ

ィング テーブル キャッシュ デバイスから生成され、リクエストのステータスを含

む。このコマンドはリクエスト中のデバイスへユニキャストされる。

Replace_Device_req を受信するデバイスがプライマリ バインディング テーブル キ
ャッシュでない場合は、ステータス NOT_SUPPORTED が返される。プライマリ バ
インディング テーブル キャッシュは、Replace_Device_req のテキストに記述されて

いる通り、送信元アドレスと送信元エンドポイント、または宛先アドレスと宛先エ

ンドポイントが OldAddress と OldEndpopint に一致するエントリがバインディング 
テーブル にあるかどうか探す。これらのエントリを変更して、NewAddress と、場

合により NewEndpoint を持つようにする。その後、レスポンス SUCCESS を返す。 
 

2.4.4.2.5.2 受信時の動作  
 

リクエスト中のデバイスは、ステータス of Replace_Device_req コマンドのステータ

スを通知される。 
 

2.4.4.2.6 Store_Bkup_Bind_Entry_rsp 
 

Store_Bkup_Bind_Entry_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8025)は、図 2.88 のようにフォ

ーマットする。 
 

Octet:1   
ステータス

図 2.88 Store_Bkup_Bind_Entry_rsp コマンドフレームのフォーマット 
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表 2.116 に、Store_Bkup_Bind_Entry_rsp コマンドフレームを示す。 
 

表 2.116 Store_Bkup_Bind_Entry_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS,NOT_SUPPORTED, 
INV_REQUESTTYPE.TABLE_FULL

Store_Bkup_Bind_Entry_rsp 
コマンドのステータス 

 
2.4.4.2.6.1 生成タイミング 

 
Store_Bkup_Bind_Entry_rsp は、プライマリ バインディング テーブル キャッシュか

ら Store_Bkup_Bind_Entry_req へのレスポンスで、バックアップ バインディング テ
ーブル  キャッシュ デバイスから生成される。このコマンドは、リクエスト中のデ

バイスにユニキャストされる。 
リモートデバイスがバックアップ バインディング テーブル キャッシュでない場合

は、ステータス NOT_SUPPORTED を返す。リクエストの送信元がプライマリ バイ

ンディング テーブル キャッシュとして認識されない場合は、ステータス

INV_REQUESTTYPE を返す。それ以外の場合は、バックアップ バインディング テ
ーブル キャッシュはバインディング エントリをバインディング テーブル に追加し

て、ステータス SUCCESS を返す。空き容量が無い場合は、ステータス

TABLE_FULL が返される。 
 

2.4.4.2.6.2 受信時の動作 
 

リクエスト中のデバイスは、バインド エントリを格納しようとする試みのステー

タスを通知される。 
 

2.4.4.2.7 Remove_Bkup_Bind_Entry_rsp 
 

Remove_Bkup_Bind_Entry_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8026)は、図 2.89 のようにフ

ォーマットする。 
 

Octet:1   
ステータス

図 2.89 Remove_Bkup_Bind_Entry_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.117 に、Remove_Bkup_Bind_Entry_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を

指定する。 
 

表 2.117 Remove_Bkup_Bind_Entry_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS, NOT_SUPPORTED, 
INV_REQUESTTYPE,NO_ENTRY 

Remove_Bkup_Bind_Entry_rsp コ マ

ンドのステータス 
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2.4.4.2.7.1 生成タイミング 
 

Remove_Bkup_Bind_Entry_rsp は、プライマリ バインディング テーブル キャッシュ

から Remove_Bkup_Bind_Entry_req へのレスポンスで、バックアップ バインディン

グ テーブル キャッシュ デバイスから生成され、リクエストのステータスを含む。

このコマンドはリクエスト中のデバイスへユニキャストされる。 リモートデバイ

スがバックアップ バインディング テーブル キャッシュでない場合は、ステータス 
NOT_SUPPORTED を返す。リクエストの送信元がプライマリ バインディング テー

ブル  キャッシュと認識されない場合は、ステータス INV_REQUESTTYPE を返す。

それ以外の場合は、バックアップ バインディング テーブル キャッシュはバインデ

ィング エントリをバインディング テーブル から削除し、ステータス SUCCESS を

返す。エントリが見つからない場合は、ステータス NO_ENTRY を返す。 
 

2.4.4.2.7.2 受信時の動作 
 

リクエスト中のデバイスは、バックアップ キャッシュからバインドエントリを削

除する試みのステータスを通知される。 
 

2.4.4.2.8 Backup_Bind_Table_rsp 
 

Backup_Bind_Table_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8027)は、図 2.90 のようにフォーマ

ットする。 
 

Octets: 1  2  
ステータス エントリ Count

図 2.90 Backup_Bind_Table_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.118 に、Backup_Bind_Table_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
 

表 2.118 Backup_Bind_Table_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS,NOT_SUPPORTED, 
TABLE_FULL,INV_REQUESTTYPE

Backup_Bind_Table_rsp コマン

ドのステータス 
EntryCount 整数 0x0000 - 0xFFFF バックアップ バインディング 

テーブルにあるエントリ数 
 

2.4.4.2.8.1 生成タイミング 
 

Backup_Bind_Table_rsp は、プライマリ バインディング テーブル キャッシュから

Backup_Bind_Table_req へのレスポンスで、バックアップ バインディング テーブル  
キャッシュ デバイスから生成され、リクエストのステータスを含む。このコマン

ドはリクエスト中のデバイスへユニキャストされる。リモートデバイスがバックア

ップ バインディング テーブル  キャッシュでない場合は、ステータス 
NOT_SUPPORTED を返す。リクエストの送信元がプライマリ バインディング テー

ブル  キャッシュとして認識されない場合は、ステータス INV_REQUESTTYPE を

返す。それ以外の場合は、バックアップ バインディング テーブル キャッシュはバ
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インディング テーブル にある、StartIndex から始まり BindinTableListCount エント

リの間継続するバインディング エントリを上書きする。これがテーブルサイズを

超える場合は、可能な限り多くのエントリを入れ、ステータス TABLE_FULL を返

す。 EntryCount パラメータは、テーブル内のエントリ数となる。 それ以外の場合

はステータス SUCCESS が返され、EntryCount は Backup_Bind_Table_req からの

StartIndex + BindingTableListCount と等しくなる。 
 
2.4.4.2.8.2 受信時の動作 

 
リクエスト中のデバイスは、バインディング テーブル を格納する試みのステータ

スを通知される。 
 
2.4.4.2.9 Recover_Bind_Table_rsp 

 
Backup_Bind_Table_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8028)は、図 2.91 のようにフォーマ

ットする。 
 

Octets: 1  2  2  2  Variable  
ステータス BindingTableEntries StartIndex BindingTableListCount BindingTableList

図 2.91 Backup_Bind_Table_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 
表 2.119 に、Recover_Bind_Table_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
 

表 2.119 Recover_Bind_Table_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS,NOT_SUPPORTED, 
INV_REQUESTTYPE,NO_ENTRY 

Recover_Bind_Table_rsp コマン

ドのステータス。 
BindingTable Entries 整数 0x0000 - 0xffff バックアップ バインディング 

キャッシュ内のバインディン

グ テーブル  エントリの総数。

StartIndex 整数 0x0000 - 0xffff バインディング テーブル  リス

ト用に報告を始めるための、

バインディング テーブル 内の

開始インデックス。 
BindingTableListCount 整数 0x0000 - 0xffff BindingTableList 内に含まれる

バインディング エントリ数。 
BindingTableList 整数 リ ス ト に は 、

BindingTableListCount に付与され

たエレメント数が含まれる。 

StartIndex エレメントで始ま

り、バックアップ バインディ

ング テーブル  キャッシュ内の

エ レ メ ン ト の

BindingTableListCount で継続す

るディスクリプタのリスト。 
 

2.4.4.2.9.1 生成タイミング 
 

Recover_Bind_Table_rsp は、プライマリ バインディング テーブル キャッシュから

の Recover_Bind_Table_req に対応して、バックアップ バインディング テーブル キ
ャッシュ デバイスから生成され、リクエストのステータスを含む。このコマンド
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はリクエスト中のデバイスにユニキャストされる。応答するデバイスがバックアッ

プ バインディング テーブル キャッシュでない場合は、ステータス

NOT_SUPPORTED を返す。リクエストの送信元がプライマリ バインディング テー

ブル キャッシュとして認識されない場合は、ステータス INV_REQUESTTYPE を返

す。それ以外の場合は、バックアップ バインディング テーブル キャッシュは

StartIndex から始まるバックアップからバインディング テーブル エントリのリスト

を準備する。Recover_Bind_Table_rsp コマンドに可能な限り多くのエントリを入れ

て、ステータス SUCCESS を返す。StartIndex がバインディング テーブル 内のエン

トリ数よりも多い場合は、ステータス NO_ENTRY が返される。成功したレスポン

スの場合は、BindingTableEntries はバックアップ バインディング テーブル のエン

トリ総数であり、BindingTableListCount はレスポンスで返されているエントリ数で

ある。 
  

2.4.4.2.9.2 受信時の動作 
 

リクエスト中のデバイスは、バインディング テーブル をリストアするための試み

のステータスを通知される。 
 

2.4.4.2.10 Backup_Source_Bind_rsp 
 

Backup_Source_Bind_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8029)は、図 2.92 のようにフォー

マットする。 
 

Octet:1   
ステータス

図 2.92 Backup_Source_Bind_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

Table 2.120 に、Backup_Source_Bind_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指

定する。 
 

表 2.120 Backup_Source_Bind_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS,NOT_SUPPORTED,
TABLE_FULL, 
INV_REQUESTTYPE 

Backup_Source_Bind_rsp 
コマンドのステータス 

 
2.4.4.2.10.1 生成タイミング 

 
Backup_Source_Bind_rsp は、プライマリ バインディング テーブル  キャッシュから

の Backup_Source_Bind_req に対応して、バックアップ バインディング テーブル  キ
ャッシュ デバイスから生成され、リクエストのステータスを含む。このコマンド

はリクエスト中のデバイスにユニキャストされる。リモートデバイスがバックアッ

プ バインディング テーブル  キャッシュでない場合は、ステータス 
NOT_SUPPORTED を返す。リクエストの送信元がプライマリ バインディング テー

ブル  キャッシュとして認識されない場合は、ステータス INV_REQUESTTYPE を

返す。それ以外の場合は、バックアップ バインディング テーブル  キャッシュは

StartIndex で始まり、BindingTableListCount エントリについて継続するバックアップ
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送信元バインディング テーブル を上書きする。これがテーブルのサイズを超える

場合は、ステータス TABLE_FULL が返される。それ以外の場合は、ステータス

SUCCESS が返される。 
 

2.4.4.2.10.2 受信時の動作 
 

リクエスト中のデバイスは、送信元バインディング テーブル のバックアップをと

るための試みのステータスを通知される。 
 
2.4.4.2.11 Recover_Source_Bind_rsp 

 
Recover_Source_Bind_rsp コマンド(クラスタ ID=0x802a)は、図 2.93 のようにフォー

マットする。 
 

Octet:1   2 2 2 Variable 
ステータス SourceTableEntries StartIndex SourceTableListCount SourceTableList
図 2.93 Recover_Source_Bind_rsp コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.121 に、Recover_Source_Bind_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定

する。 
 

表 2.121 Recover_Source_Bind_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS, 
NOT_SUPPORTED, 
TABLE_FULL, 
INV_REQUESTTYPE 

Recover_Source_Bind_rsp コマン

ドのステータス 

SourceTableEntries 整数 0x0000 - 0xffff バックアップバインディングキ

ャッシュ内の送信元テーブルエ

ントリの総数 
StartIndex 整数 0x0000 - 0xffff 送信元テーブルリスト向けに報

告を開始するための、送信元テ

ーブル内の開始インデックス 
SourceTableListCount 整数 0x0000 - 0xffff SourceTableList 内に含まれる、

送信元テーブル エントリ数 
SourceTableList 送信元ディス

クリプタの 
リスト 

こ の リ ス ト に は 、

SourceTableListCount に
提供されるエレメント

の数が含まれる。 

StartIndex エレメントで始まり、

(IEEE アドレスから構成される)
バックアップソーステーブル キ
ャッシュ内のエレメントの

SourceTableListCount で継続する

ディスクリプタのリスト。 
 

2.4.4.2.11.1 生成タイミング 
 

Recover_Source_Bind_rsp は、プライマリ バインディング テーブル キャッシュから

の Recover_Source_Bind_req from に対応してバックアップ バインディング テーブル 
キャッシュ デバイスから生成され、リクエストのステータスを含む。このコマン

ドは、リクエスト中のデバイスへユニキャストされる。応答するデバイスがバック

アップ バインディング テーブル キャッシュでない場合は、ステータス
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NOT_SUPPORTED を返す。リクエストの送信元がプライマリ バインディング テー

ブル キャッシュとして認識されない場合は、ステータス INV_REQUESTTYPE を返

す。それ以外の場合は、バックアップ バインディング テーブル キャッシュは

StartIndex から始まるバックアップからバインディング テーブル エントリのリスト

を準備する。Recover_Source_Bind_rsp コマンドに可能な限り多くのエントリを入れ

て、ステータス SUCCESS を返す。StartIndex が送信元テーブル内のエントリ数より

も多い場合は、ステータス NO_ENTRY が返される。  
成功したレスポンスの場合は、SourceTableEntries はバックアップ 送信元テーブル

のエントリ総数であり、SourceTableListCount はレスポンスで返されているエント

リ数である。 
 

2.4.4.2.11.2 受信時の動作 
 

リクエスト中のデバイスは、送信元バインディング テーブル をリストアする試み

のステータスを通知される。 
 

2.4.4.3 ネットワーク管理サーバサービス 
 

表 2.122 に、デバイス プロファイル: ネットワーク管理サーバサービスのサポート

するコマンド一覧を記載する。これらの各コマンドについて、以下のセクションで

説明する。 
 

表 2.122 ネットワーク管理サーバサービスのコマンド 
ネットワーク管理サーバサービスのコマンド サーバ処理 
Mgmt_NWK_Disc_rsp  O 
Mgmt_Lqi_rsp  O 
Mgmt_Rtg_rsp  O 
Mgmt_Bind_rsp O 
Mgmt_Leave_rsp  O 
Mgmt_Direct_Join_rsp  O 
Mgmt_Permit_Joining_rsp  M 
Mgmt_Cache_rsp  O 
Mgmt_NWK_Update_notify  O 

 
2.4.4.3.1 Mgmt_NWK_Disc_rsp 

 
Mgmt_NWK_Disc_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8030)は、図 2.94 のようにフォーマ

ットする。 
 

Octets: 1 1 1 1 Variable 
ステータス ネットワーク Count StartIndex NetworkListCount NetworkList
図 2.94 Mgmt_NWK_Disc_rsp コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.123 に、Mgmt_NWK_Disc_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
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表 2.123 Mgmt_NWK_Disc_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 NOT_SUPPORTED 
または、 
NLME-NETWORK-
DISCOVERY.request プ

リミティブから返され

た任意のステータスコ

ード 

Mgmt_NWK_Disc_req コマンド

のステータス 

NetworkCount 整数 0x00-0xff NLMENETWORK-
DISCOVERY.confirm によって

報告されるネットワークの総

数 
StartIndex 整数 0x00-0xff NLME-NETWORK-

DISCOVERY.confirm からの、

NetworkList での開始点。ここ

からこのレスポンスの報告が

開始される。 
NetworkListCount 整数 0x00-0xff レスポンス内で報告されるネ

ットワーク リストのディスク

リプタの数。  
NetworkList ネットワーク 

ディスクリプ

タのリスト 

リ ス ト に は 、

NetworkListCount パラメ

ータの提供するエレメ

ントの数が含まれる。 

ディスクリプタのリスト。 
各ネットワークにつきひとつ

が発見され、StartIndex エレメ

ントから始まり、 
NLME-NETWORK-
DISCOVERY. confirm プリミテ

ィブから返されるエレメント

の NetworkListCount まで継続

する。 
  

各エントリテーブルのコマンドは、図 2.124 のようにフォーマットする。 
 

表 2.124 NetworkList Record フォーマット Name Size 
名前 サイズ 

(Bits) 
有効範囲  解説 

ExtendedPanID 64 64bit PAN ID 発見されたネットワークの 64bit 拡張 PAN
ID。  

Logical チャネル 8 PHY のサポート

する使用可能な

論理チャネルか

ら選択 
([B1]参照) 

ネットワークの占有する現在の論理チャネル  

StackProfile 4 0x0 0xf 発見されたネットワーク内で使用されているス

タックプロファイルを示す ZigBee スタックプ

ロファイル ID 
ZigBeeVersion 4 0x0 0xf 発見されたネットワーク内で使用されている

ZigBee プロトコルのバージョン 
BeaconOrder 4 0x0 0xf ネットワーク上の任意のデバイスによって

MAC サブレイヤ・ビーコンがどのくらいの頻

度で送信されるかを指定する。MAC サブレイ

ヤ・ビーコンのオーダーについては、[B1]参
照。 
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表 2.124 NetworkList Record フォーマット Name Size 
名前 サイズ 

(Bits) 
有効範囲  解説 

SuperframeOrder 4 0x0 0xf ビーコン指向のネットワークの場合、つまりビ

ーコンオーダーが< 15 の場合は、これはスーパ

ーフレームのアクティブ時間の長さを指定す

る。MAC サブレイヤ・スーパーフレームのオ

ーダーについては、[B1]参照。 
PermitJoining 1 TRUE or FALSE TRUE の値は、ネットワーク上の少なくともひ

とつの ZigBee ルータが現在加入を許可してい

ることを示す。つまり、その NWK が has been 
issued an NLME PERMIT JOINING プリミティ

ブ を発行済みであり、（もしあれば）時間制

限が満了していない。 
Reserved 7  このビットの各々は、0 に設定する必要があ

る。 
 

2.4.4.3.1.1 生成タイミング 
 

Mgmt_NWK_Disc_rsp は、Mgmt_NWK_Disc_req へのレスポンスで生成される。こ

の管理コマンドがサポートされない場合は、ステータス NOT_SUPPORTED が返さ

れ、Status フィールドの後のすべてのパラメータ フィールドが省略される。それ以

外の場合は、リモートデバイスが次に説明する処理を実行する。 
 
Mgmt_NWK_Disc_req の受信後および Mgmt_NWK_Disc_req のサポートが検証され

た後に、リモートデバイスは Mgmt_NWK_Disc_req コマンドで供給される

ScanChannels と ScanDuration パラメータを使用して、NLME- NETWORK-
DISCOVERY.request プリミティブを発行する。NLME- NETWORK-
DISCOVERY.confirm プリミティブを受信すると、リモートデバイスは、StartIndex
エレメントから始めて、Mgmt_NWK_Disc_rsp コマンドを介して結果を報告する。 
NetworkList フィールドには、MSDU サイズの限界、つまり aMaxMACFrameSize 
(see [B1])に達するまで、表 2.124 の指定どおりにフォーマットされたネットワーク

リスト記録全体を保存する。報告された結果の数は、NetworkListCount に設定され

る。 
 

2.4.4.3.1.2 受信時の動作 
 

ローカル デバイスには、リモート ネットワーク ディスカバリを実行しようとする

試みの結果が通知される。 
 

2.4.4.3.2 Mgmt_Lqi_rsp 
 

Mgmt_Lqi_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8031)は、図 2.95 のようにフォーマットする。 
 

Octets:1   1   1   1   Variable   
ステータス NeighborTableEntries StartIndex NeighborTableListCount NeighborTableList 

図 2.95 Mgmt_Lqi_rsp コマンドフレームのフォーマット 
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表 2.125 に、Mgmt_Lqi_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.125 Mgmt_Lqi_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 NOT_SUPPORTED 
または、 
NLMEGET.confirm プ
リミティブから返さ

れた任意のステータ

スコード 

Mgmt_Lqi_req コマンドのステ

ータス 

NeighborTableEntries 整数 0x00-0xff リモートデバイス内の隣接テー

ブルエントリ総数 
StartIndex 整数 0x00-0xff 隣接テーブルリスト向けに報告

を開始するための、隣接テーブ

ル内の開始インデックス 
NeighborTableListCount 整数 0x00-0x02 隣接テーブルリスト内に含まれ

る隣接テーブルエントリの数 
NeighborTableList 隣接ディ

スクリプ

タのリス

ト 

リストには、隣接テ

ーブルリストカウン

トの提供するエレメ

ントの数が含まれ

る。 

ディスクリプタのリスト。

StartIndex エレメントから始ま

り、デバイスアドレスと接続

LQI を含む、リモートデバイス

の隣接テーブルにあるエレメン

トの隣接テーブルリストカウン

トまで継続する。(詳細につい

ては表 2.126 を参照) 
 

表 2.126 NeighborTableList Record フォーマット 
名前 サイズ 

(Bits) 
有効範囲  解説 

ExtendedPAN Id 64 A 64bit PAN 
identifier 

隣接デバイスの 64bit 拡張 PAN ID 

Extended 
アドレス 

64 An extended 
64bit, IEEE  
アドレス 

各デバイスに固有の 64bit IEEE アドレス。この

値がリクエスト時に未知の場合は、 このフィ

ールドは 0xffffffffffffffff に設定される。 
デバイスタイプ 2 0x0 0x3 隣接デバイスの種類。 

0x0 = ZigBee コーディネータ 
0x1 = ZigBee ルータ 
0x2 = ZigBee エンドデバイス 
0x3 = Unknown 

Newtork Address 16 ネットワーク 
アドレス 

隣接デバイスの 16bit ネットワーク アドレス 

RxOnWhenIdle 2 0x0 0x2 CAP のアイドル期間中に隣接デバイスのレシ

ーバがイネーブルかどうかを示す  
0x0 = レシーバが off 
0x1 = レシーバが on  
0x2 = unknown 

Relationship 3 0x0 0x4 隣接デバイスとカレントデバイス間の関係 
0x0 = 隣接デバイスが親 
0x1 =隣接デバイスが子 
0x2 = 隣接デバイスが兄弟 0x3 = 上記のどれで

もない 0x4 =以前の子 
Reserved 1  予約ビットは 0 に設定する必要がある。 
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表 2.126 NeighborTableList Record フォーマット 
名前 サイズ 

(Bits) 
有効範囲  解説 

Permit joining 2 0x0 - 0x2 隣接デバイスが加入のリクエストを受け付けて

いるかどうかを示す。 
0x0 = 隣接デバイスは加入のリクエストを受け

付けていない 
0x1 =隣接デバイスは加入のリクエストを受け

付けている 
0x2 = unknown 

Reserved 6  この予約ビットの各々は 0 に設定する必要があ

る。 
Depth 8 0x00 - 

nwkcMaxDepth
隣接デバイスのツリーの深さ。値 0x00 は、デ

バイスがネットワークの ZigBee コーディネー

タであることを示す。 
LQI 8 0x00 - 0xff このデバイスからの RF 送信のリンク品質の見

積もり。  この計算方法については  [B1]を参

照。 
 

2.4.4.3.2.1 生成タイミング 
 

Mgmt_Lqi_rsp は、Mgmt_Lqi_req へのレスポンスで生成される。この管理コマンド

がサポートされない場合は、ステータス NOT_SUPPORTED が返され、Status フィ

ールドの後のすべてのパラメータ フィールドは省略される。それ以外の場合は、

リモートデバイスは次の処理を実行する。 
 
Mgmt_Lqi_req の受信後および Mgmt_Lqi_req のサポートが検証された後に、リモー

トデバイスは (ネットワーク隣接テーブル属性について)NLME-GET.request を実行

して、結果として生成される(NLMEGET.confirm プリミティブを介して取得した) 
隣接テーブルを処理し、Mgmt_Lqi_rsp コマンドを生成する。ネットワーク隣接テ

ーブルが正常に取得されたが、隣接テーブルリストレコード(表 2.126 参照)で必要

な 1 つまたは複数のフィールドが(オプションであるために)サポートされない場合

は、Mgmt_Lqi_rsp ステータス NOT_SUPPORTED を返し、Status フィールドの後の

すべてのパラメータ フィールドが省略される。それ以外の場合は、Mgmt_Lqi_rsp 
コマンドには、NLME-GET.confirm プリミティブに含まれていたのと同じステータ

スが含まれる。これが SUCCESS で無い場合は、Status フィールドの後のすべての

パラメータ フィールドが省略される。 
 
ネットワーク隣接テーブル属性からは、StartIndex によって指定されたインデック

スから始まる隣接テーブルがアクセスされ、Mgmt_Lqi_rsp コマンドの隣接テーブ

ルリストフィールドへ移動される。隣接テーブルから報告されたエントリは

StartIndex から始まり、MSDU サイズの限界、つまり aMaxMACFrameSize ([B1]参
照)に達するまでの隣接テーブルリストレコード(表 2.126 参照)全体を含むものとす

る。Mgmt_Lqi_Rsp コマンド内では、隣接テーブルエントリフィールドはリモート

デバイスの隣接テーブルエントリの総数を表す。パラメータ隣接テーブルリストカ

ウントは、Mgmt_Lqi_rsp コマンドの隣接テーブルリストフィールドで報告された

エントリ数とする。 
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拡張アドレス、 デバイスタイプ、RxOnWhenIdle、加入許可フィールドは、値が使

用可能でない場合に返される“未知の”値を持つ。 
 

2.4.4.3.2.2 受信時の動作 
 

ローカル デバイスには、隣接テーブルを取得するための試みの結果が通知される。 
 

2.4.4.3.3 Mgmt_Rtg_rsp 
 

Mgmt_Rtg_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8032)は、Figure2.96 のようにフォーマット

する。 
 

Octets:1   1 1 1 Variable 
ステータス RoutingTable

Entries 
StartIndex RoutingTable

ListCount 
RoutingTable 

List 
Figure 2.96 Mgmt_Rtg_rsp コマンドフレームのフォーマット 

 
表 2.127 に、Mgmt_Rtg_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 

 
表 2.127 Mgmt_Rtg_rsp コマンドのフィールド 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
ステータス 整数 NOT_SUPPORTED 

または、 
NLMEGET.confirm プ
リミティブから返さ

れる任意のステータ

スコード。  

Mgmt_Rtg_req コマンドのステー

タス 

RoutingTableEntries 整数 0x00-0xff リモートデバイス内のルーティン

グテーブルのエントリ の総数。 
StartIndex 整数 0x00-0xff RoutingTableList 向けの報告を開

始するための、ルーティングテー

ブル内の開始インデックス。  
RoutingTableListCount 整数 0x00-0xff RoutingTableList に含まれるルー

ティング  テーブルエントリの

数。 
RoutingTableList ルーティング

ディスクリプ

タのリスト 

このリストには、
RoutingTableListCount
の提供するエレメン

トの数が含まれる。 

ディスクリプタのリスト。

StartIndex エレメントから始ま

り、リモートデバイスのルーティ

ング テーブルにあるエレメント

の RoutingTableListCount まで継続

する。(詳細については表 2.128 を

参照) 
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表 2.128 RoutingTableList Record フォーマット 
名前 サイズ 

(Bits) 
有効範囲 解説 

宛先アドレス 16 このルートの 16bit  
ネットワーク アドレス  

宛先 アドレス. 

ステータス 3 ルートのステータス 0x0=ACTIVE. 
0x1=DISCOVERY_UNDERWAY. 
0x2=DISCOVERY_FAILED. 
0x3=INACTIVE. 
0x4=VALIDATION_UNDERWAY 0x5-
0x7=RESERVED. 

Memory 
Constrained 

1  デバイスがメモリに制約のある集線装

置 (concentrator)かどうかを示すフラ

グ。 
Many to one 1  宛先が、リクエストを発行した集線装

置かどうかを示すフラグ。 
Route record 
required 

1  ルートレコードコマンドフレームを、

次のデータパケットより先に宛先に送

信する必要があることを示すフラグ。

Reserved 2   
Next hop アドレス 16 宛先への途中にある、 

次のホップの 16 bit  
ネットワーク アドレス。 

次のホップのアドレス. 

CCB #250 
 

2.4.4.3.3.1 生成タイミング 
 

Mgmt_Rtg_rsp は、Mgmt_Rtg_req へのレスポンスで生成される。この管理コマンド

がサポートされない場合は、ステータス NOT_SUPPORTED が返され、Status フィ

ールドの後のすべてのパラメータ フィールドが省略される。それ以外の場合は、

リモートデバイスは次の処理を実行する。 
 
Mgmt_Rtg_req の受信後および Mgmt_Rtg_req のサポートが検証された後に、リモー

トデバイスは (nwkRouteTable 属性について)NLME-GET.request を実行して、結果と

して生成される NLME-GET.confirm (nwkRouteTable 属性を含む)を処理し、

Mgmt_Rtg_rsp コマンドを生成する。 Mgmt_Rtg_rsp コマンドには、NLME-
GET.confirm プリミティブに含まれていたのと同じステータスが含まれる。これが

SUCCESS でない場合は、Status フィールドの後のすべてのパラメータ フィールド

が省略される。 
 
nwkRouteTable 属性からは、StartIndex によって指定されたインデックスから始まる

ルーティング テーブルがアクセスされ、Mgmt_Rtg_rsp コマンドの RoutingTableList 
フィールドへ移動される。ルーティング テーブルから報告されたエントリは

StartIndex から始まり、MSDU サイズの限界、つまり aMaxMACFrameSize ([B1]参
照)に達するまでの RoutingTableList レコード(表 2.127 参照)全体を含むものとする。

Mgmt_Rtg_Rsp コマンド内では、RoutingTableEntries フィールドはリモートデバイ

スのルーティング テーブル エントリの総数を表す。RoutingTableListCount フィール

ドは、Mgmt_Rtg_req コマンドの RoutingTableList フィールドで報告されるエントリ

数とする。 
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2.4.4.3.3.2 受信時の動作 
 

ローカル デバイスには、ルーティング テーブルを取得するための試みの結果が通

知される。 
 
2.4.4.3.4 Mgmt_Bind_rsp 

 
The Mgmt_Bind_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8033)は、Figure2.97 のようにフォーマ

ットする。 
 

Octets: 1 1 1 1 Variable 
ステータス BindingTableEntries StartIndex BindingTableListCount BindingTableList

Figure 2.97 Mgmt_Bind_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.129 に、Mgmt_Bind_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.129 Mgmt_Bind_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 NOT_SUPPORTED  
または、 
APSMEGET.confirm 
プリミティブから返さ

れる任意のステータス

コード 

Mgmt_Bind_req コマンドのス

テータス 

BindingTableEntries 整数 0x00-0xff リモートデバイス内のバイン

ディング テーブルのエントリ

総数  
StartIndex 整数 0x00-0xff BindingTableList 向けに報告を

開始するための、バインディ

ング テーブル内の開始インデ

ックス。 
BindingTableListCount 整数 0x00-0xff BindingTableList 内に含まれる

バインディング テーブル  エ
ントリの数 

BindingTableList バインディング 
ディスクリプタ

のリスト 

リ ス ト に は 、
BindingTableListCount
の提供するエレメント

の数が含まれる。 

ディスクリプタのリスト。 
StartIndex エレメントから始

まり、リモートデバイスのバ

インディング テーブルにある

エ レ メ ン ト の

BindingTableListCount まで継

続する。 ( 詳細については

2.130 を参照) 
 

表 2.130 BindingTableList Record のフォーマット 
名前 サイズ 

(Bits) 
有効範囲 解説 

SrcAddr 64 有 効 な 64-bit 
IEEE アドレス

バインディング エントリの送信元 IEEE アドレス。 

SrcEndpoint 8 0x01 – 0xf0 バインディング エントリの送信元エンドポイント 
ClusterId 16 0x0000 - 0xffff 宛先デバイスに向けた、送信元デバイス上のクラスタの

ID。 
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表 2.130 BindingTableList Record のフォーマット 
名前 サイズ 

(Bits) 
有効範囲 解説 

DstAddrMode 8 0x00 - 0xff 宛先アドレスのアドレス指定モード。このフィールド 
は、次に示すリストにある予約値以外の値のどれかを取

ることができる。 
0x00 = reserved 
0x01 =示されていない宛先アドレスと宛先エンドポイン

トの 16-bit グループアドレス 
0x02 = reserved 
0x03 =示されている宛先アドレスと宛先エンドポイント

の 64-bit 拡張アドレス  
0x04 – 0xff = reserved 

DstAddr 16/64 DstAddrMode  
フィールドの 
指定に従う 

バインディング エントリの宛先アドレス 

DstEndpoint 0/8 0x01 - 0xf0,0xff このフィールドは、DstAddrMode フィールドに 0x03 と

いう値がある場合のみ示される。この値がある場合は、

このフィールドはバインディング エントリの宛先エン

ドポイントとなる。 
 
2.4.4.3.4.1 生成タイミング 

 
Mgmt_Bind_rsp は、Mgmt_Bind_req へのレスポンスで生成される。この管理コマン

ドがサポートされない場合は、ステータス NOT_SUPPORTED が返され、Status フ
ィールドの後のすべてのパラメータ フィールドが省略される。それ以外の場合は、

リモートデバイスは次の処理を実行する。  
 
Mgmt_Bind_req の受信後および Mgmt_Bind_req のサポートが検証された後に、リモ

ートデバイスは(apsBindingTable 属性について)APSME-GET.request を実行して、結

果として生成される(apsBindingTable 属性を含む)APSME-GET.confirm を処理し、

Mgmt_Bind_rsp コマンドを生成する。  Mgmt_Bind_rsp コマンドには、APSME-
GET.confirm プリミティブに含まれていたのと同じステータスが含まれる。これが

SUCCESS でない場合は、Status フィールドの後のすべてのパラメータ フィールド

が省略される。 
 
apsBindingTable 属性からは、StartIndex によって指定されたインデックスから始ま

るバインディング テーブル がアクセスされ、Mgmt_Bind_rsp コマンドの

BindingTableList フィールドへ移動される。バインディング テーブル から報告され

たエントリは StartIndex から始まり、MSDU サイズの限界、つまり

aMaxMACFrameSize ([B1]参照)に達するまでの BindingTableList レコード(表 2.130 参

照)全体を含むものとする。Mgmt_Bind_Rsp コマンド内では、BindingTableEntries フ
ィールドはリモートデバイスのバインディング テーブル  エントリの総数を表す。

BindingTableListCount フィールドは、Mgmt_Bind_req コマンドの BindingTableList 
フィールドで報告されるエントリ数とする。  
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2.4.4.3.4.2 受信時の動作 
 

ローカル デバイスは、バインディング テーブル を取得するための試みの結果が通

知される。 
 

2.4.4.3.5 Mgmt_Leave_rsp 
 

Mgmt_Leave_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8034)は、Figure2.98 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octet:1  
ステータス

Figure 2.98 Mgmt_Leave_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.131 に、Mgmt_Leave_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.131 Mgmt_Leave_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 NOT_SUPPORTED,NOT_AUTHORIZED  
または、NLMELEAVE.confirm プリミティ

ブから返される任意のステータスコード 

Mgmt_Leave_req コマンド

のステータス 

 
2.4.4.3.5.1 生成タイミング 

 
Mgmt_Leave_rsp は、Mgmt_Leave_req に応答して生成される。この管理コマンドが

サポートされない場合は、ステータス NOT_SUPPORTED が返される。それ以外の

場合は、リモートデバイスは次の処理を実行する。 
 
Mgmt_Leave_req の受信後および Mgmt_Leave_req のサポートが検証された後に、リ

モートデバイスは NLME-LEAVE.request を実行して、現在接続しているネットワー

クを切断する。Mgmt_Leave_rsp には、NLME-LEAVE.confirm プリミティブに含ま

れていたのと同じステータスが含まれる。 
 
デバイスは一度切断されても、事前にプログラムされていたロジックを実行して、

ネットワークに加入/再加入するために NLME-NETWORK-DISCOVERY と NLME-
JOIN を実行することができる。 

 
2.4.4.3.5.2 受信時の動作 

 
ローカル デバイスは、リモートデバイスがネットワークから切断するようにさせ

る試みの結果について通知される。 
 

2.4.4.3.6 Mgmt_Direct_Join_rsp 
 

Mgmt_Direct_Join_rsp (クラスタ ID=0x8035)は、Figure2.99 のようにフォーマットす

る。 
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Octet:1   
ステータス

Figure 2.99 Mgmt_Direct_Join_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.132 に、Mgmt_Direct_Join_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定す

る。 
 

表 2.132 Mgmt_Direct_Join_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 NOT_SUPPORTED, NOT_AUTHORIZED  
または、 
NLME-DIRECT- JOIN.confirm プリミティ

ブから返される任意のステータスコード 

Mgmt_Direct_Join_req コ マ

ンドのステータス 

 
2.4.4.3.6.1 生成タイミング 
 
Mgmt_Direct_Join_rsp は、Mgmt_Direct_Join_req に応答して生成される。 
この管理コマンドがサポートされない場合は、ステータス NOT_SUPPORTED が返

される。それ以外の場合は、リモートデバイスは次の処理を実行する。 
 
Mgmt_Direct_Join_req の受信後および Mgmt_Direct_Join_req のサポートが検証され

た後に、リモートデバイスは NLME-DIRECT-JOIN.request を実行して、

Mgmt_Direct_Join_req に含まれているデバイスアドレスをネットワークに直接接続

する。Mgmt_Direct_Join_rsp には、NLME-DIRECT-JOIN.confirm プリミティブに含

まれていたのと同じステータスが含まれる。  
 
2.4.4.3.6.2 受信時の動作 
 
Mgmt_Direct_Join_req の受信後および Mgmt_Direct_Join_req のサポートが検証され

た後に、リモートデバイスは NLME-DIRECT-JOIN.request を実行して、

Mgmt_Direct_Join_req に含まれているデバイスアドレスをネットワークに直接接続

する。 
 
2.4.4.3.7 Mgmt_Permit_Joining_rsp 

 
Mgmt_Permit_Joining_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8036)は、Figure2.100 のようにフ

ォーマットする。 
 

Octet:1   
ステータス

Figure 2.100 Mgmt_Permit_Joining_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.133 に、Mgmt_Permit_Joining_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定

する。 
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表 2.133 Mgmt_Permit_Joining_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS, 
INVALID_REQUEST, 
NOT_AUTHORIZED 
または、 
NLMEPERMITJOINING.confirm 
プリミティブから返される任意

のステータスコード 

Mgmt_Permit_Joining_rsp コマンドのス

テータス 

 
2.4.4.3.7.1 生成タイミング 

 
Mgmt_Permit_Joining_rsp は、ユニキャストされた Mgmt_Permit_Joining_req への応

答で生成される。 以下の説明では、Mgmt_Permit_Joining_req が全ルータに対する

ブロードキャストとして受信された場合は、レスポンスが送信されないことに注意

する必要がある。この管理コマンドがリクエスト中のデバイスによって許可されな

い場合は、ステータス INVALID_REQUEST が返される。リモートデバイスが

NLME-PERMIT-JOINING.request を実行するのは、受信時、および

Mgmt_Permit_Joining_req 向けのサポートが検証された後である。Mgmt_Permit-
Joining_rsp は、NLME-PERMIT-JOINING.confirm プリミティブに入っているのと同

じステータスを含む。 
  

2.4.4.3.7.2 受信時の動作  
 

Mgmt_Permit_Joining_req コマンドのステータスは、リクエスタに通知される。 
 

2.4.4.3.8 Mgmt_Cache_rsp 
 

Mgmt_Cache_rsp コマンド(クラスタ ID=0x8037)は、Figure2.101 のようにフォーマッ

トする。 
 

Octets: 1 1 1 1 Variable 
ステータス DiscoveryCache

Entries 
StartIndex DiscoveryCacheList

Count 
DiscoveryCacheList

Figure 2.101 Mgmt_Cache_rsp コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.134 に、Mgmt_Cache_rsp コマンドフレームのフィールドの詳細を指定する。 
 

表 2.134 Mgmt_Cache_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

ステータス 整数 SUCCESS or 
NOT_SUPPORTED

Mgmt_Cache_rsp コマンドのステータス 

DiscoveryCacheEntries 整数 0x00 - 0xff DiscoveryCacheEntries. 
StartIndex 整数 0x00 - 0xff StartIndex. 
DiscoveryCacheListCount 整数 0x00 - 0xff リストには、DiscoveryCacheListCount  

パラメータの提供するエレメントの数

が含まれる。 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



ZigBee Specification 199
Document 053474r17 

 
 

表 2.134 Mgmt_Cache_rsp コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲  解説 

DiscoveryCacheList 整数 DiscoveryCache  
ディスクリプタの

リスト 

ディスクリプタのリスト。one for each 
of the 登録された各ディスカバリキャッ

シュ  デバイス向けのリストである。

StartIndex エレメントから始まり、プラ

イマリディスカバリキャッシュにある

登録デバイスの DiscoveryCacheListCount
まで継続する。各エントリのコマンド

は、表 2.135 のようにフォーマットす

る。  
 

表 2.135 DiscoveryCacheList Record フォーマット 
名前 サイズ 

(Bits) 
有効範囲  解説 

ExtendedAddress 64 拡張 64-bit 
IEEE アドレス 

キャッシュされたデバイスの 64bit IEEE 
アドレス 

NetworkAddress 16 ネットワーク アドレス キャッシュされた デバイスの 16bit ネッ

トワーク アドレス 
 

2.4.4.3.8.1 生成タイミング 
 
Mgmt_Cache_rsp は、Mgmt_Cache_req への応答で生成される。この管理コマンドが

サポートされていない場合、またはリモートデバイスがプライマリ キャッシュ デ
バイスでない場合は、ステータス NOT_SUPPORTED が返され、Status フィールド

の後のすべてのパラメータ フィールドが省略される。それ以外の場合は、リモー

トデバイスは次に述べる処理を実行する。Mgmt_Cache_req の受信時、および

Mgmt_Cache_req 向けのサポートが検証された後、リモートデバイスはこのプライ

マリディスカバリキャッシュ デバイス上のディスカバリ キャッシュを利用してい

る、内部に保持された登録済みの ZigBee エンドデバイスのリストにアクセスする。

報告されたエントリは、StartIndex で始まり、MSDU サイズの上限つまり

aMaxMACFrameSize ([B1]参照)に達するまでの DiscoveryCacheList レコード全体を含

むエントリとする(表 2.138 参照)。Mgmt_Cache_rsp コマンド内では、

DiscoveryCacheListEntries フィールドはリモートデバイス内の登録されたエントリ

の総数を表す。パラメータの DiscoveryCacheListCount は、Mgmt_Cache_rsp コマン

ドの DiscoveryCacheList フィールドで報告されたエントリ数となる。 
 

2.4.4.3.8.2 受信時の動作 
 

ローカル デバイスは、ディスカバリ キャッシュリストを取得するための試みの結

果を通知される。 
 

2.4.4.3.9 Mgmt_NWK_Update_notify 
 

Mgmt_NWK_Update_notify コマンド(クラスタ ID=0x8038)は、Figure2.102 のように

フォーマットする。 
 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 2 200 
Application Layer Specification 

 
 

Octets: 1 4 2 2 1 Variable 
ステータス Scanned

Channels 
TotalTransmisions Transmission

Failures 
ScannedChannels 
ListCount 

EnergyValues 

Figure 2.102 Mgmt_NWK_Update_notify コマンドフレームのフォーマット 
 

表 2.136 に、Mgmt_NWK_Update_notify コマンドフレームのフィールドの詳細を指

定する。 
 

表 2.136 Mgmt_NWK_Update_notify コマンドのフィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ステータス 整数 SUCCESS, 
INVALID_REQUEST or 
NOT_SUPPORTED 

Mgmt_NWK_Update_notify コマンド

のステータス 

ScannedChannel Bitmap 0x00000000 - 0xffffffff. リクエストにスキャンされたチャ

ネルのリスト 
TotalTransmissions 整数 0x0000 - 0xffff デバイスによって報告された全送

信の数。 
TransmissionFailures 整数 0x0000 - 0xffff デバイスによって報告された全体

の送信失敗の合計。 
ScannedChannelListCount 整数 0x00 - 0xff リストには、EnergyValues パラメー

タにあるレコードの数が含まれ

る。 
EnergyValues 整数 ED 値のリスト。 

各値の範囲は、0x00-
0xff である可能性があ

る 

[B1]に従って、このチャネルで行わ

れたエネルギー測定の結果 

 
2.4.4.3.9.1 生成タイミング 

 
Mgmt_NWK_Update_notify は、ZigBee デバイスがネットワークマネージャにローカ

ルチャネルの状態を報告できるようにするために提供される。スキャンされたチャ

ネルリストは、スキャンされたチャネルの報告であり、レコードのリストがそれに

続く。各チャネルにつきひとつのレポートが含まれ(canned)、 各レコードにはスキ

ャン中に測定された 1 バイトのエネルギーレベル、または、このチャネルに干渉が

多すぎる場合は 0xff が含まれる。  
Status フィールドは、Mgmt_NWK_Update_req コマンドへのレスポンスとして送信

されると、リクエストのステータスを示す。非応答型で送信された場合は、Status
フィールドは SUCCESS に設定される。 

 
2.4.4.3.9.2 受信時の動作 

 
ローカル デバイスは、送信デバイスでのローカルチャネルの状態、またはネット

ワーク構成パラメータを更新するための送信デバイスでの試みを通知される。 
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2.4.5 ZDP 一覧表の説明 
 

この節では、ZDP にある一覧表の意味を説明する。 
表 2.137 は、ZDP 一覧表値の説明である。 
 

表 2.137 ZDP 一覧表値の説明 
Enumeration Value  解説 

SUCCESS 0x00 リクエストされた動作または送信が正常に完了。 
Reserved. -  0x01-

0x7f  
INV_REQUESTTYPE 0x80 供給されたリクエストタイプが無効。 
DEVICE_NOT_FOUND 0x81 リクエストされたデバイスが、親に対する子ディスクリプ

タのリクエストに続くデバイス上に存在しない。  
INVALID_EP 0x82 供給されたエンドポイントが 0x00 または 0xf1～0xff 間の

どれかに等しい. 
NOT_ACTIVE 0x83 リクエストされたエンドポイントが、Simple ディスクリプ

タによって記述されていない。 
NOT_SUPPORTED 0x84 リクエストされたオプション機能が、ターゲットデバイス

上でサポートされていない。  
TIMEOUT 0x85 リクエストされた動作について、タイムアウトが発生し

た。 
NO_MATCH 0x86 合うクラスタがなかったため、エンド デバイス バインド 

リクエストが失敗した。 
-  0x87 Reserved. 
NO_ENTRY 0x88 コーディネータか送信元デバイスが、アンバインドするた

めのバインディングテーブルにエントリを持っていなかっ

たために、アンバインド リクエストが失敗した。 
NO_DESCRIPTOR 0x89 親に対するディスカバリ リクエストに続く子ディスクリプ

タが使用できない。 
INSUFFICIENT_SPACE 0x8a デバイスが、リクエストされた動作をサポートするための

ストレージ空間を持っていない。 
NOT_PERMITTED 0x8b デバイスが、リクエストされた動作をサポートできる正し

い状態にない。 
TABLE_FULL 0x8c デバイスに、動作をサポートするための テーブルスペース

がない。 
NOT_AUTHORIZED 0x8d ターゲット上の許可構成テーブルが、リクエストがデバイ

スから認証されていないことを示している。 
-  0x8e-0xff Reserved. 

 

2.4.6 コンフォーマンス 
 
このプロファイルへのコンフォーマンスが求められる場合は、このプロファイル必

須の機能が所定の方法でサポートされる必要がある。またオプション機能や条件付

き機能であっても、ZigBee 認証プログラムの一部分として検定される場合も、同様

となる。 
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2.5 ZigBee デバイスオブジェクト（ZDO） 
 

2.5.1 スコープ 
 

この文書は、ZigBee デバイスオブジェクトアプリケーションを、ZigBee アプリケ

ーションサポートサブレイヤ（2.2 節）および ZigBee ネットワークレイヤ（ZigBee 
Network Layer）（3 章）上にインプリメントする際に必要となるコンセプト、構造

および基本について説明する。 
 

ZigBee  デバイスオブジェクトは、ネットワークレイヤとアプリケーションサポー

トレイヤのプリミティブを使用し、ZigBee エンドデバイス、ZigBee ルータ、

ZigBee コーディネータを実現するためのアプリケーションである。  
 

ZigBee デバイスオブジェクトプロファイルは、そのプリミティブを説明するために

クラスタを使用する。 
ZigBee デバイスプロファイルクラスタは属性を使用せず、またメッセージ転送プロ

トコルの中のメッセージと類似している。クラスタ識別子は、ZigBee デバイスオブ

ジェクトの中で使用されたメッセージを列挙するために ZigBee デバイスプロファ

イルの中で使用される。 
 

ZigBee デバイスオブジェクトはまたコンフィグレーション属性を使用する。ZigBee 
デバイスオブジェクトの中のコンフィグレーション属性はアプリケーションまたは

スタックプロファイルによって設定されたコンフィグレーションパラメータである。

コンフィグレーション属性と ZigBee デバイスプロファイルの両方は、ZigBee デバ

イスオブジェクトによって使用されるが、コンフィグレーション属性はまた ZigBee 
デバイスプロファイルと関連していない。 
 

2.5.2 デバイスオブジェクトの説明 
 

図 1.1 の ZigBee スタックアーキテクチャに示すように、ZigBee デバイスオブジェ

クトはアプリケーションレイヤ（APL）内に存在し、アプリケーションサポートサ

ブレイヤ（APS）上に存在するアプリケーションソリューションである。  
 

ZigBee デバイスオブジェクトは以下の機能を受け持つ。 
 

アプリケーションサポートサブレイヤ（APS）、ネットワークレイヤ（NWK），

セキュリティサービスプロバイダ（SSP）およびエンドポイント 1～240 上に存在す

るエンドアプリケーション以外の全ての ZigBee デバイスレイヤの初期化。  
 

・以下の節に述べられる機能を決定しインプリメントする事により、エンドアプリ

ケーションから構成情報を組み立てること。 
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2.5.2.1 プライマリディスカバリキャッシュデバイスオペレーション 
 

プライマリディスカバリキャッシュデバイスは、ノードディスクリプタの中のデバ

イスと広告のコンフィグレーションを通して明示される。プライマリディスカバリ

キャッシュのサービスを利用することを望んでいるクライアントについて、プライ

マリディスカバリキャッシュデバイスはステートマシンとして動作する。図 2.103 
で説明される以下の状態と操作は、プライマリディスカバリキャッシュデバイスに

よってサポートされることとする： 
 

• Undiscovered： 
 

・ クライアントはディスカバリノードキャッシュ要求を使用し、ローカルデバ

イスのための既存のディスカバリキャッシエントリがあるかどうかを決定す

るために macRxOnWhenIdle = TRUE をすべてのデバイスに対してブロードキ

ャストする。 
ディスカバリキャッシュデバイスが要求に応じるならば、ローカルデバイス

はディスカバリ情報をアップデートするかもしれず、登録された状態に移行

することとする。 
 

・ クライアントは、提供された半径内にプライマリディスカバリキャッシュデ

バイスを見つけるために、すべてのデバイスに対して macRxOnWhenIdle = 
TRUE であるかシステムサーバーディスカバリ要求を制限された有効半径内

にブロードキャスト送信する。 
 

• Discovered： 
 

・ クライアントは、それが、蓄えることを望むディスカバリキャッシュ情報の

サイズを含んでいるディスカバリキャッシュデバイスに向けられたユニキャ

ストディスカバリストア要求を使用する。 
ディスカバリキャッシュデバイスは SUCCESS、 INSUFFICIENT_SPACE、ま

たは NOT_SUPPORTED で応答する。 
 

• Registered： 
 

・ クライアントのディスカバリキャッシュデバイスから前回と同じディスカバ

リキャッシュ要求を受け取った場合、または、ディスカバリノードキャッシ

ュ要求が既存のディスカバリキャッシュエントリを見つけた場合に

SUCCESS 状態に遷移する。クライアントは今、プライマリディスカバリキ

ャッシュデバイスがそのために完全に反応することを可能にするためにノー

ドディスクリプタストア要求、パワーディスクリプタストア要求、アクティ

ブエンドポイントストア要求、およびシンプルディスクリプタストア要求を

使用して、そのディスカバリ情報をアップロードしなければならない。 
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• Unregistered： 
 

・ クライアント(またはどのような他のデバイスでも)は、アンレジスタを要求

することができる。リムーブノードキャッシュ要求はデバイスをプライマ

リディスカバリキャッシュデバイスから取り除く。プライマリキャッシュ

デバイスは、それがサポートするすべての登録されたクライアントのため

のデバイスとサービスディスカバリ要求に応じる。ファインドノードキャ

ッシュ要求は、興味の与えられたデバイスのためにデバイスとサービスデ

ィスカバリロケーションを突き止めたいクライアントによって使用される。

ディスカバリ情報がデバイス自身によって保持されるならば、そのデバイ

スが、自身をディスカバリ情報のリポジトリだと言うためにまた反応しな

ければならないことに注意する必要がある。 プライマリディスカバリキャ

ッシュデバイスのためのステートマシン処理についての詳細は 図 2.103 を
参照。 

 

 
図 2.103 プライマリディスカバリキャッシュステートマシン 

 
2.5.2.2 デバイス/サービスディスカバリ  

 
この機能は単一 PAN 内のデバイス/サービスディスカバリをサポートするものとす

る。さらに、全ての ZigBee デバイスのタイプについて次を行なう。  
 

• スリープ状態の ZigBee エンドデバイスを使用している各ネットワークの中で、

いくつかの ZigBee ルータ(または ZigBee コーディネーター)はそれらのノードデ

ィスクリプタによって説明されるプライマリディスカバリキャッシュデバイスと

して指定されるかもしれない。 
これらのプライマリキャッシュデバイスは、自身が発見でき、アップロードのた

めサーバサービスを提供し、スリープ中の ZigBee エンドデバイスに代わってデ

ィスカバリ情報を蓄える。 
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さらに、プライマリキャッシュデバイスはスリープ中の ZigBee エンドデバイス

に代わってディスカバリー要求に応じる。各プライマリディスカバリキャッシュ

デバイスは ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネーターのどちらかになる。 
 

• :Config_Node_Power によってスリープすることが示されている ZigBee エンドデ

バイスでは、デバイス/サービスディスカバリは、NWK  アドレス、IEEE  アドレ

ス、アクティブエンドポイント、S シンプルディスクリプタ、ノードディスクリ

プタおよび パワー ディスクリプタを、ZigBee エンドデバイスによって選択され

たプライマリディスカバリキャッシュデバイスにアップロードして記憶させ、こ

れらスリープ状態のデバイスのデバイス/サービスディスカバリを可能にする。  
 

• プライマリディスカバリキャッシュデバイスと称された ZigBee コーディネータ

ーと ZigBee ルータのために、この機能は、それらのディスカバリ情報を登録お

よび、アップロードされたスリープ中の ZigBee エンドデバイスに代わってディ

スカバリ要求に応答する。 
 

• すべての ZigBee デバイスでは、デバイス/サービスディスカバリ機能は、他のデ

バイスからのデバイス/サービスディスカバリ要求をサポートし、またそれらの

ローカルアプリケーションオブジェクトからの要求の生成を可能にする。デバイ

ス/サービスディスカバリが他の ZigBee エンドデバイスに代わってプライマリデ

ィスカバリキャッシュデバイスによって提供されるかもしれないことに注意。プ

ライマリディスカバリキャッシュデバイスが要求のターゲットである場合に、

NWKAddrOfInterest または、 Device of Interest 領域は、ディスカバリの対象であ

るデバイスと要求の対象を区別するために要求および/または応答で満たされる

こととする。次のディスカバリ機能がサポートされる。  
 

・ デバイスディスカバリ 
 

－ ZigBee コーディネータあるいは ZigBee ルータの IEEE アドレスのユニキ

ャストによる問い合わせに基づき、要求されたデバイスの IEEE アドレス

に加え、オプショナルに接続している全てのデバイスの NWK アドレスが

返される。  
 

－ ZigBee エンドデバイスの IEEE アドレスのユニキャストによる問い合わせ

に基づき、要求されたデバイスの IEEE アドレスが返される。 
 

－ ZigBee コーディネータあるいは ZigBee ルータからの、NWK アドレス

（与えられた IEEE アドレス付き）のブロードキャストによる問い合わせ

(どのようなブロードキャストアドレスタイプでも)に基づき、要求された

デバイスの NWK アドレスに加えて、オプショナルに、接続している全て

のデバイスの NWK アドレスが返される。 
 

－ ZigBee エンドデバイスからの NWK アドレス（与えられた IEEE アドレス

付き）のブロードキャストによる問い合わせ(どのようなブロードキャス

トアドレスタイプでも)に基づき、要求されたデバイスの NWK アドレス
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が返される。応答するデバイスは、ブロードキャストによる問い合わせに

対するユニキャスト応答のため、APS acknowledged サービスを使用する。 
 

・ サービスディスカバリ ：以下の入力に基づき、対応する応答が返される。  
 

－ NWK アドレス＋アクティブエンドポイントの問い合わせタイプ：  指定

されたデバイスは、そのデバイスに存在するすべてのアプリケーション

のエンドポイント数を返す。 もしもアクティブエンドポイントのリスト

が ASDU サイズを超過し、サーバーデバイス上でフラグメンテーション

がサポートされないならば、クエリータイプの拡張バージョンは複数の

要求で完全なリストを返すために提供される。 
 

－ NWK アドレスあるいはブロードキャストアドレス(どのようなブロード

キャストアドレスタイプでも)＋プロファイル ID およびオプショナルに

入力/出力クラスタを含むサービスマッチ（Service  Match）：  指定され

たデバイスは、マッチングを決定するために、すべての稼動中のエンド

ポイントとプロファイル ID のマッチングを行なう。入力または出力クラ

スタが指定されなかった場合、要求にマッチするエンドポイントが返さ

れる。要求に入力および（または）出力クラスタが指定された場合、そ

れらは同様にマッチングされ、また全てのマッチは、マッチングを提供

するデバイス上のエンドポイントのリストとして応答で返される。応答

するデバイスは、ブロードキャストによる問い合わせに対するユニキャ

スト応答には、APS acknowledged サービスを使用する。コンベンション

によって、アプリケーションプロファイルが同じクラスタ識別子によっ

てインプットクラスタとそれらの応答アウトプットクラスタを列挙する

場合では、アプリケーションプロファイルはサービスディスカバリの目

的のためにシンプルディスクリプタの中でインプットクラスタだけをリ

ストすることとする。 
 

－ NWK アドレス＋Node ディスクリプタまたは Power ディスクリプタの問

い合わせタイプ：  指定されたデバイスは、デバイスの ノードディスク

リプタまたは パワーディスクリプタを返す。  
 

－ NWK アドレス、エンドポイント数＋シンプルディスクリプタの問い合

わせタイプ：  指定されたアドレスはデバイスのそのエンドポイントに関

連付けられた シンプルディスクリプタを返す。もしもインプットおよび

／またはアウトプットクラスタのリストが、シングルパケットの中でシ

ンプルディスクリプタを返す ASDU サイズ能力を越えるならば、クエリ

ータイプの拡張バージョンは、複数の要求を通して完全なリストを返す

ためにまた提供される。 
 

－ (オプションとして)NWK アドレス＋コンプレックスディスクリプタまた

は ユーザディスクリプタ問い合わせタイプ：  サポートされる場合、指

定されたアドレスはデバイスの コンプレックスまたは ユーザディスクリ

プタを返す。 
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2.5.2.3 セキュリティマネージャ  
 

この機能はセキュリティを可能にするか無効にするかを決定し、可能にした場合、

以下の操作を行なう。  
 

・ キーの確立  
・ キーの転送  
・ キーの要求 
・ デバイスの更新 
・ デバイスの除去 
・ キーの切り替え 
・ デバイスの認証 

 
セキュリティマネージャの機能はセキュリティサービス仕様（4 章）に従う。セキ

ュリティマネージャは、ZDO による APSME プリミティブのコールによりインプリ

メントされ、以下の処理を行なう。 
 

・ このデバイスとトラストセンター間の Master キー を得る為に（このデバイス

が トラストセンターである場合はこのステップは省略され、トラストセンター

との間の Master キー があらかじめ設定されているか、ネットワークはレジデ

ンシャルモードで動作している）。このステップは Transport キー プリミティ

ブを使用する。  
 

・ トラストセンターとの Link キー を確立する。このステップは APSME-
Establish-キー プリミティブを使用する(レジデンシャルモードを除く)。  

 
・ トラストセンターとの安全な通信を使用して、トラストセンターから NWK キ

ー を得る(コマーシャルモード)。あるいは、トラストセンターからの NWK キ
ー は、安全でない通信(レジデンシャルモード)を使って、トラストセンターか

ら送られるかもしれない。このステップは APSMETRANSPORT-キー プリミテ

ィブを使用する。 
 

・ 必要に応じてメッセージ送信先となるネットワーク上の特定デバイスと、Link 
キー および Master キー を確立または転送する。これらのステップは APSME-
ESTABLISH-キー、APSMETRANSPORT-キー、および／または APSME-
REQUEST-キー プリミティブを使用する。 

 
・ APSM-Device-Update  プリミティブを使用し、ネットワークに加入しているす

べてのデバイスのトラストセンターに通知する。この機能はデバイスが ZigBee 
ルータである場合にのみ行なわれる。  

 
・ APSMEREQUEST-キー プリミティブを使用して、デバイスがキーをトラスト

センターから取得することを許可する。 
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・ トラストセンターが APSME-REMOVE-DEVICE プリミティブを使用している

デバイスをネットワークから取り除くことを許可する。 
 

・ APSMESWITCH-キー プリミティブを使用して、トラストセンターがアクティ

ブネットワークキーを切り換えることを許可する。 
 

・ APSMEAUTHENTICATE プリミティブを使用して、ネットワーク中のデバイス

が他のデバイスを認証することを許可する。 
 

2.5.2.4 ネットワークマネジャー 
 

この機能は、コンフィグレーション設定に従い、ZigBee コーディネータ、ZigBee 
ルータ、ZigBee エンドデバイスの論理デバイスタイプをインプリメントする。  コ
ンフィグレーション設定は、アプリケーションのプラグラムに予め埋め込まれるか

あるいはインストール中に設定される。デバイスタイプが ZigBee ルータもしくは 
ZigBee エンドデバイスである場合、この機能は加入すべき既存の PAN を選択する

機能を持ち、ネットワーク通信をロストした場合にデバイスの再加入を許可する手

順をサポートする。デバイスタイプが ZigBee コーディネータもしくは ZigBee ルー

タである場合、この機能は新しい PAN の生成のために未使用のチャネルを選択す

る機能を持つ。その際、ZigBee  コーディネータとして事前に設定されたデバイス

が存在しなくてもネットワークを展開させることができることに留意されたい。

ZigBee では、 初に起動されたフルファンクションデバイス（FFD）が ZigBee コ
ーディネータの役割を担うものとされている。ネットワークマネージャにより次の

処理がカバーされる。 
 

・ ネットワークスキャン手順のためのチャネルリストの仕様を可能にする。デフォ

ルトはオペレーションの選択されたバンドですべてのチャネルの使用を指定する

ことである。  
 

・ 近隣のネットワークとそれらの ZigBee コーディネーターとルータの身元を突き

止めるために、ネットワークスキャン手続を管理する。 
 

・ PAN を開始するためのチャネル選択を可能とし(ZigBee コーディネータの場合)、
あるいは加入するべき既存の PAN を選択することを可能とする（ZigBee ルータ

または ZigBee エンドデバイスの場合）。 
 

・ intra_PAN の可搬性へのサポートも含めて、ネットワークへの再加入のためのオ

ルファンと拡張された手順をサポートする。 
 

・ ダイレクト加入をサポートしてもよい。ZigBee コーディネータおよび ZigBee ル
ータに対し、デバイスがオルファン手順または、再加入手順によって加入できる

ように、ダイレクト加入のローカルバージョンがサポートされる。  
 

・ 外部からのネットワーク管理を可能にする管理エンティティをサポートすること

もできる。  
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・ ネットワークチャネル変更をサポートするために、干渉の検出と報告を行う。 
 

・ 特定のノードが PAN 全体のネットワークマネージャとして認定されるならば、

もし干渉が初期チャネル上に存在するならば、ネットワーク干渉の報告と、ネッ

トワーク操作のための新しいチャネルの選択を管理する。 
 

2.5.2.5 バインディングマネージャ 
 

バインディングマネージャは次を行なう。 
 
・ バインディングテーブルのための資源サイズを確立する。資源サイズは、アプリ

ケーションプログラムあるいはインストール中に定義されたコンフィグレーショ

ンパラメータにより決定される。 
 

・ APS バインディングテーブルからエントリを加える、もしくは削除するバイン

ド要求を処理する  
 

・ バインディング補助をサポートするコミッションまたはネットワークマネージメ

ントツールで稼働するような外部アプリケーションからのバインド/アンバイン

ドコマンドをサポートする。バインド/アンバインドコマンドは、ZigBee  デバイ

スプロファイル（節 2.4 参照）によってサポートされるものとする。  
 

・ ZigBee  コーディネータにおいて、ボタン操作あるいはその他の手動的手段に基

づいてバインドを行うことを可能にするエンドデバイスバインドをサポートする。  
 

・ ソースデバイスが、自身のバインディングテーブルを持つ能力をプライマリバイ

ンディングテーブルキャッシュに登録することを許可する。 
 

・ コンフィグレーションツールは、あるデバイスを、全てのバインディングテーブ

ルエントリーの中の別のものと交換することを許可する。 
 

・ プライマリバインディングテーブルキャッシュが個々のバインドエントリー、ま

たはバインディングテーブル全体、または自身のバインディングテーブルを保持

しているソースデバイスのテーブルのバックアップをとることや回復すること許

可する。 
 

2.5.2.6 ノードマネージャ 
 

ZigBee コーディネータおよび ZigBee ルータにおいて、ノードマネージャ機能は次

を行なう。 
 

・ リモート管理コマンドがネットワークディスカバリを行なうことを可能にする。  
 

・ ルーティングテーブルを取り出すリモート管理コマンドを提供する。  
 

・ バインディングテーブルを取り出すリモート管理コマンドを提供する。  
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・ そのデバイスをネットワークから外すか、それ以外のデバイスがネットワークを

離れさすかを指示するリモート管理コマンドを提供する。  
 

・ リモートデバイスの隣接デバイスの LQI を取り出すリモート管理コマンドを提

供する。  
 

・ 特定のルータに参加することを許可または却下するか、一般に、トラストセンタ

ーを経由での参加を許可または却下するためのリモート管理コマンドを提供する。 
 

2.5.2.7 グループマネジャー 
 

グループマネジャーは次のように動作する。 
 

・ ローカルデバイスの中にあるアプリケーションオブジェクトをアプリケーション

制御下の中、グループに加える機能を提供する、 
 

・ アプリケーションコントロール下のグループメンバーシップからローカルデバイ

スのアプリケーションオブジェクトを除去する機能を提供する。 
 

2.5.3 レイヤインタフェース記述 
 

エンドポイント 1-240 上のアプリケーションのためのデバイスディスクリプタと異

なり、ZigBee デバイスオブジェクト(ZDO)は APSDE-SAP に加えて APSME-SAP を

通して APS とインタフェースをとる。 他のすべてのアプリケーションと同じく、

ZDO はエンドポイント 0 上でプロファイルを介して APSDE-SAP を用いて通信を行

う。 ZDO によって使用されるプロファイルは ZigBee デバイスプロファイルである。

(2.4 節参照) ZDO フレームは断片化しないものとする。 
 
ZigBee デバイスオブジェクトは、送出されるすべての ZigBee デバイスプロファイ

ルリクエストフレームのソース／デスティネーションエンドポイントとしてエンド

ポイント 0 を使用する。 また、受信するすべてのレスポンスフレームのソース／デ

スティネーションエンドポイントとして、エンドポイント 0 を想定する。 
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2.5.4 システムユーセージ 

 

 

図 2.104 システムユーセージ ZigBee デバイスオブジェクト詳細 
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図 2.105 システムユーセージ ZigBee デバイスオブジェクト詳細 

― ノードマネージャオブジェクトおよびセキュリティマネージャオブジェクト 
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図 2.106 システムユーセージ ZigBee デバイスオブジェクト詳細 

― バインディングマネージャオブジェクトおよびネットワークマネージャオブジェクト 
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図 2.107 システムユーセージ ZigBee デバイスオブジェクト詳細 

－グループマネージャオブジェクトおよびコンフィグレーションアトリビュート 
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2.5.5 オブジェクトの定義と振る舞い 
 

2.5.5.1 オブジェクト概要 
 

ZigBee デバイスオブジェクトは以下の 6 つのオブジェクトから成る。 
 

・ デバイスディスカバリとサービスディスカバリ 
・ ネットワークマネージャ 
・ バインディングマネージャ 
・ セキュリティマネージャ 
・ ノードマネージャ 
・ グループマネージャ 

 
表 2.138 に ZigBee デバイスオブジェクトの説明を示す。 

 
表 2.138 ZigBee デバイスオブジェクト 

オブジェクト 説明 
 名称 ステータス 

:Device_and_Service_Discovery M デバイスディスカバリ／サービスディスカ

バリをハンドルする。 

:Network_Manager M 

ネットワークディスカバリ，ネットワーク

ジョイン／リーブ，ネットワーク接続の初

期化とネットワークの開設などのネットワ

ークアクティビティをハンドルする。 

:Binding_Manager O 
エンドデバイスバインディング，バインデ

ィング／アンバインディングアクティビテ

ィをハンドルする。 

:Security_Manager O 

キーローディング（読み込み），キーエス

タブリッシュメント（確定），キートラン

スポート（転送），キーオーセンティケー

ション（認証）などのセキュリティサービ

スをハンドルする。 

:Node_Manager O ノードマネージメント機能をハンドルす

る。 
:Group Manager O グループマネージメントをハンドルする。

 
2.5.5.2 必須およびオプションのオブジェクトとアトリビュート 
 
必須のものとして挙げられたオブジェクトは、すべての ZigBee デバイスに存在す

る必要がある。 しかし、ある種の ZigBee 論理タイプについては、すべての ZigBee
デバイスに対してオプション指定のオブジェクトであっても、特定の論理デバイス

タイプの中で必須となる場合がある。 例えば、Network_Manager オブジェクトの

NLME-NETWORK-FORMATION.request は必須オブジェクトの中に含まれるが、オ

プションのアトリビュートとなっている。 ところが同じアトリビュートが ZigBee
コーディネータ論理デバイスタイプにおいては必須となっている。各デバイスオブ

ジェクトの項の導入セクションで、論理デバイスのサポートのために要求されるオ

ブジェクトとアトリビュートの詳細を説明する。 
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2.5.5.3 セキュリティキーユーセージ 
 

ZigBeeデバイスオブジェクトは ZigBeeデバイスプロファイルプリミティブにより
生成されるパケットに対してセキュリティを付加することができる。 他のすべて
のアプリケーションオブジェクトと同様に、エンドポイント 0の APSDEを用いる
パケットは、APSDEセキュリティサービスプロバイダインタフェースを使用する
ことができる。 
 
2.5.5.4 パブリックおよびプライベートメソッド 

 
デバイスのすべてのエンドポイントアプリケーションにアクセス可能なメソッドを

パブリックメソッドと呼ぶ。 プライベートメソッドは、エンドポイント 0のデバイ
スアプリケーションのみにアクセス可能であり、エンドアプリケーションにはアク

セス不能である。（エンドアプリケーションはエンドポイント 1からエンドポイン
ト 240の上で動作する。） 
 
2.5.5.5 ステートマシン機能記述 

 
2.5.5.5.1 ZigBeeコーディネータ 

 
2.5.5.5.1.1 初期化 

 
実装時。表 2.139に示される起動関連の IB（Information Base）パラメータは、デバ
イスの起動時に要求される振舞いを反映する値に設定するものとする。 特に、IB
の apsDesignatedCordinatorアトリビュートは TRUEに設定するものとする。 デバイ
スが ZigBeeプロトコルバージョンまたはスタックプロファイルに対して 1つ以上
のオプションを実装する場合は、各プロトコルバージョンまたはスタックプロファ

イルに対してひとつの値を選び、それぞれに対して個々に nwkcProtocolVersionと
nwkStackProfileを設定するものする。 さらに、アクティブエンドポイントのリスト
に加えて、各アクティブエンドポイントとアプリケーションのノードディスクリプ

タ、パワーディスクリプタ、シンプルディスクリプタの記述を行うための構成要素

を提供するための情報が提供される。 これらのコンフィグレーションは、 
:Config_Node_Descriptor,、:Config_Power_Descriptor、:Config_Simple_Descriptorsに
より具体化されるものとする。 :Config_Node_Descriptorコンフィグレーションオブ
ジェクトが、デバイスがプライマリディスカバリキャッシュデバイスであることを

示す場合は、デバイスは、プライマリディスカバリキャッシュへのリクエストに関

連付けられた ZigBeeデバイスプロファイルサーバコマドを実行するようにコンフ
ィグレーションされ、2.5.2.1項に述べるステートマシン記述に従って処理を行う。 
 
コンプレックスディスクリプタ、ユーザディスクリプタ、バインドエントリの最大

数、Masterキーの構成要素が（サポートされているならば）与えられている。  
これらの要素は、:Config_Complex_Descriptor、:Config_User_Descriptor、 
:Config_Max_Bind，:Config_Master_Keyにより具体化されている。 
デバイスを ZigBeeコーディネータとして起動するには、デバイスアプリケーショ
ンは 2.5.5.5.6.2に記述される起動プロシジャを、起動パラメータを上記のように設
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定して実行する。 これは、3.6.1.1 に述べられるネットワーク形成プロシジャ（the 
procedure for network formation）実行の効果を持つ。 デバイスアプリケーションは、

デバイスに登載されたスタックプロファイルの慣例的な設定に従った値に従って、

nwkSecurityLevel，nwkAllFresh，nwkSecureAllFrames の NIB（Network Layer 
Information Base）アトリビュートを設定する。 デバイスアプリケーションは、

PAN 形成の成功の確認のために NLME-NETWORK-FORMATION.confirm を介して

リターンステータスをチェックする。:Config_Permit_Join_Duration は、:NLME-
PERMIT-JOINING.request を用いて与えられるデフォルトパラメタ値に従って設定

される。 さらに nwkNetworkBroadcastDeliveryTime，nwkTransactionPersistenceTime
のネットワーク情報ブロック（Network Information Block）（3.6.2 項参照）は、そ

れぞれ 
:Config_NWK_BroadcastDeliveryTime，:Config_NWK_TransactionPersistenceTime によ

り設定される。（2.5.6 項参照） 
ZigBee デバイスオブジェクト（ZDO）による初期化ステートが完了し、ノーマルオ

ペレーティングステートに遷移するに先立ち、エンドポイント 1～240 のエンドア

プリケーションからの APS プリミティブコールが適切なエラーステータスバリュ

ー（戻り値）を戻していることを確認するものとする。 
 
2.5.5.5.1.2 ノーマルオペレーティングステート 
 
このステートでは、ZigBee コーディネータはリスト

の:Config_NWK_Join_Direct_Addrs に含まれダイレクトジョインドアドレス（direct 
joined addresses）のリストを処理するために、リストの各アドレスに対して NLME-
DIRECT-JOIN.request を発行する。 ダイレクトジョインドアドレスの処理

は、:Config_Max_Assoc パラメータを用いて、:Config_NWK_Join_Direct_Addrs 中の

ダイレクトジョインドアドレスの処理の可否を評価する。 
 
ZigBee コーディネータは:Config_Permit_Join_Duration，:Config_Max_Assoc のコンフ

ィグレーションアイテムに基づき、その他のデバイスがネットワークにジョインす

ることを許可する。 新しいデバイスがネットワークにジョインする時、デバイス

アプリケーションは NLME-JOIN.indication を介して通知される。 デバイスが PAN
への加入を認められる場合、ZigBee コーディネータは NLME-JOIN.confirm の
SUCCESS 状態によりこれを通知する。 
 
ZigBee コーディネータは、すべてのデバイスディスカバリおよびサービスディスカ

バリに対して応じるものとする。 また、ZigBee コーディネータが、プライマリデ

ィスカバリキャッシュデバイスとして専任されている場合は、ディスカバリ情報を

保持している登録デバイスになり代わりレスポンスを返す。 また、デバイスアプ

リケーションは、バインディングエントリの数が:Config_Max_Bind アトリビュート

を超過していない事を確認する。 
 
ZigBee コーディネータは、アプリケーションがネットワークジョイン制御できるよ

うに、NLME-PERMIT-JOINING.request および NLME-PERMIT-JOINING.confirm を

サポートする。 
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ZigBee コーディネータは、NLME-LEAVE.request，NLME-LEAVE.indication をサポ

ートし、:Config_NWK_Leave_removeChildren アトリビュートを用いて、アプリケー

ション制御の下でのアソシエートされたデバイスの取り外しを可能とする。 アソ

シエートされたデバイスの取り外しにつながる状態は、セキュリティの質の低下や、

特権的アプリケーションや例外検出によるデバイスの取り外しの可能性がある。 
ZigBee エンドデバイスがネットワークからリーブ（leave：退出）を要請される場

合、NLME-LEAVE.request プリミティブの ReuseAddress パラメータの値を TRUE で

あると、NWK 層は、リーブしたデバイスが使っていたアドレスを、次にジョイン

するエンドデバイスに与えることを示す。 
 
ZigBee コーディネータは、現在アソシエートしているデバイスのリストをメインテ

インすることにより、オーファン（孤児）スキャンとリジョイン（再加入）処理の

サポートを容易にし、以前にアソシエートしていたデバイスがネットワークにリジ

ョインするのを可能にする。 ZigBee コーディネータは、NLME-DIRECT-
JOIN.request と NLME-DIRECT-JOIN.confirm により、デバイスがネットワークに直

接含まれる能力をサポートすることが可能である。 この機能は、ZigBee IEEE アド

レスのリストが ZigBee コーディネータに予め与えられ、これらのアドレスが以前

アソシエートしていたデバイスのアドレスとして処理されることにより行われる。 
これらのアドレスを持つデバイスは、直接アソシエートする場合よりはむしろオー

ファニングやリジョインプロシジャによりネットワークにダイレクトジョインする

場合が多いであろう。 
 
ZigBee コーディネータは、NLME-NWK-STATUS.indication をサポートし、3.2.2.30
項に従い、それらの通知処理を行う。 
 
ZigBee コーディネータは ZigBee ルータおよび ZigBee エンドデバイスからの

End_Device_Bind_req を処理する。 End_Device_Bind_req を受け取ると、ZigBee コー

ディネータは、アトリビュート中の:Config_EndDev_Bind_Timeout 値を用いて 2 番

目の End_Device_Bind_req を待ちつ。 2 番目のインディケーション（指示）がタ

イムアウト時間内に到着すれば、ZigBee コーディネータは 2 つのインディケーショ

ンのプロファイル ID のマッチングを行う。 2 つのインディケーションにおける

プロファイル ID がマッチしない場合、End_Device_Bind_rsp を介して適切なエラー

ステータスを各デバイスに返す。 プロファイル ID がマッチすると、ZigBee コー

ディネータは 2 つのインディケーションで AppInClusterLists と AppOutClusterLists
がマッチしたとみなす。 初めのインディケーションの AppInClusterList 中のクラス

タ ID と、それにマッチする 2 番目のインディケーションの AppOutClusterList 中の

クラスタ ID は結果として Bind_req のリストに保持され、マッチしたデバイスに通

達される。 
 
ZigBee コーディネータは、他の ZigBee デバイスからの Device_annce メッセージを

処理する。nwkUseTreeRouting が TRUE である Device_annce を受け取ると、ZigBee
コーディネータは、PAN 内のデバイスの 64 ビット IEEE アドレスを保持するすべ

ての内部のテーブルをチェックし、Device_annce メッセージで供給されるアドレス

とのマッチがないかどうかチェックし、 マッチが検出された場合、ZigBee コーデ

ィネータは、自身の NIB の nwkAddressMap アトリビュートを、対応するマッチし
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た 64 ビット IEEE アドレスでアップデートし、Device_annce に含まれるアップデー

トされた 16 ビットの NWK アドレスを反映する。 nwkUseTreeRouting が FALSE
である Device_annce を受け取った場合、ZigBee コーディネータは 3.6..9 項で説明さ

れるアドレスコンフリクトプロシジャを使うものとする。 
 
ZigBee コーディネータは、他のアプリケーションオブジェクトからのアプリケーシ

ョンコントロールの下で APSME-AUTHENTICATE.requests の生成、他のデバイス

の APSME-AUTHENTICATE.indications の処理、レスポンスを行う。 ZigBee コー

ディネータは、既にリクエストを処理済みのアプリケーションオブジェクトに対す

る APSME-AUTHENTICATE.confirms を供給するものとする。 
 
2.5.5.5.1.3 トラストセンターオペレーション 
 
apsTrustCenterAddress 中のアドレスにより指し示されるネットワークデバイスは、

ネットワークでセキュリティがイネーブルである場合、トラストセンターとして機

能します。 
トラストセンターオペレーションについては 4.6.2 項で詳細を述べます。 
 
2.5.5.5.2 ZigBee Router 

 
2.5.5.5.2.1 Initialization 

 
実装において、表 2.139 に挙げられるスタートアップ関連の IB パラメータはデバイ

スに対して期待されるスタートアップ動作を反映する値に設定されなければならな

い。特に、IB の apsDesignedCoordinator 属性は FALSE に設定されなければならない。

Config_Node_Descriptor によってデバイスがプライマリディスカバリキャッシュデ

バイスとして動作しなければならない場合には、そのデバイスはプライマリデバイ

スキャシュに対する要求に関連する ZigBee デバイスプロファイルに対するサーバ

コマンドを処理するように設定されなければならず、また 2.5.2.1 章で記述されてい

る状態機械に従って動作しなければならない。 
 

もしサポートされているならば、コンプレックスディスクリプタ、ユーザディスク

リプタ、バインドエントリーの 大数、Master キーに対する設定要素が供給される

べきである。これらの要素は Config_Complex_Descriptor, Config_User_Descriptor, 
Condif_Max_Bind, Config_Master_Key によって具現化される。 

 
ZigBee ルータを始動させるためには、上記のようなスタートアップ関連のパラメー

タによって 2.5.5.5.6.2 章で記述されるスタートアップ処理をデバイスアプリケーシ

ョンが行わなければならない。これによって、3.6.1.4.2 章で記述されているネット

ワークリジョイン処理または、3.6.1.4.1 章で記述されている MAC アソシエーショ

ンを通じてのネットワークジョイン処理の全てが実行されなければならない。

NLME-NETWORK-DISCOVERY.request 処理が実効される。

Config_NWK_Scan_Attempts は各々Config_NWK_Time_btwn_Scans で規定される時

間で分離される。NLME-NETWORK-DISCOVERY.request 要求を繰り返す目的はよ

り正確なネイバーリストや関連するリンク指標を NWK 層に提供することにある。
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PAN 選択アルゴリズムの仕様はプロファイル記述でなされる。それ故その際、拡張

PANID、ネットワーク動作モード、PAN 上で認識される ZigBee ルータコーディネ

ータの識別子、ZigBee ルータコーディネータの能力、ルーティングコスト、プロト

コルバージョン番号(これらのパラメータは NLME-NETWORK-
DISCOVERY.confirm やビーコンペイロードによって提供される)などを使用する可

能性がある。 
 

デバイスがプロトコルの旧バージョンとの互換性をサポートするならば、ZigBee ル
ータはアプリケーションの制御のもとで現在バージョンのプロトコルを実装するネ

ットワークにも以前のバージョンのプロトコルを実装するネットワークにもジョイ

ンできる。ひとつの ZigBee PAN は同一のバージョンのプロトコルを実装するデバ

イスのみから構成されなければならない(同一 PAN 内で異なるバージョンのプロト

コルや異なるフレームフォーマットを実装するデバイスを持つネットワークは許さ

れない)。オプショナルな設定属性の Config_NWK_alt_protocol_version によってデ

バイスは現バージョンとは異なるバージョンのプロトコルを選択できる。一度

ZigBee ルータが PAN 及び特定のバージョンのプロトコルを選択すれば、そのバー

ジョン番号を nwkcProtocolVersion として管理する。さらに ZigBee ルータはそのバ

ージョンを持つ ZigBee 仕様の定めるフレームフォーマット、処理規則に従わなけ

ればならない。 
 

Config_Permit_Join_Duration は NLME-PERMIT-JOINING.request を使用して、デフォ

ルトパラメータ値に従って設定される。ルータはジョインした PAN においてルー

タとして動作を開始するために NLME-START-ROUTER 要求及び NLME-START-
ROUTER.confirm をサポートしなければならない。さらに、

nwkNetworkBroadcastDeliveryTime や nwkTransactionPersistenceTime ネットワーク情

報ブロックパラメータ(3.6.2 章を参照のこと)は各々

Config_NWK_BroadcastDeliveryTime や Config_NWK_TransactionPersistenceTime によ

って設定されなければならない(2.5.6 章参照のこと)。 
 

EP1 から EP240 のエンドアプリケーションからの APS 呼び出しは ZigBee デバイス

オブジェクトの初期化の完了や通常動作への移行前に適切なエラー状態値を返さな

ければならない。 
 

ネットワークのセキュリティが有効な場合、デバイスはネットワーク内でルータと

して動作を開始するためにトラストセンターからの認証と NWK キーの入手を待た

なければならない。トラストセンターについての詳細は 4.6.2 章を参照のこと。 
 

デバイスは nwkSecurityLevel と nwkSecureAllFrames NIB 属性をネットワークで使用

される値に設定し、NLME-START-ROUTER.req を使用してルータとしての動作を

開始しなければならない。 
 

2.5.5.5.2.2 Normal Operating State 
 

当状態において、ZigBee ルータは他のデバイスが Config_Permit_Join_Duration、
Config_Max_Assoc などの設定情報に基づきネットワークにジョインできるように
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しなければならない。新たなデバイスがネットワークにジョインする際、その旨を

NLME-JOIN.indication 属性を介してデバイスアプリケーションに通知しなければな

らない。デバイスの PAN へのジョインを許可するためには、ZigBee ルータはこの

旨を SUCCESS 状態を用いた NLME-JOIN.confirm によって通知しなければならない。

ネットワーク上のセキュリティが有効な場合には、デバイスアプリケーションはそ

の旨を APSME-UPDATE-DEVICE.request によってトラストセンターへ通知しなけれ

ばならない。 
 

当デバイスが親ではないことを示す Orphan 通知は IsParent パラメータが FALSE に

設定された NLME-JOIN.indication プリミティブを受信することで NWK 層から ZDO
へ通知される。この仕組みについては 2.5.5.5.4 章に記述がある。 

 
ZigBee ルータは自身のデバイスに要求されるデバイスデイスカバリ操作、サービス

ディスカバリ操作に対応しなければならない。もし、プライマリディスカバリキャ

ッシュに設定されていれば、ディスカバリ情報に登録されているデバイスに対する

要求にも対応しなければならない。デバイスアプリケーションはバインディングエ

ントリ数が Config_Max_Bind 属性を超えないことを保証しなければならない。 
コマーシャルモードにおけるセキュリティがサポートされている場合、ZigBee ルー

タは Config_Master_Key をサポートし、リンクキーに対するキーエスタブリッシュ

メント処理の中でマスタキーを取得しなければならない。セキュリティ通信を必要

とするリモートディスティネーションアドレスを記述する際、ZigBee ルータはリモ

ートデバイスとのリンクキーを確定するために APSME-ESTABLISH-KEY.request を
要求をディスティネーションに通知するために APSME-ESTABLISH-KEY.indication
を、そして Link キーのキーの確定を完了するために APSME-ESTABLISH-
KEY.confirm と APSME-ESTABLISH-KEY.response をサポートしなければならない。

ZigBee ルータはセキュリティ通信を必要とするディスティネーションに対するリン

クキーを保管・管理できなければならない。ZigBee ルータはトラストセンターから

のキーを受け取るために APSME-TRANSPORT-KEY.indication をサポートしなけれ

ばならない。 
 

コマーシャルモード、レジデンシャルモードにおいてセキュリティがサポートされ

ている場合、APSME-REQUEST-KEY.request を用いてトラストセンターに NWK キ

ーの更新を要求しなければならない。 
 

ZigBee ルータはネットワークジョイン処理をアプリケーションによって制御するた

めに NLME-PERMIT-JOINING.request、NLME-PERMIT-JOINING.confirm をサポー

トしなければならない。ZigBee ルータは NLME-NWK-STATUS.indication をサポー

トし、3.2.2.30 章で記述されている如くこれらの通知を処理しなければならない。 
 

ZigBee ルータはアプリケーションの制御下で関連デバイスの切り離しを許可する場

合、NLME-LEAVE.request 及び Config_NWK_Leave_removeChildren 属性を獲得する

NLME-LEAVE.confirm をサポートしなければならない。関連デバイスの切り離しを

引き起こす要因として、セキュリティ証明の欠如、特別なアプリケーションによる

デバイスの切り離しや例外の補足などが挙げられる。ZigBee エンドデバイスがネッ

トワークからの離脱を要求された場合、NLME-LEAVE.request プリミティブの
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ReuseAddress パラメータは TRUE でなければならない。TRUE 設定によって、NEK
層が離脱するデバイスによって使用されていたアドレスを以降にジョインしてくる

他のデバイスに割り当てることができることを示す。 
 

ZigBee ルータは他の ZigBee デバイスからの Device_annce メッセージを処理しなけ

ればならない。nwkUseTreeRouting が TRUE の場合に Device_annce メッセージを受

信すると、ZigBee ルータは PAN 内のデバイスの 64 ビット IEEE アドレスを格納し

ている内部テーブルの中に、Device_annce メッセージで与えられるアドレスがない

かチェックしなければならない。もし見つかれば、ZigBee ルータは Device_annce
に含まれる更新された 16 ビット NWK アドレスを反映させるために見つかった 64
ビット IEEE アドレスに従い NIB の nwlAddressMap を更新しなければならない。

nwkUseTreeRouting が FALSE の場合は、ZigBee ルータは 3.6.9 で記述されているア

ドレス衝突解決処理を行わなければならない。 
 

ZigBee ルータは現在ネットワークにジョインしているデバイスのリストの管理を行

わなければならない。また、Orphan スキャンや以前ネットワークにジョインしてい

たデバイスのリジョインを可能にするためのリジョイン処理もサポートしなければ

ならない。 
ZigBee ルータはアプリケーションの制御下で他のアプリケーションオブジェクトに

対する APSME-AUTHENTICATE.request を発行したり、他デバイスからの APSME-
AUTHENTICATE.indication を処理する場合もある。ZigBee ルータは要求が処理さ

れたアプリケーションに対して APSME-AUTHENTICATE.confirm を送らなければな

らない。 
 

ZigBee ルータはジョインしていたネットワークとの接続の途絶を検出する場合があ

る。その場合、ルータはネットワークを検出するためにアクティブスキャンを実行

しなければならない。複数のネットワークが検出された場合、ルータはビーコンペ

イロードの nekUpdated の値がより新しいものへリジョインを試みなければならな

い。 
 

2.5.5.5.3 Binding Table Cache Operation 
 

(コーディネータを含む)任意のルータはプライマリバインディングテーブルキャッ

シュやバックアップバインディングテーブルキャッシュとして設定されうる。 
 

他のデバイスが自身を発見したり、自身の機能を使用できるようにするために

System_Server_Discovery.req プリミティブに応答しなければならない。 
 

プライマリバインディングテーブルキャッシュはバインディングテーブルと、登録

されたデバイスのテーブルを管理しなければならない。それによって登録されたデ

バイスのバインディングテーブルをキャッシュできる。 
 

プライマリバインディングテーブルキャッシュは 2.4.3.2 章で記述される

Bind_Resister_req 及び Replace_Device_req プリミティブに応答しなければならない。 
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バックアップバインディングテーブルキャッシュが利用可能ならば、プライマリバ

インディングテーブルキャッシュはそのバインディングテーブル及びソースバイン

ディングデバイスのテーブルをバックアップ/修復するために付加的なバインディ

ング管理プリミティブを使用しなければならない。 
 

バックアップバインディングテーブルキャッシュはバインディングテーブル及びひ

とつまたは複数のプライマリバインディングテーブルキャッシュに登録されたバイ

ンディングデバイスのテーブルを管理しなけれならない。これらのテーブルのバッ

クアップ修復のためにバインディング管理プリミティブをサポートしなければなら

ない。 
 

2.5.5.5.4 Operating to Support Intra-PAN Portability 
 

2.5.5.5.4.1 Overview 
 

本章で記述される動作はイントラ－PAN ポータビリティの実現ために ZigBee コー

ディネータ及び ZigBee ルータによって実効される。 
主なステップは以下の通り： 

 
• 問題検出－移動したデバイスの ZDO は NLME-NWK-STATUS.indication を介して

エラー通知を受け、問題を同定する。 
• NWK 層リジョイン処理の実行－移動したデバイスの ZDO はセキュリティの有

効・無効なリジョイン手続きを通して、NLME-JOIN.request プリミティブによっ

てこの処理を開始する。NWK リジョイン手続きは MAC アソシエーション手続

きに非常に良く似ている。ZigBee ルータは自身とトラストセンターとの接続の

途絶を検出した場合、周期的のこの処理を実行しなければならないことに注意せ

よ。 
• セキュリティ認証－セキュリティの有効・無効なプロトコルのステップは孤立し

たデバイスが実際に受け入れられることを保証するために記述される(2.5.5.5.4.2
章参照のこと)。 

• ネットワークの他の部分への通知－デバイスが親を変更する際、3.6.1.9 章で記述

されたアドレス衝突検出処理を完了させなければならない。この処理によって古

い親にもその旨が通知される。 
 

これらのステップは以下に記述する章で詳細に記述される。ZED のセキュリティ有

効下でのリジョインは図 2.108 で、セキュリティ無効化でのリジョインは図 2.109
で、ZR のセキュリティ無効下でのリジョインは図 2.110 で説明される。これらの処

理はセキュリティ有効・無効下でのリジョイン(3.2.2.11、3.2.2.12、3.2.2.13、3.6.1.4、
4.6.3 参照)に関する NWK や SEC 章での記述に必ず従わなければならないことに注

意せよ。本節での図は説明の一助のためだけのものである。 
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図 2.108 Portability Message Sequence Chart: ZED Secured Rejoin 

 
図 2.109 Portability Message Sequence Chart: ZED Unsecured Rejoin 
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図 2.110 Portability Message Sequence Chart: ZR Unsecured Rejoin 

 
2.5.5.5.4.2 Description of Operating for Security Verification 

 
MAC アソシエーションに関しては、ZigBee コーディネータルータデバイスは

NLME が NLME-JOIN.indication を発行した時にリジョインしたデバイスの通知を受

ける。アソシエーション通知も同様であるが、セキュリティ有効下のリジョインに

対するデバイスの更新及びキー送信ステップはその類ではない。 
 

フルネットワークオペレーションは以下に記述する認証ステップが実効されるまで

許可されない。 
 

新しくジョイン/リジョインしたノードやその新たな親によってそのノードが当該

ネットワークへの参加を本当に許可されたのかを認証するための測定が行わなけれ

ばならない。ふたつのケースが想定される： 
 

• 一方または他方が本仕様に準拠しおらず、ジョインすべきではなかった。ここで

記述される測定により双方がジョインを無効化できる。 
• 一方または他方が不正なデバイスである。セキュリティが有効な場合、4.6.3.6 で

記述される測定が付加的に行われ認証されていないジョインを無効化する。 
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この認証は既存のコマンドで実行される。以下の 2.5.5.5.4.3 章では、新規の親に対

する Device_annce コマンドの送信を記述する。新規の親は当メッセージや他のメッ

セージが正しいフォーマットであるかどうかや、孤立デバイスに対応するアドレス

を含んでいるかをチェックしなければならない。セキュリティが有効な場合、この

コマンドはネットワークキーで守られ、新規の親は全てのセキュリティプロセスが

正しくなされたことを認証しなければならない。これらのチェックが全て成功した

場合、孤立デバイスはネットワークにジョインできる。失敗した場合には、ジョイ

ンできない。通常はデバイスからのネットワークへジョインしない旨のメッセージ

はネットワークに送信されず、またコマンドも実行されない。それ故、孤立デバイ

スは新規の親からの正しいフォーマットの ZigBee メッセージを少なくとも１回受

け取った場合のみ、ネットワークにジョインできる。セキュリティが有効な場合、

このメッセージはネットワークキーで保護され、全てのセキュリティプロセスは正

しく行わなければならない。もし、メッセージがプロトコルに変換できなければ、

孤立デバイスはネットワークにジョインできない。 
 

2.5.5.5.4.3 Description of Operating for Informing the Rest of the Network 
 

ZigBeeエンドデバイスがリジョイン処理のオーファニングを使用して新規の親にリ

ジョインする場合、3.6.1.98で記述されるアドレス衝突処理を行わなければならない。

Device_annceを受け取った場合、全てのデバイスはPAN内のデバイスの 64 ビット

IEEEアドレスを記録している自身のテーブルの中にDevice_annceメッセージで送ら

れたアドレスがあるかチェックしなければならない。もし見つかった場合には、デ

バイスはNIBのnwkAddressMap属性をDevice_annceに含まれる更新された 16 ビット

NWKアドレスを反映させるために見つかった 64 ビットIEEEアドレスに従い更新す

る。全てのデバイスはNWK NIBのnwkNeighborTableを更新するためにNLME-SET、
NLME-GETプリミティブを使用しなければならない。当デバイスの以前の親は自信

の子としての当デバイスをnwkNeighborTableのRelationshipフィールドの値を”以前

の子”をTableす 0x04 に変更することで除去する。当状態を持つアドレスへのユニキ

ャストメッセージは状態コードが”Target Device Unavailable”であるNLME-NEK-
STATUS.indicationプリミティブを引き起こさなければならない(3.2.2.30 参照)。
nwkUseTreeRoutingがTRUEの場合、アドレス衝突検出機能は無効であり、親デバイ

スはイントラ-PANポータビリティに従い、デバイスを削除したり、異なるIEEEア
ドレスを持つ子に使用されるショートアドレスの再発行をしたりすることはできな

い。一方、nwkUseTreeRoutingがFALSEの場合、アドレス衝突検出機能は有効であ

るが、デバイスは一般にはイントラ-PANポータビリティ処理の間既存のNWKアド

レスを保持する。また、NWKアドレスがイントラ-PANポータビリティ処理の間に

変更された場合、ZDOは当デバイス上で動作するアプリケーションに知られている

IEEEアドレスからショートアドレスへの対応が更新されるように手配しなければな

らない。この動作は必須であるが、それを実現するメカニズムは当使用の範囲外で

ある。 
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2.5.5.5.5 ZigBee エンドデバイス 
 

2.5.5.5.5.1 初期化 
 

実装は表 2.139 に示すスタートアップ関連の IB パラメーターをそのデバイスの望ま

しいスタートアップ時の振る舞いを反映する値にセットしなければならない。特に

IB の apsDesignatedCordinator 属性は FALSE にセットされなければならない。 
 
もしサポートされていれば、コンプレックスディスクリプタ、ユーザーディスクリ

プタ、バインドエントリの 大数および Master キーのための構成要素を与えるよ

う規定されなければならない。これらの要素は:Config_Complex_Descriptor、 
:Config_User_Descriptor、:Config_Max_Bind および:Config_Master_Key に具体化され

なければならない。もしデバイスアプリケーションが NLME-JOIN RxOnWhenIdle
パラメーターを FALSE にセットするのであれば、エンドデバイスは、プライマリ

ファインドキャッシュデバイスを発見してこれに登録し、そしてデバイスとサービ

スの発見情報を成功裏にアップロードするために 2.5.2.1 項で述べる手順を利用しな

ければならない。発見情報をプライマリファインドキャッシュデバイスにアップロ

ードする処理を容易にするため、ローカルデバイスは親のポーリング速度を一時的

に増すことができる。エンドデバイスは、プライマリファインドキャッシュデバイ

スに登録する前に、先立って他のどのプライマリファインドキャッシュデバイスに

も登録されていないことを保証するために、Find Node Cache 要求を利用しなければ

ならない。もしサーバー応答がそのエンドデバイスが以前に登録があることを示し

ていれば、そのエンドデバイスはプライマリファインドキャッシュデバイスのファ

インドキャッシュ情報を更新するか、もしくは以前の登録によるファインドキャッ

シュ情報を取り除き新規に登録しなければならない。 
 
ZigBee エンドデバイスとして開始するには、デバイスアプリケーションは前述のよ

うにセットされたスタートアップパラメーターを用いて 2.5.5.5.6.2 項で述べるスタ

ートアップ手順を実行しなければならない。これは 3.6.1.4.2 項で述べるネットワー

ク再参加の手順か、もしくは 3.6.1.4.1 項で述べる MAC アソシエーションによるネ

ットワーク参加の完全な手順を実行する効果を持つべきである。NLME-
NETWORK-DISCOVERY.request の手順は:Config_NWK_Scan_Attempts 回、それぞ

れ:Config_NWK_Time_btwn_Scans の時間だけ離して実行されなければならない。

NLME-NETWORK-DISCOVERY.request を繰り返す目的は、より正確な近隣リスト

と関係するリンク品質表示を NWK 層に与えるためである。PAN を選択するアルゴ

リズムの規定はプロファイルの記述に委ねられなければならず、これには以下を含

んでも良い: 拡張 PAN ID の使用法、ネットワークの動作モード、PAN 上で識別さ

れる ZigBee ルーターやコーディネーターの同一性、PAN 上の ZigBee ルーターの

ZigBee コーディネーターからの深さ、ZigBee ルーターまたはコーディネーターの

容量、ルーティングコスト、あるいはプロトコルバージョン番号 (これらのパラメ

ーターは NLME-NETWORK-DISCOVERY.confirm とビーコンペイロードにより与え

られる)。 
 
ZigBee エンドデバイスはその時のプロトコルバージョン番号を利用するネットワー

クに参加することができ、後方互換性がデバイスでサポートされていれば、アプリ
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ケーションの管理下で直前のプロトコルバージョン番号を利用するネットワークに

も参加することができる。単一の ZigBee PAN は単一のプロトコルバージョン番号

のみを利用するデバイスから構成されなければならない (同一の PAN 内で異なるプ

ロトコルバージョン番号とフレームフォーマットを利用するデバイスのネットワー

クは許されない)。任意の構成属性:Config_NWK_alt_protocol_version は、デバイス

がその時のプロトコルバージョン番号以外に利用を選択することができるプロトコ

ルバージョン番号を与える。ひとたび ZigBee エンドデバイスが PAN と特定のプロ

トコルバージョン番号を選択すれば、そのデバイスはそのプロトコルバージョン番

号を nwkcProtocolVersion として利用しなければならない。加えて、その ZigBee エ
ンドデバイスは、そのプロトコルバージョン番号を利用する ZigBee 仕様のバージ

ョンによって与えられる、すべてのフレームフォーマットと処理規則を守らなけれ

ばならない。 
 
もしデバイスアプリケーションが NLME-JOIN RxOnWhenIdle パラメーターを

FALSE にセットするのであれば、間接メッセージ要求のためのポーリング速度を

決定するために:Config_NWK_indirectPollRate を使わなければならな

い。:Config_NWK_indirectPollRate はデバイスでサポートされるアプリケーションプ

ロファイルによって規定される値に従ってセットされなければならない。ひとたび

間接メッセージ要求のためのポーリングが開始されれば、もし間接メッセージ要求

の:Config_Parent_Link_Threshold_Retry 回の連続した試行の失敗で親との通信の失敗

が検出されたら、デバイスアプリケーションはネットワーク再参加手順を利用しな

ければならない。 
 
ひとたびエンドデバイスが成功裏にネットワークに参加すれば、デバイスはその

64 ビット IEEE アドレスと 16 ビット NWK アドレスを与えて Device_annce を発行

しなければならない。 
 
ZigBee デバイスオブジェクトによる Initialization 状態の完了と通常の動作状態への

移行の前に、エンドアプリケーションからの EP 1 から EP 240 へ渡る APS プリミテ

ィブ呼び出しが適切なエラーステータス値を返すように保証するような準備がなさ

れなければならない。 
 
もしネットワークがセキュリティ有効であれば、ネットワーク内でエンドデバイス

として機能を開始するために、デバイスはトラストセンターによる認証と NWK 鍵

の成功裏の取得を待たなければならない。トラストセンターの動作の詳細について

は 4.6.2 項を参照。 
 
2.5.5.5.5.2 通常の動作状態 

 
もしデバイスアプリケーションが NLME-JOIN RxOnWhenIdle パラメーターを

FALSE にセットするのであれば、:Config_NWK_indirectPollRate は、通常の動作状

態で間接送信のために親をポールするために使用されなければならない。フラグメ

ント化されたメッセージの受信中、デバイスは一時的にポーリング速度を増すこと

ができ、少なくとも macTransactionPersistenceTime 秒ごとに一回、親をポールする

ことを保証しなければならない。 
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ZigBee エンドデバイスは、2.5.4 項に述べる属性を用いて、そのデバイス自身から

要求されるいかなるデバイス発見もしくはサービス発見操作にも応答しなければな

らない。 
 
もしコマーシャルモードでの動作中にセキュリティが有効であれば、ZigBee エンド

デバイスは:Config_Master_Key をサポートしなければならず、リンク鍵の確立手順

においてマスター鍵を利用しなければならない。安全な通信を要するリモートの送

り先アドレスを提示されたときには、ZigBee エンドデバイスは、リモートデバイス

とのリンク鍵を確立するために APSME-ESTABLISH-KEY.request をサポートし、そ

の要求を送り先に提示するために APSME-ESTABLISH-KEY.indication をサポートし

なければならず、そしてリンク鍵の確立を完了するために APSME-ESTABLISH-
KEY.confirm と APSME-ESTABLISH-KEY.response をサポートしなければならない。

ZigBee エンドデバイスは、安全な通信を要する既知の送り先の Link キーを保存す

る能力を提供しなければならず、Link キーのキー記憶装置を管理しなければならな

い。ZigBee エンドデバイスは、トラストセンターからキーを受領するために

APSME-TRANSPORT-KEY.indication をサポートしなければならない。 
 
もしコマーシャルモードでの動作中にセキュリティが有効であれば、ZigBee エンド

デバイスは、APSME-REQUEST-KEY.request に介して NWK キーの更新をトラスト

センターに要求しなければならない。 
 
ZigBeeエンドデバイスは、他のZigBeeデバイスからのDevice_annceメッセージを処

理しなければならない。nwkUseTreeRoutingがTRUEであるところでDevice_annceを
受けたときには、ZigBeeエンドデバイスは、Device_annceメッセージで与えられた

アドレスとの一致を調べるため、PAN内のデバイスの 64 ビットIEEEアドレスを保

持するすべての内部テーブルをチェックしなければならない。もし一致が検出され

れば、ZigBeeエンドデバイスは、Device_annce9に含まれる更新された 16 ビット

NWKアドレスを反映するように、一致した 64 ビットIEEEアドレスに対応するNIB
のnwkAddressMapを更新しなければならない。 
 
ZigBee エンドデバイスは、NWK 層から送られた NLME-NWK-STATUS.indication を

処理しなければならない。もしエラーコードが 0x09 (Parent Link Failure) に等しけれ

ば、ZED は ZDO で管理されている失敗カウンターを更新する。もし失敗カウンタ

ーの値が:Config_Parent_Link_Retry_Threshold 属性より小さければ、ZED のアプリケ

ーションに依存して、ZED は親ノードとの通信を試行する更なるコマンドの発行を

決定することができる。もし失敗カウンターの値

が:Config_Parent_Link_Retry_Threshold 属性を超えていれば、ZED は再参加処理の開

始を準備しなければならない。リンク失敗を識別するために、実装者はより正確な

時間ウインドウに基づく方式を任意に使用することができることに注意せよ。 
 
再参加処理は MAC アソシエーション処理に非常に似ているが、デバイスは新規の

アソシエーションを受け付けていない親に再参加することを許されている。ZDO
は潜在的な代替の親を検出するために NLME-NETWORK-DISCOVERY.request プリ
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ミティブを使用することができ、そして回復遅延時間と信頼性を 適化するため、

デバイスのビーコンからの以下の情報に基づいて適切な新しい親を選択しなければ

ならない: 
 
・ PAN ID 
・ EPID (拡張 PAN ID) 
・ チャンネル 
・ 信号強度 
・ 潜在的な親がその時にトラストセンターと通信可能であることを示しているか否

か 
・ このデバイスが 近この親もしくはこのネットワークに参加失敗したか否か 

 
ひとたび潜在的な親が選択されれば、ZDO は RejoinNetwork を 0x02 にセットして

NLME-JOIN.request プリミティブを発行しなければならない。 
 
再参加処理の開始時刻は、 後に NLME-JOIN.request プリミティブが送られた時刻

と属性:Config_Rejoin_Interval により決定される。その時とその直前の NLME-
JOIN.request 送出時刻の間隔が:Config_Rejoin_Interval より長い場合に限り、新たな

NLME-JOIN.request プリミティブが送られなければならない。もし一定の回数のリ

トライが行われ (あるいは一定の期間が経過し) いずれも成功しなかったならば、ア

プリケーションは:Config_Rejoin_Interval を徐々に増加することを望むことができ

る。:Config_Rejoin_Interval は:Config_Max_Rejoin_Interval を超えるべきでない。

NLME-JOIN.confirm が成功裏に受け取られたときはいつも、ZDO は失敗カウンター

をゼロに:Config_Rejoin_Interval 属性をその初期値にリセットしなければならない。

既定の初期値と再参加間隔を増加するアルゴリズムの選択はアプリケーションによ

って決定されなければならず、この文書の範囲外である。 
 
もしZigBeeエンドデバイスが再参加処理を用いて新しい親に再参加すれば、デバイ

スは 3.6.1.910項のアドレス衝突処理を完了しなければならない。 
 

ZigBee エンドデバイスは、アプリケーションの管理下で他のアプリケーションオブ

ジェクトからの APSME-AUTHENTICATE.request を生成することができ、他のデバ

イスからの APSME-AUTHENTICATE.indication を処理し応答することができる。

ZigBee エンドデバイスは APSME-AUTHENTICATE.confirm をその要求が処理され

たアプリケーションオブジェクトに与えなければならない。 
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2.5.5.5.6 コミッショニングアプリケーションのサポート 
 

現場での ZigBee デバイスはコミッショニングを必要とするであろうし、そのよう

なコミッショニングを実行するアプリケーションを供給するのは開発者次第であろ

う。異なるベンダーからのアプリケーションは異なった動作をする恐れがあり、そ

れにより異なるベンダーからの ZigBee デバイスが同一のネットワーク上で継ぎ目

なく動作する能力を減じてしまう。この問題に対する部分的な解として、この項で

は ZigBee デバイスの構成パラメーターの共通集合をリストし、デバイスがスター

トアップ時に使用する共通の手順を概説する。この解の他の重要な要素はコミッシ

ョニングのプロトコルと手順の共通集合であるが、これはこの文書の範囲外である。 
 
2.5.5.5.6.1 構成パラメーター 

 
2.5.5.5.6.2項で概説するスタートアップ手順は、デバイスがコミッショニングのす

べての段階を経て適切なZigBeeネットワークに参加し、アプリケーションのデータ

トラフィックを送受信できるように設計されている。バインディングとグループメ

ンバーシップのコミッショニングを含む後段階のコミッショニングは、後の

2.5.5.5.6.3項で簡潔に論ずる。この手順は表2.139にリストしたシステムパラメータ

ーを使用する。 

表2.139 スタートアップパラメーター 
名前 参照 注釈 
nwkExtendedPANID 表 3.43 デバイスが参加しているネットワークの拡張 PAN ID であ

る。もし 0x0000000000000000 の値を保持していれば、デバ

イスはネットワークに接続していない。 
apsDesignatedCoordinator 表 2.24 この二値フラグはデバイスがスタートアップ時に ZigBee コ

ーディネーターになることを仮定するべきか否かを示す。 
apsChannelMask 表 2.24 デバイスが、スタートアップ時のネットワーク生成もしくは

参加の試行が許容されるチャンネルを含むマスクである。 
apsUseExtendedPANID 表 2.24 参加もしくは生成するネットワークの 64 ビット識別子。 

apsUseInsecureJoin 表 2.24 TRUE に既定される、スタートアップ時に安全でない参加の

利用が許されるか否かを示す二値フラグ。 
 

2.5.5.5.6.2 スタートアップ手順 
 

スタートアップ手順は、デバイスの ZigBee ネットワーク機能の管理されたスター

トアップを実行するために 2.5.5.5.6.1 項でリストされたパラメーターを使用する。

この手順はデバイスが再起動するときはいつも実行されるべきであるが、開発者の

裁量においてアプリケーションの管理下で実行することもできる。 
 

デバイスが起動するとき、デバイスはnwkExtendedPANIDの値をチェックするべき

である。もしnwkExtendedPANIDがゼロでない値を保持していれば、デバイスはネ

ットワーク上で動作するのに必要なすべてのネットワークパラメーターを保持して

いると仮定するべきである。デバイスはその時のネットワークパラメーターにチャ

ンネル識別子が存在すると仮定すべきであるが、もしnwkExtendedPANIDが見つか

らなければChannelMaskを通してスキャンする必要があるかもしれないことに注意
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せよ。これが電源障害やプロセッサーリセットにまたがって効果的に機能するため

には、nwkExtendedPANIDは不揮発性記憶装置に配置する必要がある。11

 
もしデバイスがネットワークに接続されていないことを知れば、デバイスは

apsDesignatedCoordinator の値をチェックするべきである。もしこのパラメーターが

TRUE の値を保持していれば、デバイスは 3.6.1.4.1 項で概説するネットワークを開

始する手順に従うべきであり、NLME-NETWORK-FORMATION.request プリミティ

ブの ScanChannels パラメーターに apsChannelMask の値を使用し、もし

apsUseExtendedPANID がゼロでない値を保持していれば nwkExtendedPANID を

apsUseExtendedPANID に与えられた値にセットするべきである。 
 
もしデバイスが指定されたコーディネーターでなく apsUseExtendedPANID がゼロで

ない値を保持していれば、デバイスは apsUseExtendedPANID に指定されたネットワ

ークに再参加を試みるべきである。これを行うため、デバイスは、ExtendedPANID 
パラメーターが apsUseExtendedPANID の値に等しく、ScanChannels パラメーターが

apsChannelMask 構成パラメーターの値に等しい NLME-JOIN.request を使用するべき

である。NLME-JOIN.request プリミティブの RejoinNetwork パラメーターは、再参

加を示す 0x02 の値を保持するべきである。 
 

もしネットワーク再参加の試行が失敗し、そして AIB の apsUseInsecureJoin 属性が

TRUE の値を保持しているならば、デバイスはネットワークに参加するために

apsChannelMask を用いて ScanChannels マスクが要求するあらゆる場所において

3.6.1.4.1 項で概説される手順に従うべきである。もし apsUseExtendedPANID がゼロ

でない値を保持していれば、デバイスは指定されたネットワークのみに参加するべ

きであり、そのネットワークがアクセス不能であることがわかればこの手順は失敗

するべきである。もし apsUseExtendedPANID が 0x0000000000000000 に等しければ、

デバイスは も利用可能なネットワークに参加するべきである。 
 

2.5.5.5.6.3 更なるコミッショニング 
 

ひとたびデバイスがネットワークに載りネットワーク上の他のデバイスと安全な方

法で通信が可能になれば他のコミッショニングが可能となる。コミッショニングに

従う他の項目は表 2.140 に示す。 

 
表2.140 追加のコミッショニングパラメーター 

名前 参照 注釈 
apsBindingTable 表2.24 このデバイスのバインディングテーブル。バインディングは、

アプリケーションが自身から発するフレームの受信者アドレス

情報を管理することなく動作することができるという意味で、

関心の分離を提供する。この情報は、デバイスの主アプリケー

ションが一切知ることなく、コミッショニング時に入力するこ

とができる。 
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表2.140 追加のコミッショニングパラメーター 
名前 参照 注釈 
nwkGroupIDTable 表3.43 コミッショニングアプリケーションは、このテーブルにアクセ

スすることにより、デバイスのグループメンバーシップとエン

ドポイントの管理が可能であるべきである。 
nwkSecurityMaterialSet 表4.2 この集合はネットワークキー要素を含んでおり、これはコミッ

ショニングアプリケーションからアクセス可能であるべきであ

る。 
apsDeviceKeyPairSet 表4.28 デバイスのキーペア集合にはトラストセンターのMasterキーを

含んでおり、これはコミッショニングアプリケーションからア

クセス可能であるべきである。 
apsTrustCenterAddress 表4.28 トラストセンターのIEEEアドレス。 
nwkShortAddress 表3.43 コミッショニングアプリケーションは、結果的に発生し得るア

ドレスの衝突が3.6.1.9項で述べるアドレス衝突解決に従う限

り、デバイスのネットワークショートアドレスをセットするこ

とができる。 
 

2.5.5.6 デバイス／サービスディスカバリ 
 

デバイス／サービスディスカバリ関数サポート: 
 
- デバイスディスカバリ 
- サービスディスカバリ 
 
デバイス管理は、ZigBee デバイスプロファイル（clause2.4 を参照）を備えた上記の

機能を行なう。 
 

2.5.5.6.1 Optional and Mandatory Attributes Within Device and Service Discovery 
 

All of the request attributes within the Device and Service Discovery Object are 
optional for all ZigBee logical device types. The responses listed in Table 2.141 as 
mandatory are mandatory for all ZigBee logical device types, and the responses 
listed as optional are optional for all ZigBee logical device types. See clause 2.4 
for a description of any of these attributes. 
 

表 2.141 Device and Service Discovery Attributes 
Attribute M/O Type 

NWK_addr_req O Public 
NWK_addr_rsp M Public 
IEEE_addr_req O Public 
IEEE_addr_rsp M Public 
Node_Desc_req O Public 
Node_Desc_rsp M Public 
Power_Desc_req O Public 
Power_Desc_rsp M Public 
Simple_Desc_req O Public 
Simple_Desc_rsp M Public 
Active_EP_req O Public 
Active_EP_rsp M Public 
Match_Desc_req O Public 
Match_Desc_rsp M Public 
Complex_Desc_req O Public 
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表 2.141 Device and Service Discovery Attributes 
Attribute M/O Type 

Complex_Desc_rsp O Public 
User_Desc_req O Public 
User_Desc_rsp O Public 
Device_annce M Public 
User_Desc_set O Public 
User_Desc_conf O Public 
System_Server_Discovery_req O Public 
System_Server_Discovery_rsp O Public 
Discovery_Cache_req O Public 
Discovery_Cache_rsp O Public 
Discovery_store_req O Public 
Discovery_store_rsp O Public 
Node_Desc_store_req O Public 
Node_Desc_store_rsp O Public 
Power_Desc_store_req O Public 
Power_Desc_store_rsp O Public 
Active_EP_store_req O Public 
Active_EP_store_rsp O Public 
Simple_Desc_store_req O Public 
Simple_Desc_store_rsp O Public 
Remove_node_cache_req O Public 
Remove_node_cache_rsp O Public 
Find_node_cache_req O Public 
Find_node_cache_rsp O Public 

 
2.5.5.7 セキュリティマネージャ 

 
この機能は、セキュリティを可能にするか無効にするかを決定し、もし可能にした

場合、以下の操作を行なうか否かを決める： 
 
・ キーの確立 
・ キーの転送 
・ 認証（Authentication） 

 
2.5.5.7.1 セキュリティマネージャ内のオプション/必須アトリビュート 
 
セキュリティマネージャはそれ自身、すべての ZigBee デバイスタイプのためのオ

プションオブジェクトである。セキュリティマネージャが存在している場合、すべ

てのリクエスト及びレスポンスは、すべての ZigBee デバイスタイプで必須なもの

となっている。セキュリティマネージャが存在しない場合、セキュリティマネージ

ャの中のアトリビュートのどれも、ZigBee 論理デバイスタイプには存在しない。表

2.142 にリストされた基本のうちのいずれかの記述に関しては、clause2.4 を参照す

る。 
 

表 2.142 セキュリティマネージャアトリビュート 
Attribute M/O Type 

APSME-ESTABLISH-KEY.request O Public 
APSME-ESTABLISH-KEY.response O Public 
APSME-ESTABLISH-KEY.indication O Public 
APSME-ESTABLISH-KEY.confirm O Public 
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表 2.142 セキュリティマネージャアトリビュート 
Attribute M/O Type 

APSME-TRANSPORT-KEY.request O Public 
APSME-TRANSPORT-KEY.indication O Public 
APSME-UPDATE-DEVICE.request O Public 
APSME-UPDATE-DEVICE.indication O Public 
APSME-REMOVE-DEVICE.request O Public 
APSME-REMOVE-DEVICE.indication O Public 
APSME-REQUEST-KEY.request O Public 
APSME-REQUEST-KEY.indication O Public 
APSME-SWITCH-KEY.request O Public 
APSME-SWITCH-KEY.indication O Public 
APSME-AUTHENTICATE.request O Private 
APSME-AUTHENTICATE.indication O Private 
APSME-AUTHENTICATE.confirm O Private 

 
2.5.5.8 バインディングマネージャ 
 
バインディングマネージャ機能は、下記をサポートする: 
 
- エンドデバイス バインディング 
- バインドとアンバインド 
ZigBee デバイスプロファイルのコマンドにより上記の機能を実行するバインディン

グマネージャは、APSME-SAP プリミティブを、コミット/リムーブ バインディン

グテーブルエントリに追加する。これは、命令が ZigBee コーディネータ、ルータ

又はバインディングテーブルをサポートしたエンドデバイスに到着した時点で行わ

れる。 
 

2.5.5.8.1 バインディングマネージャ内のオプション/必須アトリビュート 
 

バインディングマネージャはすべての ZigBee デバイスタイプのためのオプション

オブジェクトである。 
 
バインディングマネージャが存在している場合、リクエストはすべての ZigBee 論
理デバイスタイプでオプションである。さらに、レスポンスは、ZigBee コーディネ

ータ上でサポートされるものとする。あるいは、レスポンスは、それらのデバイス

上で保持されたバインディングテーブルエントリーのためのソースアドレスに相当

する ZigBee ルータおよび ZigBee エンドデバイス上でサポートされるものとする。 
 
バインディンマネージャが存在していない場合、ZigBee 論理デバイスタイプに向け

たすべてのリクエストとレスポンスは、サポートされるとは限らない。表 2.143 は

バインディングマネージャアトリビュートをまとめたものである。 
 

表 2.143 バインディングマネージャアトリビュート 
Attribute M/O Type 

End_Device_Bind_req O Public 
End_Device_Bind_rsp O Public 
Bind_req O Public 
Bind_rsp O Public 
Unbind_req O Public 
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表 2.143 バインディングマネージャアトリビュート 
Attribute M/O Type 

Unbind_rsp O Public 
Bind_Register_req O Public 
Bind_Register_rsp O Public 
Replace_Device_req O Public 
Replace_Device_rsp O Public 
Store_Bkup_Bind_Entry_req O Public 
Store_Bkup_Bind_Entry_rsp O Public 
Remove_Bkup_Bind_req O Public 
Remove_Bkup_Bind_rsp O Public 
Backup_Bind_Table_req O Public 
Backup_Bind_Table_rsp O Public 
Recover_Bind_Table_req O Public 
Recover_Bind_Table_rsp O Public 
Backup_Source_Bind_req O Public 
Backup_Source_Bind_rsp O Public 
Recover_Source_Bind_req O Public 
Recover_Source_Bind_rsp O Public 
APSME-BIND.request O Private 
APSME-BIND.confirm O Private 
APSME-UNBIND.request O Private 
APSME-UNBIND.confirm O Private 

 
2.5.5.9 ネットワークマネージャ  

 
ネットワーク管理機能は、以下をサポートする。 

 
・ ネットワークディスカバリ  
・ ネットワークの生成  
・ 接続(Association)の許可/否認  
・ 接続(Association)及び切断(Disassociation)  
・ ルートディスカバリ  
・ ネットワークリセット  
・ 無線受信器状態のイネーブル/ディセーブル  
・ ネットワーク管理情報ブロック(Information Block)データの取得及び設定  
・ 干渉の検出と報告 
・ もし、特定のノードが NLME_SAP プリミティブ(3 章参照)と共に上記の機能を

実行する PAN ネットワークマネージメント全体のためのネットワークマネー

ジャとして特定されるとき、ネットワークの干渉報告の受け付け、ネットワー

クチャネルを変更する。 
 

2.5.5.9.1 ネットワークマネージャのオプション属性と必須属性  
 

ネットワークマネージャはすべての ZigBee デバイスタイプにおいて必須オブジェ

クトである。  
 

ネットワークディスカバリと Get/Set 属性（リクエスト、コンファーム共に）は、

すべての ZigBee 論理デバイスタイプで必須である。  
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ZigBee 論理デバイスタイプが ZigBee コーディネータである場合、NWK Formation 
request 及び confirm、NWK Leave request、NWK Leave indication、NWK Leave 
confirm、NWK Join indication、NWK Permit Joining request、及び NWK Permit Joining 
confirm はサポートされる。NWK Direct Join request、 NWK Direct Join confirm、 
NWK Route Discovery request 及び NWK Route Discovery confirm はサポートを許され

る。 NWK Join request 及び NWK Join confirm はサポートされない。 
 

ZigBee 論理デバイスタイプが ZigBee ルータである場合、NWK  Formation  request 
及び confirm はサポートされない。  さらに、NWK Start Router request、NWK Start 
Router confirm、NWK Join request、NWK Join confirm、NWK Join indication、NWK 
Leave request、NWK Leave confirm、NWK Leave indication、NWK Permit Joining 
request 及び NWK Permit Joining confirm はサポートされる。 NWK Direct Join request、
NWK Direct Join confirm、NWK Route Discovery request 及び NWK Route Discovery 
confirm はサポートを許される。 

 
ZigBee 論理デバイスタイプが ZigBee エンドデバイスである場合、NWK Formation 
request 及び confirm、NWK Start Router request 及び confirm はサポートされない。さ

らに、NWK Join indication 及び NWK Permit Joining request もサポートされない。

NWK Join requrst、NWK Join confirm、NWK Leave request、NWK Leave indication、
NWK Leave confirm はサポートされる。  
すべての ZigBee 論理デバイスタイプにおいて、NWK  Sync  request、
indication,confirm と、NWK  Reset request、confirm に加え、NWK route discovery 
request と confirm はオプションとなる。Table 2.144 はネットワークマネジャーの属

性の要約である。Table 2.144 にリストされたプリミティブについては 3 章参照。  
 

すべての ZigBee 論理デバイスタイプにおいて、NWK Network Status indication の受

信はサポートされるが、仕様のこのバージョンの中においてはどのようなアクショ

ンも要求されていない。 
 

表 2.144 ネットワークマネージャの属性 
Attribute M/O Type 

NLME-GET.request  M Private 
NLME-GET.confirm  M Private 
NLME-SET.request  M Private 
NLME-SET.confirm  M Private 
NLME-NETWORK-DISCOVERY.request  M Private 
NLME-NETWORK-DISCOVERY.confirm  M Private 
NLME-NETWORK-FORMATION.request  O Private 
NLME-NETWORK-FORMATION.confirm  O Private 
NLME-START-ROUTER.request  O Private 
NLME-START-ROUTER.confirm  O Private 
NLME-JOIN.request  O Private 
NLME-JOIN.confirm  O Private 
NLME_JOIN.indication  O Private 
NLME-PERMIT-JOINING  O Public 
NLME-PERMIT-JOINING.confirm  O Public 
NLME-DIRECT-JOIN.request  O Public 
NLME-DIRECT-JOIN.confirm   O Public 
NLME_LEAVE.request  M Public 
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表 2.144 ネットワークマネージャの属性 
Attribute M/O Type 

NLME-LEAVE.confirm  M Public 
NLME_LEAVE.indication  M Public 
NLME-RESET.request  O Private 
NLME-RESET.confirm  O Private 
NLME-SYNC.request  O Public 
NLME-SYNC.indication   O Public 
NLME-SYNC.confirm  O Public 
NLME-NWK-STATUS.indication   M Private 
NLME-ROUTE-DISCOVERY.request   O Public 
NLME-ROUTE-DISCOVERY.confirm   O Private 
NLME-ED-SCAN.request  O Private 
NLME-ED-SCAN.confirm  O Private 
NLME-START-BACKOFF.request  O Private 

 
ネットワークの中のシングルデバイスは、ネットワークチャネルマネージャになる

ことができる。ネットワークチャネルマネージャの操作は、付録 E の中で記載され

ている。ネットワーク中の他の全てのデバイスは、付録 E に従いメッセージ配信障

害の追跡や干渉の報告をすることについて責任がある。 
 

2.5.5.10 ノードマネージャ  
 

ノードマネージャは管理機能へのリクエストやレスポンスをサポートする。  これ

らのマネージメント機能は、リクエストを受信したデバイスの動作状態を外部のデ

バイスに見えるようにするだけである。  
 
2.5.5.10.1 ノードマネージャのオプション属性と必須属性  

 
ノードマネージャはすべての ZigBee デバイスタイプにおいてオプションオブジェ

クトである。ノードマネージャオブジェクトが存在する場合、ノードマネージャ内

のすべてのリクエスト/レスポンス属性はオプションである。表 2.145 はノードマネ

ージャの属性の要約である。これらの属性に関しては 2.4 節 参照。  
 

表 2.145 ノードマネージャの属性 
Attribute M/O Type 

Mgmt_NWK_Disc_req  O Public 
Mgmt_NWK_Disc_rsp  O Public 
Mgmt_Lqi_req  O Public 
Mgmt_Lqi_rsp  O Public 
Mgmt_Rtg_req  O Public 
Mgmt_Rtg_rsp  O Public 
Mgmt_Bind_req  O Public 
Mgmt_Bind_rsp  O Public 
Mgmt_Leave_req  O Public 
Mgmt_Leave_rsp  O Public 
Mgmt_Direct_Join_req  O Public 
Mgmt_Direct_Join_rsp  O Public 
Mgmt_Permit_Joining_req   O Public 
Mgmt_Permit_Joining_rsp   O Public 
Mgmt_Cache_req   O Public 
Mgmt_Cache_rsp  O Public 
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表 2.145 ノードマネージャの属性 
Attribute M/O Type 

Mgmt_NWK_Update_req  O Private 
Mgmt_NWK_Update_notify O Private 

 
2.5.5.11 グループマネジャー 

 
グループマネジャーは、グループの中にアプリケーションオブジェクトを含むか、

アプリケーションオブジェクトをグループから取り除く能力をサポートする。 グ
ループマネージメント機能はローカルデバイスの中でアプリケーションオブジェク

トにだけ作用する。 他のデバイス上のグループを管理するメカニズムは本ドキュ

メントの範囲外である。 
 

2.5.5.11.1 グループマネジャーのオプション属性と必須属性  
 

グループマネジャーはすべての ZigBee デバイスタイプのためのオプションのオブ

ジェクトである。 グループマネジャーオブジェクトが存在するならば、グループ

マネジャーの中のすべての要求と応答の属性もまたオプションである。 表 2.146 は
グループマネジャー属性の要約である。 
これらの属性に関しては 2.4 章を参照。 

 
表 2.146 グループマネジャー属性 
Attribute M/O Type 

APSME-ADD-GROUP.request  O Public 
APSME-ADD-GROUP.confirm  O Public 
APSME-REMOVE-GROUP.request  O Public 
ASPME-REMOVE-GROUP.confirm  O Public 
APSME-REMOVE-ALL-GROUPS.request O Public 
APSME-REMOVE-ALL-GROUPS.confirm O Public 
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2.5.6 コンフィグレーション属性  
 

この属性は、デバイスのコンフィグレーション属性として使用される必須あるいは

オプション属性を示すために用いられる。 
 

表 2.147 コンフィグレーション属性 
Attribute M/O Type 

:Config_Node_Descriptor  M Public 
:Config_Power_Descriptor  M Public 
:Config_Simple_Descriptors  M Public 
:Config_NWK_Scan_Attempts  M Private 
:Config_NWK_Time_btwn_Scans  M Private 
:Config_Complex_Descriptor  O Public 
:Config_User_Descriptor  O Public 
:Config_Max_Bind  O Private 
:Config_Master_Key  O Private 
:Config_EndDev_Bind_Timeout  O Private 
:Config_Permit_Join_Duration  O Public 
:Config_NWK_Security_Level  O Private 
:Config_NWK_Secure_All_Frames  O Private 
:Config_NWK_Leave_removeChildren   O Private 
:Config_NWK_BroadcastDeliveryTime   O Private 
:Config_NWK_TransactionPersistenceTime   O Private 
:Config_NWK_indirectPollRate   O Private 
:Config_Max_Assoc   O Private 
:Config_NWK_Join_Direct_Addrs   O Public 
:Config_Parent_Link_Retry_Threshold    O Public 
:Config_Rejoin_Interval   O Public 
:Config_Max_Rejoin_Interval   O Public 

 
2.5.6.1 コンフィグレーション属性の定義  

 
表 2.148 コンフィグレーション属性の定義 

属性 説明 いつ更新されるか 
:Config_Node_Descriptor  このデバイスの  

ノードディスクリプ

タの内容（2.3.2.3 参
照）  

:Config_Node_Descriptor はアプリ

ケーションが 初にロードされ、

ディスクリプタが生成された時

点、あるいは、デバイスがネット

ワーク内で機能し始める前にコミ

ッショニングツールによって初期

化された時点で更新される。サー

ビスディスカバリにおいて、外部

デバイスからのノード機能問合せ

に対する応答のために使用され

る。  
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表 2.148 コンフィグレーション属性の定義 
属性 説明 いつ更新されるか 

:Config_Power_Descriptor  このデバイスの  
パワーディスクリプ

タの内容（2.3.2.4 参
照）  

:Config_Power_Descriptor  はアプ

リケーションが 初にロードさ

れ、ディスクリプタが生成された

時点、あるいは、デバイスがネッ

トワーク内で機能し始める前にコ

ミッショニングツールによって初

期化された時点で更新される。サ

ービスディスカバリにおいて、外

部デバイスからのノード電力機能

問合せに対する応答のために使用

される。  
:Config_Simple_Descriptors  このデバイスの個々

のアクティブエンド

ポイントのシンプル 
ディスクリプタの内

容 
（2.3.2.5 参照）  

:Config_Simple_Descriptors   は ア
プリケーションが 初にロードさ

れ、ディスクリプタが生成された

時点で更新され、「読取専用」と

して扱われる。Simple  ディスク

リプタは、サービスディスカバリ

において、外部デバイスからのイ

ンタフェース機能問合せに対する

応答のために使用される。  
:Config_NWK_Scan_Attempts  整 数 値 で 、 ど の 

ZigBee コーディネー

タあるいはルータと

関連付けられるかを

NWK Layer が決定す

る前に実施するスキ

ャンの回数を表す

(2.5.5.5 参照)。  
このアトリビュート

は、デフォルト値は 
5 であり、1 から 255 
の値をとる。 

:Config_NWK_Scan_Attempts は、

ZDO に含まれ、ルータあるいは

エ ン ド デ バ イ ス が NLME-
NETWORK-DISCOVERY. request 
プリミティブをよびだす回数を示

す。  

:Config_NWK_Time_btwn_Scans  整数値で、 
:Config_NWK_Scan_
Attempts で記述され

た NWK ディスカバ

リが実行される間隔

を秒単位で示す 
(2.5.5.5 参照)。  
デフォルト値は、

100(ミリ秒)であり、

1 から 65535(ミリ秒) 
の値をとる。 

:Config_NWK_Time_btwn_Scans は
ZDO に 含 ま れ 、
NLME_NETWORK_DISCOVERY. 
request の実行間隔を示す。  
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表 2.148 コンフィグレーション属性の定義 
属性 説明 いつ更新されるか 

:Config_Complex_Descriptor  (オプションで )コン

プレックス ディスク

リプタの記述 
(2.3.2.6 参照)。 

:Config_Complex_Descriptor  はア

プリケーションが 初にロードさ

れ、ディスクリプタが生成された

時点、あるいは、デバイスがネッ

トワーク内で機能し始める前にコ

ミッショニングツールによって初

期化された時点で更新される。サ

ービスディスカバリにおいて、外

部デバイスからのデバイス拡張機

能問合せに対する応答のために使

用される。 
:Config_User_Descriptor  (オプションで )ユー

ザディスクリプタの

記述(2.3.2.7 参照)。  

:Config_User_Descriptor  はアプリ

ケーションが 初にロードされ、

ディスクリプタが生成された時

点、あるいは、デバイスがネット

ワーク内で機能し始める前にコミ

ッショニングツールによって初期

化された時点で更新される。サー

ビスディスカバリにおいて、外部

デバイスからの記述可能なキャラ

クタ文字列の問合せに対する応答

のために使用される。  
:Config_Max_Bind  許可されたバインデ

ィングエントリの

大数を示す定数。  

:Config_Max_Bind は、サポートさ

れる Binding Table エントリの

大数を示す。  
:Config_Master_Key  Master キー はセキュ

リティ機能が有効な

ときに使用される 
(第 4 章参照)。 

:Config_User_Descriptor  はアプリ

ケーションが 初にロードされ、

ディスクリプタが生成された時

点、あるいは、デバイスがネット

ワーク内で機能し始める前にコミ

ッショニングツールによって初期

化された時点で更新される。セキ

ュリティ機能がサポートされてお

り且つ有効なときにデバイス上の

セキュリティ処理において使用さ

れる。 
:Config_EndDev_Bind_Timeout  End Device Binding に

おけるタイムアウト

値(秒) (2.4.3.2 参照) 

:Config_EndDev_Bind_Timeout
は、ZigBee  コーディネータ上で

のみ使用され、時間内にエンドデ

バイスバインドリクエストを受け

取ることができるタイムアウトウ

インドウを決定するために使用さ

れる。 
:Config_Permit_Join_Duration  NLME_PERMIT_JOI

NING.request により

セットされる  Permit  
Join Duration の値 
(第 3 章参照)。  

:Config_Permit_Join_Duration のデ

フォルト値は、0x00  であるが、

この値はプロファイルの要求する

仕様に応じた値をとることができ

る。  
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表 2.148 コンフィグレーション属性の定義 
属性 説明 いつ更新されるか 

:Config_NWK_Security_Level  ネットワークのセキ

ュリティレベル 
(第 3 章参照)  

このアトリビュートは、トラスト

センターでのみ使用され、ネット

ワークのセキュリティレベルの設

定のために使われる。  
:Config_NWK_Secure_All_Frames  ネットワークフレー

ムがセキュアなとき

に有効 (第 3 章 参照) 

このアトリビュートは、トラスト

センターでのみ使用され、ネット

ワークレイヤーセキュリティがネ

ットワークのすべてのフレームに

適用されるかどうかを決めるため

に使われる。 
:Config_NWK_Leave_removeChildren デ バ イ ス が 、

NLME_LEAVE (第  3 
章 参照) を使用して

ネットワークからの

離脱を求められたと

き、子デバイスを切

り離すかどうかのポ

リシーを設定する。 

このパラメータのセットポリシー

は、Stack Profile で見ることがで

きる  

:Config_NWK_BroadcastDeliveryTime 表 3.57 参照  このコンフィグレーションアトリ

ビュートの値は、Stack Profile で
決定される。  

:Config_NWK_Transaction 
PersistenceTime 

表 3.44 参照。  
この属性は ZigBee コ
ーディネータとルー

タで必須であるが、

ZigBee エンドデバイ

スでは使用されな

い。 

このコンフィグレーションアトリ

ビュートの値は、Stack Profile で
決定される。 

:Config_NWK_Alt_protocol_version 
は、ZigBee ルータと ZigBee エン

ドデバイスが、ZigBee 仕様の以前

のバージョンを用いる発見された

ネットワークに参加することを許

可する； このパラメータはオプ

ションなので、デバイスは、ま

た、ZigBee 仕様の現在のバージョ

ンだけを必要としているこの属性

を省略して作成されるかもしれな

い； この属性は、現在の仕様だ

けに含まれているまたは、デバイ

ス中のコードサイズが制限される

ことが、ある機能で要求されるよ

うな場合に省略されるだろう。 

:Config_NWK_Alt_protocol_version   デバイスが参加する 
PAN の中で用いるこ

とを決めるかもしれ

ない現在のプロトコ

ルバージョン番号以

外のプロトコルバー

ジョン番号のリスト

を設定する。 この属

性は ZigBee ルータま

たはエンドデバイス

にだけ適用可能であ

る。 リストの中のプ

ロトコルバージョン

番号は ZigBee 仕様の

より古いバージョン

を参照しなければな

らない。 
:Config_NWK_indirectPollRate 親から間接的にトラ

ンスミッションメッ

セージを要求するた

めにデバイスにミリ

セカンドでポール間

隔を設定する。 

このコンフィグレーション属性の

値は、デバイス上に展開されたア

プリケーションプロファイルによ

って確立される。 
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表 2.148 コンフィグレーション属性の定義 
属性 説明 いつ更新されるか 

:Config_Max_Assoc   ルータ、エンドデバ

イスまたは両方と

も、親ルータまた

は、コーディネータ

への接続許可する

大値を設定する。 

このコンフィグレーション属性の

値はデバイスで使用中のスタック

プロファイルによって設定され

る。いくつかのスタックプロファ

イルでは、接続 大数は、ルータ

接続とエンドデバイス接続のため

に個別の 大値に備える範囲を持

つかも知れないことに注意。 
:Config_NWK_Join_Direct_Addrs 
は、ZigBee コーディネーターまた

はルータが、直接参加するアドレ

スのリストによって前設定される

ことを許可する。 

:Config_NWK_Join_Direct_Addrs   以下のフィールドか

ら成る： 
DeviceAddress - 直接

参加するデバイスの

た めの  64 ビ ット

IEEE アドレス 
CapabilityInformation - 
直接参加するデバイ

スの機能を操作する 
Master キー - セキュ

リティが有効なら

ば、この新規デバイ

ス(表 4.37 を参照)の
ためのキーペアのデ

ィスクリプタの中の

使用のための Master
キー 
詳細は  3.2.2.14 を参

照。 
:Config_Parent_Link_Retry_ 
Threshold 

親リンク (2.5.5.5.5.2 
を参照)のために、リ

ンクリトライ閾値を

含む。 

:Config_Parent_Link_Retry_Thresho
ld はアプリケーションが 初にロ

ードされるときまたは、コミッシ

ョニングツールで初期化されると

きに作成される。ZED が、再参加

プロセスを開始する前に、親ルー

タと接続するために何回リトライ

するべきであるか決めるために使

用される。 
:Config_Rejoin_Interval   再参加間隔の内容

(2.5.5.5.5.2 を参照)。 
:Config_Rejoin_Interval は、アプリ

ケーションが 初にロードされる

ときまたは、コミッショニングツ

ールで初期化される時に作成され

る。ZED が、どれぐらいの頻度で

再参加プロセスを開始するべきで

あるか決めるために使用される。
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表 2.148 コンフィグレーション属性の定義 
属性 説明 いつ更新されるか 

:Config_Max_Rejoin_Interval   再参加 大間隔の内

容 (2.5.5.5.5.2 を 参

照)。 

:Config_MAX_Rejoin_Interval はア

プリケーションが 初にロードさ

れるときまたは、コミッショニン

グツールで初期化されるときに作

成される。 ZED が、それは、以

下のために許された 大値を設定

するために、ZED によって使用さ

れ る ： 再 参 加 手 順 の 間 の 
Config_Rejoin_Interval のために許

される 大値を設定するため使用

される。 
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3 章 

 
NETWORK SPECIFICATION 

ネットワーク仕様 
 

3.1 一般解説 
 

3.1.1 ネットワーク(NWK)層概要 
 

ネットワーク層では、IEEE 802.15.4-2003 MAC サブレイヤの正確な動作を確保する

機能と、アプリケーション層に適切なサービスインターフェースを提供する必要が

ある。アプリケーション層とインターフェースするために、ネットワーク層では概

念として、必要な機能を提供するふたつのサービスエンティティを備えている。こ

れらのサービスエンティティとは、データサービスと管理サービスである。NWK
層データエンティティ（NLDE）は、関連する SAP（NLDE-SAP）を介してデータ

送受信サービスを提供し、NWK 層管理エンティティ（NLME）は、関連する SAP
（NLDE-SAP）を介して管理サービスを提供する。NLME は管理タスクのいくつか

を遂行するために NLDE を利用し、またネットワーク情報ベース(Network 
Information Base NIB)として知られる管理されたオブジェクトのデータベースの保

守も行なう。 
 
3.1.1.1 ネットワーク層データエンティティ(NLDE) 
 
NLDE は、アプリケーションに対して、ふたつ以上のデバイス間においてアプリケ

ーションプロトコルデータユニット（APDU）のトランスポートを可能にするサー

ビスを提供する。それらデバイス自体は同一ネットワーク上に存在する必要がある。 
 
以下のサービスが NLDE で提供される： 
 
• ネットワークレベル PDU（NPDU）の生成：NLDE は、適切なプロトコルヘッ

ダを追加することで、アプリケーションサポートサブレイヤ PDU から NPDU
を生成することができる。 

• トポロジ固有のルーティング：NLDE は、通信の 終宛先であるデバイス、も

しくは 終宛先方向に向けた転送チェーンにおけるの次のステップであるデバ

イスに NPDU を送信することができる。 
• セキュリティ：送信の認証性、機密性の両方を確保する能力。 

 
3.1.1.2 ネットワーク層管理エンティティ(NLME) 
 
NLME は、アプリケーションがスタックとやりとりできるようにするサービスを提

供する。 
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以下のサービスが NLME で提供される： 
 
• 新規デバイスの設定：これはスタックを動作上の必要に応じて設定する機能で

ある。設定オプションには、ZigBee コーディネータとしての動作の開始や既存

のネットワークへの加入も含まれる。 
• ネットワークの開始：これは新規ネットワークを確立する機能である。 
• ネットワークへの加入、再加入、離脱：これはネットワークへの加入、再加入、

ネットワークからの離脱をする機能である。また ZigBee コーディネータや

ZigBee ルータが、デバイスにネットワークから離脱するよう要求する機能も含

まれる。 
• アドレッシング：これは ZigBee コーディネータおよびルータが、ネットワーク

に加入しようとするデバイスにアドレスを割当てる機能である。 
• ネイバディスカバリ：これはあるデバイスの 1 ホップ隣接デバイスに付随する

情報を発見、記録、報告する機能である。 
• ルートディスカバリ：これはネットワークを通してパス経路を発見、記録する

機能で、これによりメッセージが効果的にルートされる。 
• 受信制御：これはデバイスが MAC サブレイヤ同期化または直接受信をイネー

ブルにして、いつどのくらいの期間、受信側をアクティブにするかを制御する

機能である。 
• ルーティング：これはネットワーク内で効果的にデータ交換を行なうために、

異なるルーティングメカニズム、例えばユニキャスト、ブロードキャスト、マ

ルチキャスト、多対一などを使用する機能である。 
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3.2 サービス仕様 
 

図 3.1 は、NWK 層の構成およびインターフェースを表している。 
 
NWK 層ではふたつのサービスを提供していて、それらはふたつのサービスアクセ

スポイント（SAP）を通じてアクセスされる。ひとつは NWK 層データエンティテ

ィ SAP（NLDE-SAP）を通じてアクセスされる NWK データサービス、もう一つは

NWK 層管理エンティティ SAP（NLME-SAP）を通じてアクセスされる NWK 管理

サービスである。これらふたつのサービスは、アプリケーションと MAC サブレイ

ヤの間のインターフェースを、MCPS-SAP インターフェースと MLME-SAP インタ

ーフェースを介して提供している（[B1]参照）。また、これらの外部インターフェ

ースに加え、NLME と NLDE のあいだには NLME の NWK データサービス使用を

可能にする暗黙的なインターフェースも存在する。 
 
 

 

次上位層エンティティ 

MAC サブレイヤエンティティ 

図 3.1 NWK 層レファレンスモデル 
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3.2.1 NWK データサービス 
 
NWK 層データエンティティ SAP（NLDE-SAP）は、ピアアプリケーションエンテ

ィティ間においてアプリケーションプロトコルデータユニット（APDU）のトラン

スポートをサポートしている。表 3.1 に NLDE-SAP がサポートするプリミティブと

それらが解説されている本書での部分をリストする。 
 

表 3.1 NLDE-SAP プリミティブ 
NLDE-SAP プリミティブ Request (要求) Confirm (確認) Indication (通知) 

NLDE-DATA 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3
 
3.2.1.1 NLDE-DATA.request 
 
このプリミティブは、ローカル APS サブレイヤエンティティからひとつまたは複

数のピアサブレイヤエンティティへのデータ PDU（NSDU）の送信を要求する。 
 
3.2.1.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLDE-DATA.request     { 
        DstAddrMode, 
        DstAddr, 
        NsduLength, 
        Nsdu, 
        NsduHandle, 
        Radius, 
        NonmemberRadius, 
        DiscoverRoute, 
        SecurityEnable 
        } 
 
表 3.2 に NLDE-DATA.request プリミティブのパラメータを解説する。 

 
表 3.2 NLDE-DATA.request パラメータ 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
DstAddrMode 
(宛先アドレス 
モード) 
 

整数 0x01 または 0x02 DstAddr パラメータで与えられる宛先

アドレスのタイプ。次のふたつの値の

うちのどちらかとなる。 
0x01 = 16 ﾋﾞｯﾄﾏﾙﾁｷｬｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟｱﾄﾞﾚｽ 
0x02 = ﾃﾞﾊﾞｲｽの 16 ﾋﾞｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽ 

または 16 ﾋﾞｯﾄﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄｱﾄﾞﾚｽ

DstAddr 
(宛先アドレス) 

16 ビット 
アドレス 

0x0000 - 0x0fff 宛先アドレス 
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表 3.2 NLDE-DATA.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

NsduLength 
(Nsdu 長) 

整数 aMaxMACFrameSize- 
(nwkcMACFrame 

Overhead+ 
nwkcMinHeader 

Overhead) 

転送される NSDU を含むオクテット

数 。 こ れ は IEEE802.15.4 仕 様 の

aMaxMACFrameSize リ ミ ッ ト よ り

ZigBee ネットワーク層が拡張アドレ

ッシングモードを使用しないことを考

慮して変更されている。この効果とし

てはペイロードに使われるヘッダの未

使用部分を解放することがある。 
D.4 参照。 

Nsdu オクテット

のセット 
－ 

 
転送される NSDU を含むオクテット

のセット 
NsduHandle 
(Nsdu ハンドル) 

整数 0x00 - 0x0ff NWK 層エンティティが送信する

NSDU に関連したハンドル 
Radius (範囲) 符号なし 

整数 
0x00 - 0x0ff フレームがネットワークで移動を許さ

れている距離 (ホップ) 
NonmemberRadius 
(非メンバ範囲) 
 

整数 0x00 - 0x07 マルチキャストフレームがグループの

メンバでないノードに中継される距離

(ホップ) 
0x07 という値が無限大として扱われ

る。 
DiscoverRoute 
(ディスカバ 
ルート) 

整数 0x00 - 0x01 DiscoverRoute パラメータはこのフレ

ームを送信する際のルートディスカバ

リ制御に使用可能である。 
(3.6.3.5参照): 
0x00 = ルートディスカバリ抑制 
0x01 = ルートディスカバリ有効 

SecurityEnable 
(セキュリティ 
イネーブル) 

ブール TRUE または FALSE SecurityEnable パラメータは現在のフ

レームに対する NWK 層セキュリティ

処理を有効にするために使用すること

ができる。NIB の nwkSecurityLevel 属
性の値が 0 であれば、セキュリティな

しを意味し、このパラメータは無視さ

れる。その他の場合、値が TRUEであ

ればセキュリティレベルで指定のセキ

ュリティ処理が適応されることを意味

し、値が FALSE であればセキュリテ

ィ処理は適応されないことを意味す

る。 
 
3.2.1.1.2 生成タイミング 

 
このプリミティブは、データ PDU（NSDU）がピア APS サブレイヤエンティティ

に送信する際に、ローカル APS サブレイヤエンティティが生成する。 
 
3.2.1.1.3 受信時の動作 

 
このプリミティブを現在未接続のデバイスにおいて受信すると、NWK 層はステー

タスが INVALID_REQUEST の NLDE-DATA.confirm プリミティブを発行する。 
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このプリミティブを受信すると、NLDEはまず与えられた NSDUを送信するために
NPDUを構築する。もし処理中に NLDEが NSDUの送信より前に NLDE-
DATA.confirmプリミティブを発行すると、それより先のすべての処理は中止され
る。新しい NPDUの構築では、NWKヘッダの Destination addressフィールドは
DstAddrパラメータで与えられる値に設定され、Source addressフィールドはMAC 
PIBの macShortAddress属性値となる。NWKヘッダの Frame controlフィールドの
Discover routeサブフィールドは DiscoverRouteパラメータで与えられる値に設定さ
れる。与えられた Radiusパラメータの値が 0でない場合、NWKヘッダの Radiusフ
ィールドは Radiusパラメータの値に設定される。Radiusパラメータの値が 0であれ
ば、NWKヘッダの Radiusフィールドは NIBの nwkMaxDepth属性値のニ倍に設定
される。NWK層は 3.6.2.1に解説のようにフレームに対するシーケンスナンバを生
成し、フレームの NWKヘッダの Sequence numberフィールドは、このシーケンス
ナンバ値に設定される。NWKヘッダのMulticast flagフィールドは、DstAddrMode
パラメータの値にしたがって設定される。DstAddrModeパラメータの値が 0x01で
あれば、NWKヘッダにはMulticast controlフィールドを含み、以下のように設定さ
れる： 
 
• このノードが DstAddrパラメータで指定のグループのメンバであれば、

Multicast modeフィールドは 0x01に設定。 
• メンバでなければ、Multicast modeフィールドは 0x00に設定される。 
• Non-member radiusフィールドおよびMax non-member radiusフィールドは、

NonmemberRadiusパラメータの値に設定される。 
 
一度 NPDUが構築されると、NSDUはユニキャストなら 3.6.3.3に解説の手順、ブ
ロードキャストなら 3.6.5に解説の手順、マルチキャストなら 3.6.6.2に解説の手順
を使用してルートされる。ルーティング手順で NSDUの送信を指定すると、MCPS-
DATA.requestプリミティブを発行して完了となるのだが、その際 SrcAddrModeパ
ラメータと DstAddrModeパラメータは両方、16ビットネットワークアドレスの使
用を示す 0x02に設定される。SrcPANIdパラメータと DstPANIdパラメータはMAC 
PIBの macPANIdの現在の値に設定する必要がある。SrcAddrパラメータはMAC 
PIBの macShortAddrに設定される。DstAddrパラメータの値は、ルーティング手順
で決定される次ホップアドレスとなる。メッセージがユニキャストの場合、

TxOptionsパラメータのビット b0は 1に設定され、アクノリッジメントが要求され
ていることを示す。MCPS-DATA.confirmプリミティブを受信すると、NLDEは
NLDE-DATA.confirmプリミティブを発行するが、その際のステータスはMACサブ
レイヤから受信したものに等しい。 
 
nwkSecurityLevel NIB属性が 0以外の値であり、SecurityEnableパラメータの値が
TRUEの場合、フレームに NWK層セキュリティ処理が、4.3の解説通り送信前に適
応される。それ以外の場合には、NWK層ではこのフレームに対するセキュリティ
処理は実行されない。セキュリティ処理が実行され何らかの理由で失敗した場合、

そのフレームは廃棄され、NLDEは Statusパラメータ値がセキュリティスイートで
戻された値に等しい NLDE-DATA.confirmプリミティブを発行する。 
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3.2.1.2 NLDE-DATA.confirm 
 
このプリミティブは、ローカル APSサブレイヤエンティティからひとつのピア
APSサブレイヤエンティティへのデータ PDU（NSDU）の送信リクエストの結果を
報告する。 
 
3.2.1.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLDE-DATA.confirm    { 
        Status 
        NsduHandle, 
        TxTime 
        } 
 
表 3.3に NLDE-DATA.confirmプリミティブのパラメータを解説する。 

 
表 3.3 NLDE-DATA.confirmパラメータ 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
Status 
(ステータス) 

ステータス INVALID_REQUEST, 
MAX_FRM_COUNTER, 

NO_KEY, 
BAD_CCM_OUTPUT, 

ROUTE_ERROR, 
BT_TABLE_FULL, 

FRAME_NOT_BUFFERED 
またはｾｷｭﾘﾃｨｽｲｰﾄか 
MCPS-DATA.confirm 

ﾌﾟﾘﾐﾃｨﾌﾞで戻されたいずれ 
かのｽﾃｰﾀｽ値（[B1]参照） 

対応リクエストのステータス 

NsduHandle 
(Nsdu ﾊﾝﾄﾞﾙ) 

整数 0x00 - 0x0ff 確認される NSDU に関連づけられた
ハンドル 

TxTime 整数 実装依存 ローカルクロックベースの送信された

パケットに対する時間表示。時間は与

えられた実装において各送信パケット

に対して同じ時点に基づいていなけれ

ばならない。この値は nwkTimeStamp
が TRUEに設定されているときだけ存
在する。 

 

3.2.1.2.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、ローカル NLDEが NLDE-DATA.requestプリミティブの受信
に応じて生成する。 
 
Statusフィールドは、3.2.1.13に解説のように対応するリクエストのステータスを反
映する。 
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3.2.1.2.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、開始デバイスの APSサブレイヤに送信リクエス
トの結果が通知される。送信試行が成功だった場合、Statusパラメータは
SUCCESSに設定される。失敗であれば Statusパラメータはエラーを示す。 
 
3.2.1.3 NLDE-DATA.indication 
 
このプリミティブは、NWK層からローカル APSサブレイヤエンティティへのデー
タ PDU（NSDU）の通知を示す。 
 
3.2.1.3.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLDE-DATA.indication    { 
        DstAddrMode, 
        DstAddr, 
        SrcAddr, 
        NsduLength, 
        Nsdu, 
        LinkQuality 
        RxTime 
        SecurityUse 
        } 
 
表 3.4に NLDE-DATA.indicationプリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.4 NLDE-DATA.indicationパラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

DstAddrMode 
(宛先アドレス 
モード) 
 

整数 0x01または 0x02 DstAddr パラメータで与えられる宛先
アドレスのタイプ。次のふたつの値の

うちのどちらかとなる。 
0x01 = 16 ﾋﾞｯﾄﾏﾙﾁｷｬｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟｱﾄﾞﾚｽ 
0x02 = ﾃﾞﾊﾞｲｽの 16 ﾋﾞｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽ 

または 16 ﾋﾞｯﾄﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄｱﾄﾞﾚｽ
DstAddr 
(宛先アドレス) 

16ビット 
アドレス 

0x0000 - 0x0fff NSDUが送信された宛先アドレス 

SrcAddr 
(ソース 
アドレス) 

16ビット 
デバイス 
アドレス 

ブロードキャストアド

レスを除く任意の有効

なデバイスアドレス 

NSDU を発信した元々のデバイスアド
レス 

NsduLength 
(Nsdu長) 

整数 aMaxMACFrameSize- 
(nwkcMACFrame 

Overhead+ 
nwkcMinHeader 

Overhead) 

表示されている NSDU を含むオクテ
ット数。これは IEEE802.15.4 仕様の
aMaxMACFrameSize リ ミ ッ ト よ り
ZigBee ネットワーク層が拡張アドレ
ッシングモードを使用しないことを考

慮して変更されている。この効果とし

てはペイロードに使われるヘッダの未

使用部分を解放することがある。 
D.4参照。 
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表 3.4 NLDE-DATA.indicationパラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Nsdu オクテットの

セット 
― 通知される NSDU を含むオクテット

のセット 
LinkQuality 
(リンク 
クオリティ) 

整数 0x00 - 0xff このフレームの受信時に MCPS-
DATA.indication プリミティブのパラ
メータとして([B1]参照)MACが示した
リンククオリティ表示 

RxTime 整数 実装依存 ローカルクロックベースの受信された

パケットに対する時間表示。時間は与

えられた実装において各受信パケット

に対して同じ時点に基づいていなけれ

ばならない。この値は nwkTimeStamp
が TRUEに設定されているときだけ存
在する。 

SecurityUse 
(セキュリティ 
使用) 

ブール TRUEまたは FALSE 受信データフレームがセキュリティを

使用しているかどうかの表示。受信し

たフレームにセキュリティが適応され

ていればこの値は TRUEに設定され、
セキュリティ保護されていなければ

FALSEに設定される。 
 
3.2.1.3.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、ローカル MAC サブレイヤエンティティから適切にアドレス
されたデータフレームを受信すると、NLDEが生成し APSサブレイヤに発行する。 
 
3.2.1.3.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、デバイスにデータが届いたことが APSサブレイ
ヤに通知される。 
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3.2.2 NWK 管理サービス 
 
NWK 層管理エンティティ SAP（NLME-SAP）を介して、次上位層と NLME 間の管

理コマンドのトランスポートが可能である。表 3.5 に NLDE-SAP インターフェース

を通して NLME がサポートするプリミティブと、それらの詳細が解説されている

本書での部分をリストする。 
 

表 3.5 NLME-SAP でアクセスされるプリミティブの概要 
 本仕様書での解説箇所見出し番号 

名前 Request 
(要求) 

Indication 
(通知) 

Response 
(応答) 

Confirm 
(確認) 

NLME-NETWORK-DISCOVERY 3.2.2.1   3.2.2.2 
NLME-NETWORK-FORMATION 3.2.2.3   3.2.2.4 
NLME-PERMIT-JOINING 3.2.2.5   3.2.2.6 
NLME-START-ROUTER 3.2.2.7   3.2.2.8 
NLME-ED-SCAN 3.2.2.9   3.2.2.10 
NLME-JOIN 3.2.2.11 3.2.2.12  3.2.2.13 
NLME-DIRECT-JOIN 3.2.2.14   3.2.2.15 
NLME-LEAVE 3.2.2.16 3.2.2.17  3.2.2.18 
NLME-RESET 3.2.2.19   3.2.2.20 
NLME-SYNC 3.2.2.22   3.2.2.24 
NLME-SYNC-LOSS  3.2.2.23   
NLME-GET 3.2.2.26   3.2.2.27 
NLME-SET 3.2.2.28   3.2.2.29 
NLME-NWK-STATUS  3.2.2.30   
NLME-ROUTE-DISCOVERY 3.2.2.31   3.2.2.32a

a. CCB #882 
 
3.2.2.1 NLME-NETWORK-DISCOVERY.request 
 
このプリミティブで次上位層は、NWK 層に POS 内で現在動作しているネットワー

クを見つけるように要求することができる。 
 
3.2.2.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-NETWORK-DISCOVERY.request  { 
        ScanChannels, 
        ScanDuration 
        } 
 
表 3.6 に NLME-NETWORK-DISCOVERY.request プリミティブのパラメータを解説

する。 
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表 3.6 NLME-NETWORK-DISCOVERY.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ScanChannels 
(スキャン 
チャネル) 

ビットマップ 32 ビット 
フィールド 

5 個の 上位ビット(b27,...,b31)は予約

されている。 27 個の下位ビット

(b0,b1,...b26)は、27 の有効なチャネル

([B1]参照)それぞれのどのチャネルが

スキャンされるか(1=スキャン 0=スキ

ャンしない)を示す。 
ScanDuration 
(スキャン期間) 

整数 0x00 – 0x0e 各チャネルのスキャンに費やす時間の

長さを計算するのに使われる値。 
各チャネルのスキャンに費やされる時

間 は (aBaseSuperframeDuration*(2n+1))
シンボルで、nはScanDurationパラメー

タの値である。MACサブレイヤスキ

ャニングに関する詳細は[B1]参照。 
 

3.2.2.1.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、ある ZigBee デバイスの次上位層がそのデバイスのパーソナ

ルオペレーティングスペース（POS）内で動作しているネットワークのディスカバ

リをリクエストするために生成し NLME に発行する。 
 
 
3.2.2.1.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、NWK 層はデバイスの POS 内で動作しているネッ

トワークを発見しようと試みるが、その際 ScanChannels 引数で指定のチャネルに対

し、ScanDuration パラメータで指定の期間アクティブスキャンを実施する。スキャ

ンは MLME-SCAN.request プリミティブを用いて行なわれる。 
 
MLME-SCAN.confirm プリミティブを受信すると、NLME は発見されたネットワー

クの情報の入った NLME-NETWORK-DISCOVERY.confirm プリミティブを発行する

が、その Status パラメータは MLME-SCAN.confirm の戻り値に等しい。 
 
3.2.2.2 NLME-NETWORK-DISCOVERY.confirm 
 
このプリミティブは、ネットワークディスカバリ操作の結果を報告する。 
 
3.2.2.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-NETWORK-DISCOVERY.confirm  { 
        Status 
        NetworkCount, 
        NetworkDescriptor, 
        } 
 
表 3.7 に NLME-NETWORK-DISCOVERY.confirm プリミティブの引数を解説する。 
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表 3.7 NLME-NETWORK-DISCOVERY.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス MLME-SCAN.confirm 
ﾌﾟﾘﾐﾃｨﾌﾞで戻された 
いずれかのｽﾃｰﾀｽ値 

[B1]参照 

NetworkCount 
(ﾈｯﾄﾜｰｸｶｳﾝﾄ) 

整数 0x00 - 0x0ff 検索で見つかったネットワークの 
数を提示 

NetworkDescriptor 
(ﾈｯﾄﾜｰｸ 
ﾃﾞｽｸﾘﾌﾟﾀ) 

ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｽｸ

ﾘﾌﾟﾀのﾘｽﾄ 
リストには

NetworkCount ﾊﾟﾗﾒｰﾀで
示された数だけの要素

が含まれる。 

ディスクリプタのリスト。発見され

た各ネットワークに 1 つ。表 3.8 に

各項目の内容の詳細説明を記す。 

 
表 3.8 に NetworkDescriptor パラメータのネットワークデスクリプタの内容の詳細説

明を記す。 
 

表 3.8 Network Descriptor Information フィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Extended 
PAN ID 
(拡張 PAN ID) 

整数 0x0000000000000001-
0xfffffffffffffffe 
 

ネットワークの 64 ビットの PAN ID。 

LogicalChannel 
(論理チャネル) 

整数 PHY がサポートする

使用可能な論理チャ

ネルより選択 
([B1]参照) 

ネットワークが占める現在の論理チャネル

StackProfile 
(ｽﾀｯｸﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ) 

整数 0x00 - 0x0f 発見されたネットワークで使用のスタック

プロファイルを示す ZigBee スタックプロ

ファイル識別子（ID） 
 

ZigBeeVersion 
(ZigBee ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ) 

整数 0x00 - 0x0f 発見されたネットワークで使用の ZigBee
スタックのバージョン 
 

BeaconOrder 
(ﾋﾞｰｺﾝｵｰﾀﾞ) 

整数 0x00-0x0f ネットワーク上で所定のデバイスがどのく

らいの頻度で MAC サブレイヤビーコンを

送信するか指定する。MAC サブレイヤビ

ーコンオーダについては[B1]参照。 
SuperframeOrder 
(ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｰﾑｵｰﾀﾞ) 

整数 0x00-0x0f ビーコンを用いるネットワーク、つまりビ

ーコンオーダ < 15 のネットワークに対し

て、スーパーフレームのアクティブな時間

の長さを指定する。MAC サブレイヤスー

パーフレームオーダについては[B1]参照。 
PermitJoining 
(加入許可) 

ブール TRUE または FALSE この値が TRUE であれば、ネットワーク上

の少なくともひとつの ZigBee ルータが現

在加入を許可していることを示す。つまり

その NWK が NLME-PERMIT-JOINING プ

リミティブを発行していて、時間制限があ

るならまだ満了していないということにな

る。 
RouterCapacity 
(ルータ機能) 
 

ブール TRUE または FALSE この値は、このデバイスがルータ機能デバ

イスからの加入リクエストを、受け付けら

れる場合は TRUE、受け付けられない場合

は FALSE に設定される。 
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表 3.8 Network Descriptor Information フィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

EndDeviceCapacity 
(エンド 
デバイス機能) 
 

ブール TRUE または FALSE この値は、このデバイスがエンドデバイス

からの加入リクエストを、受け付けられる

場合は TRUE、受け付けられない場合は

FALSE に設定される。 
 

3.2.2.2.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、NLME-NETWORK-DISCOVERY.request プリミティブが開始

したディスカバリタスクの完了時に、NLME が生成し次上位層に発行する。 
 
3.2.2.2.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、次上位層にネットワーク検索の結果が通知される。 
 
3.2.2.3 NLME-NETWORK-FORMATION.request 
 
このプリミティブで次上位層は、デバイスにそのデバイス自体をコーディネータと

して新しい ZigBee ネットワークを開始し、続いてそのスーパーフレームコンフィ

グレーションに変更を加えるように要求することができる。 
 
3.2.2.3.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-NETWORK-FORMATION.request  { 
        ScanChannels, 
        ScanDuration, 
        BeaconOrder, 
        SuperframeOrder, 
        BatteryLifeExtension 
        } 
 
表 3.9 に NLME-NETWORK-FORMATION.request プリミティブのパラメータを解説

する。 
 

表 3.9 NLME-NETWORK-FORMATION.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ScanChannels 
(スキャン 
チャネル) 

ビットマップ 32 ビット 
フィールド 

5 個の 上位ビット(b27,...,b31)は予約

されている。 27 個の下位ビット

(b0,b1,...b26)は、ネットワークの開始

準備で 27 の有効なチャネル([B1]参照)
それぞれのどのチャネルがスキャンさ

れるか(1=スキャン 0=スキャンしない)
を示す。 
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表 3.9 NLME-NETWORK-FORMATION.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ScanDuration 
(スキャン期間) 

整数 0x00 – 0x0e 各チャネルのスキャンに費やす時間の

長さを計算するのに使われる値。 
各チャネルのスキャンに費やされる時

間 は (aBaseSuperframeDuration*(2n+1))
シンボルで、nはScanDurationパラメー

タの値である。[B1]参照。 
Beacon order 
(ﾋﾞｰｺﾝｵｰﾀﾞ) 

整数 0x00-0x0f 上位層が形成したいネットワークのビ

ーコンオーダ 
SuperframeOrder 
(ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｰﾑｵｰﾀﾞ) 

整数 0x00-0x0f 上位層が形成したいネットワークのス

ーパーフレームオーダ 
BatteryLifeExtension
(ﾊﾞｯﾃﾘ寿命拡張) 

ブール TRUE または
FALSE 

この値が TRUE であれば、NLME は

バッテリ寿命拡張モードをサポートし

て ZigBee コーディネータが開始され

るように要求する。FALSE であれ

ば、NLME はバッテリ寿命拡張モード

をサポートせずに ZigBee コーディネ

ータが開始されるように要求する。 
 
3.2.2.3.2 生成タイミング 

 
このプリミティブは、ZigBee コーディネータ機能のあるデバイスの次上位層によっ

て、その NLME にそれ自体を新しいネットワークの ZigBee コーディネータとする

初期化を要求するために生成される。 
 
3.2.2.3.3 受信時の動作 
 
ZigBee コーディネータになることができないデバイスがこのプリミティブを受信す

ると、NLME はステータスパラメータが INVALID_REQUEST に設定された NLME-
NETWORK-FORMATION.confirm プリミティブを発行する。 
 
そのデバイスが ZigBee コーディネータとして初期化されることになると、NLME
はまず MAC サブレイヤにエネルギー検出スキャンの実行を要求し、その後指定の

チャネルセットでのアクティブスキャンの実行を要求する。このため NLME は、

MAC サブレイヤに MLME-SCAN.reuqest プリミティブを発行するが、まず

ScanType パラメータをエネルギー検出スキャンを示すように設定して発行し、その

後 ScanType パラメータをアクティブスキャンを示すように設定してプリミティブ

を再度発行する。アクティブスキャンの完了後、MAC サブレイヤから MLME-
SCAN.confirm プリミティブを受信すると、NLME は適切なチャネルを選択する。

NWK 層は、選択されたチャネル上で動作していると判明しているすべてのネット

ワークと衝突しない PAN ID を選ぶ。適切なチャネルと PAN ID が見つかると、

NLME は 16 ビットショート MAC アドレスに 0x0000 を選択し、MAC サブレイヤに

通知する。このため NLME は、MAC サブレイヤに MAC PIB 属性 macShortAddress
を設定するために MLME-SET.request を発行する。NIB 属性 nwkExtendedPANId が

0x0000000000000000 であれば、この値は MAC 定数 macExtendedAddress の値で初期

化される。適切なチャネルや PAN ID が見つからない場合、NLME は Status パラメ
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ータが STARTUP_FAILURE に設定された NLME-NETWORK-FORMATION.confirm
プリミティブを発行する。 
 
上位層リクエストでひとつのチャネルのみが提供された場合、NLME はネットワー

クの開始に先立ちエネルギースキャンを要求する必要がない。しかしそれでも、動

作していると判明しているすべてのネットワークと衝突しない PAN ID が選ばれて

いることを確実にするために、アクティブスキャンは実行される。 
 
次に、NLME は MAC サブレイヤに MLME-START.request プリミティブを発行する。

MLME-START.request プリミティブの PANCoordinator パラメータは、TRUE に設定

される。BeaconOrder パラメータ、SuperframeOrder パラメータ、

BatteryLifeExtension パラメータは、NLME-NETWORK-FORMATION.request で与え

られた値と同じ値となる。MLME-START.request プリミティブが新しい PAN を開

始するために発行された場合は、MLME-START.request プリミティブの

CoordRealignment パラメータは FALSE に設定される。このプリミティブが既存の

PAN の PAN 構成（コンフィグレーション）属性のいずれかを変更するために発行

された場合は、CoordRealignment パラメータは TRUE に設定される。対応する

MLME-START.confirm プリミティブを受信すると、NLME は次上位層に MLME-
START.confirm プリミティブから戻されたステータスで、NLME-NETWORK-
FORMATION.confirm プリミティブを発行する。 
 
3.2.2.4 NLME-NETWORK-FORMATION.confirm 
 
このプリミティブは、ネットワーク内の ZigBee コーディネータの初期化要求の結

果を報告する。 
 
3.2.2.4.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-NETWORK-FORMATION.confirm  { 
        Status 
        } 
 
表 3.10 に NLME-NETWORK-FORMATION.confirm プリミティブのパラメータを解

説する。 
 

表 3.10 NLME-NETWORK-FORMATION.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス INVALID_REQUEST、 
STARTUP_FAILURE、 

または 
MLME-START.confirm 

プリミティブで戻された 
いずれかのステータス値 

ZigBee コーディネータ初期化試行の

結果 
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3.2.2.4.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、NLME が NLME-NETWORK-FORMATION.request プリミティ

ブに応えて生成し、次上位層に発行する。このプリミティブの戻すステータス値は、

INVALID_REQUEST、STARTUP_FAILURE、または MLME-START.confirm プリミ

ティブで戻されたいずれかのステータス値となる。これらの値が戻される条件は

3.2.2.3.3 に解説。 
 
3.2.2.4.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、次上位層に ZigBee コーディネータとしてのデバ

イス初期化要求の結果が通知される。NLME が成功であれば、Status パラメータは

SUCCESS に設定される。失敗であれば、Status パラメータはエラーを示す。 
 
3.2.2.5 NLME-PERMIT-JOINING.request 
 
このプリミティブで、ZigBee コーディネータまたはルータの次上位層は、一定の期

間そのネットワークにデバイスを受け入れる MAC サブレイヤ接続許可フラグを設

定することができる。 
 
3.2.2.5.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-PERMIT-JOINING.request   { 
        PermitDuration 
        } 
 
表 3.11 に NLME-PERMIT-JOINING.request プリミティブのパラメータを解説する。 

 
表 3.11 NLME-PERMIT-JOINING.request パラメータ 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
PermitDuration 
(許可期間) 

整数 0x00 – 0xff ZigBee コーディネータまたはルータが接続を認め

る間の時間の長さ（秒）。 
0x00 および 0xff という値は、特定の時間制限なし

でそれぞれ許可が‘不可’‘可’を示す。 
 
3.2.2.5.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、ZigBee コーディネータまたはルータの次上位層が、新しいデ

バイスのネットワークへの加入を許可または禁止したい場合にはいつでも、生成し

その NLME に発行する。 
 
3.2.2.5.3 受信時の動作 
 
ZigBee コーディネータまたはルータの次上位層だけが、このプリミティブの発行を

許されている。ZigBee エンドデバイスの NWK 層がこのプリミティブを受信すると、
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NLME-PERMIT-JOINING.confirm プリミティブは INVALID_REQUEST というステ

ータスを戻す。 
 
PermitDuration パラメータが 0x00 に設定されたこのプリミティブを受信すると、

NLME は MLME-SET.request プリミティブを MAC サブレイヤに発行し、MAC PIB
属性 macAssociationPermit を FALSE に設定する。いったん MLME-SET.confirm プリ

ミティブが受信されると、NLME はステータスが MAC サブレイヤから受信したも

のと同じ NLME-PERMIT-JOINING.confirm プリミティブを発行する。 
 
PermitDuration パラメータが 0xff に設定されたこのプリミティブを受信すると、

NLME は MLME-SET.request プリミティブを MAC サブレイヤに発行し、MAC PIB
属性 macAssociationPermit を TRUE に設定する。いったん MLME-SET.confirm プリ

ミティブが受信されると、NLME はステータスが MAC サブレイヤから受信したも

のと同じ NLME-PERMIT-JOINING.confirm プリミティブを発行する。 
 
PermitDuration パラメータが 0x00 または 0xff 以外の値に設定されたこのプリミティ

ブを受信すると、NLME は上記のように MAC PIB 属性 macAssociationPermit を
TRUE に設定する。NLME-SET.confirm プリミティブの受信直後に、NLME は

PermitDuration 秒後に満了するタイマをスタートさせる。いったんタイマがセット

されると、NLME はステータスが MAC サブレイヤが受信したものと同じ NLME-
PERMIT-JOINING.confirm プリミティブを発行する。タイマが満了すると、NLME
は MLME-SET.request プリミティブ発行し macAssociationPermit を FALSE に設定す

る。 
 
次上位層が発行するすべての NLME-PERMIT-JOINING.request プリミティブは、以

前のあらゆるリクエストにも優先する。 
 
3.2.2.6 NLME-PERMIT-JOINING.confirm 
 
このプリミティブで、ZigBee コーディネータまたはルータの次上位層はネットワー

クへのデバイス受入許可のリクエストの結果を知ることができる。 
 
3.2.2.6.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-PERMIT-JOINING.confirm   { 
        Status 
        } 
 
表 3.12 に NLME-PERMIT-JOINING.confirm プリミティブのパラメータを解説する。 
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表 3.12 NLME-PERMIT-JOINING.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス INVALID_REQUEST、 
MLME-SET.confirm 

プリミティブで戻された 
いずれかのｽﾃｰﾀｽ([B1]参照) 

対応するリクエストのステータス 

 
3.2.2.6.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、ZigBeeコーディネータまたはルータで起動しているNLMEに
よって生成され、NLME-PERMIT-JOINING.requestに応えて次上位層に発行される。

Statusパラメータは、MACサブレイヤから受信したステータスかエラーコードであ

るINVALID_REQUESTのどちらかを示す。これらのステータス値の理由は、3.2.2.5
に記載。 
 
3.2.2.6.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、開始デバイスの次上位層にデバイスのネットワー

クへの加入許可リクエストの結果が通知される。 
 
3.2.2.7 NLME-START-ROUTER.request 
 
このプリミティブで ZigBee ルータの次上位層は、データフレームのルーティング、

ルートディスカバリ、他のデバイスからのネットワーク加入リクエスト受付など

ZigBee ルータで期待される動作を開始することができる。 
 
3.2.2.7.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-START-ROUTER.request   { 
        BeaconOrder, 
        SuperframeOrder, 
        BatteryLifeExtension 
        } 
 
表 3.13 に NLME-START-ROUTER.request プリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.13 NLME-START-ROUTER.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Beacon order 
(ビーコンオーダ) 

整数 0x00-0x0f 上位層が形成したいネットワークのビ

ーコンオーダ 
SuperframeOrder 
(ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｰﾑｵｰﾀﾞ) 

整数 0x00-0x0f 上位層が形成したいネットワークのス

ーパーフレームオーダ 
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表 3.13 NLME-START-ROUTER.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

BatteryLifeExtension
(バッテリ寿命拡張)

ブール TRUE または
FALSE 

この値が TRUE であれば、NLME は

バッテリ寿命拡張モードをサポートし

て ZigBee ルータが開始されるように

要求する。FALSE であれば、NLME
はバッテリ寿命拡張モードをサポート

せずに ZigBee ルータが開始されるよ

うに要求する。 
 

3.2.2.7.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは新しいデバイスの次上位層が生成し、それ自体の ZigBee ルー

タとしての初期化を要求するためにその NLME に発行する。 
 
3.2.2.7.3 受信時の動作 
 
ZigBee ネットワークにルータとしてまだ加入していないデバイスがこのプリミティ

ブを受信すると、NLME は Status パラメータが INVALID_REQUEST に設定された

NLME-START-ROUTER.confirm プリミティブを発行する。 
 
ZigBee ネットワークにルータとして加入しているデバイスの NLME がこのプリミ

ティブを受信すると、NLME は MAC サブレイヤに MLME-START.request プリミテ

ィブを発行する。MLME-START.request プリミティブの BeaconOrder パラメータ、

SuperframeOrder パラメータ、BatteryLifeExtension パラメータは、NLME-START-
ROUTER.request の対応パラメータの値となる。 
 
このプリミティブが初めてルータとして開始するために発行された場合、MLME-
START.request プリミティブの CoordRealignment パラメータは FALSE に設定される。

その後、プリミティブが PAN コンフィグレーション属性の変更のために発行され

ると、CoordRealignment パラメータは TRUE に設定される。 
 
対応する MLME-START.confirm プリミティブを受信すると、NLME は次上位層に

NLME-START-ROUTER.confirm プリミティブを発行するが、その際のステータス

は MLME-START.confirm プリミティブから戻されたステータスとなる。MLME-
START.confirm プリミティブから戻されたステータスが SUCCESS の場合、またそ

の場合のみ、データフレームのルーティング、ルートディスカバリ、他のデバイス

からのネットワーク加入リクエスト受付など ZigBee ルータで期待される動作を開

始することができる。それ以外の場合、そのデバイスがこれらの動作を行なうは厳

禁とされている。 
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3.2.2.8 NLME-START-ROUTER.confirm 
 
このプリミティブは ZigBee ルータの初期化要求の結果を報告する。 
 
3.2.2.8.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-START-ROUTER.confirm   { 
        Status 
        } 
 
表 3.14 に NLME-START-ROUTER.confirm プリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.14 NLME-START-ROUTER.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス INVALID_REQUEST、 
MLME-START.confirm 

プリミティブから戻された 
いずれかのステータス 

ZigBee ルータの初期化試行の結果 

 
3.2.2.8.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、NLME が生成し、NLME-START-ROUTER.request プリミティ

ブに応えて次上位層に発行される。このプリミティブは、INVALID_REQUEST と

いうステータス値または MLME-START.confirm プリミティブから戻されたいずれ

かのステータス値を戻す。これらの戻り値の条件は 3.2.2.7.3 に記載。 
 
3.2.2.8.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、次上位層に ZigBee ルータの初期化要求の結果が

通知される。NLME が成功すると、Status パラメータは SUCCESS に設定される。

失敗であれば、Status パラメータはエラーを示す。 
 
3.2.2.9 NLME-ED-SCAN.request 

 
このプリミティブで次上位層は、ローカルエリア内のチャネル評価のためのエネル

ギースキャンを要求できる。 
 
3.2.2.9.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-ED-SCAN.request    { 
        ScanChannels, 
        ScanDuration, 
        } 
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表 3.15 にこのサービスプリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.15 NLME-ED-SCAN.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ScanChannels 
(スキャン 
チャネル) 

ビットマップ 32 ビット 
フィールド 

5 個の 上位ビット(b27,...,b31)は予約されてい

る。27 個の下位ビット(b0,b1,...b26)は、27 の有

効なチャネル([B1]参照)それぞれのどのチャネ

ルがスキャンされるか(1=スキャン 0=スキャン

しない)を示す。 
ScanDuration 
(スキャン期間) 

整数 0x00 – 0x0e 各チャネルのスキャンに費やす時間の長さを計

算するのに使われる値。 
各チャネルのスキャンに費やされる時間は

(aBaseSuperframeDuration*(2n+1))シンボルで、n
はScanDurationパラメータの値である。[B1] 

 
3.2.2.9.2 生成タイミング 
 
デバイスの次上位層は、チャネルのエネルギースキャンを実行するよう要求するた

めにこのプリミティブを生成する。 
 
3.2.2.9.3 受信時の動作 
 
現在ネットワークに加入しているデバイスがこのプリミティブを受信すると、その

デバイスは一時的にネットワーク上の動作を停止し、エネルギースキャンを実行す

る。このため、NLME は MAC サブレイヤに MLME-SCAN.request プリミティブを

発行するが、その際 ScanType パラメータにはエネルギー検出スキャンを設定し、

NLME 要求で指定された ScanChannels と ScanDuration を用いる。 
 
3.2.2.10 NLDE-ED-SCAN.confirm 
 
このプリミティブは、エネルギースキャンの結果を次上位層に提供する。 
 
3.2.2.10.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-ED-SCAN.confirm    { 
        Status 
        UnscannedChannels, 
        EnergyDetectList 
        } 
 
表 3.16 にこのサービスプリミティブのパラメータを解説する。 
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表 3.16 NLME-ED-SCAN.confirm 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス SUCCESS または

MAC の 
任意の有効なコード

リクエストのステータス 

UnscannedChannels 
(未スキャン 
チャネル) 

ビット 
マップ 

32 ビットフィールド 5 個の 上位ビット(b27,...,b31)は予

約されている。27 個の下位ビット

(b0,b1,...b26)は、27 の有効なチャネ

ル([B1]参照)それぞれのどのチャネ

ルがスキャンされていないか(0=ス
キャン 1=スキャンしていない)を示

す。これは[B1]の UnscannedChannel
リストであることに注意。 

EnergyDetectList 
(エネルギー検出 
リスト) 

整数の 
リスト 

各整数 0x00 - 0xff [B1]に従ったエネルギー測定のリス

ト。各チャネルひとつ。 

 
3.2.2.10.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、ZigBee デバイスの NLME が NLME-ED-SCAN.request に応え

て生成する。ステータスは MAC サブレイヤプリミティブ MLME-SCAN.confirm か

ら受信したステータスを示す。UnscannedChannels は、どのチャネルがスキャンさ

れていないかを示す（0 = スキャンされたチャネル）。EnergyDetectList は、IEEE 
802.15.4-2003 仕様によるスキャンされたチャネルに対する ED スキャン結果（整数

のリスト。0x00-0xff）である。 
 
3.2.2.10.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、次上位層に ED スキャンの結果が通知される。 
 
3.2.2.11 NLME-JOIN.request 
 
このプリミティブで次上位層は、ネットワークへの加入、再加入を要求したり、ネ

ットワークで動作中のデバイスにおいて動作チャネルの変更を要求できる。 
 
3.2.2.11.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-JOIN.request     { 
        ExtendedPANId, 
        RejoinNetwork, 
        ScanChannels, 
        ScanDuration, 
        CapabilityInformation, 
        SecurityEnable 
        } 
 
表 3.17 にこのサービスプリミティブのパラメータを解説する。 
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表 3.17 NLME-JOIN.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

ExtendedPANId 
(拡張 PAN ID) 

整数 0x0000000000000001-
0xfffffffffffffffe 

加入するネットワークの 64 ビット PAN 
ID。 

RejoinNetwork 
(ネットワーク 
再加入) 

整数 0x00 – 0x03 このパラメータはネットワークへの加入方

法を指定する。 
デバイスがアソシエーション（接続）での

ネットワークへの加入を要求していれば、

パラメータは 0x00 である。 
デバイスがオルファン手順でネットワーク

に直接加入または再加入しようとしていれ

ば、パラメータは 0x01 である。 
デバイスが NWK 再加入手順でネットワー

クに加入しようとしていれば、パラメータ

は 0x02 である。 
デバイスが動作ネットワークチャネルを

ScanChannels パラメータで識別されるチャ

ネルに変更しようとしていれば、パラメー

タは 0x03 である。 
ScanChannels 
(スキャン 
チャネル) 

ビット 
マップ 

32 ビット 
フィールド 

5 個の 上位ビット(b27,...,b31)は予約され

ている。27 個の下位ビット (b0,b1,...b26)
は、27 の有効なチャネル([B1]参照)それぞ

れのどのチャネルがスキャンされるか(1=
スキャン 0=スキャンしない)を示す。 

ScanDuration 
(スキャン期間) 

整数 0x00 – 0x0e 各チャネルのスキャンに費やす時間の長さ

を計算するのに使われる値。 
各チャネルのスキャンに費やされる時間は

(aBaseSuperframeDuration*(2n+1))ｼﾝﾎﾞﾙで、

nはScanDurationﾊﾟﾗﾒｰﾀの値である。[B1] 
CapabilityInformation
(機能情報) 

ビット 
マップ 

表 3.47 参照 直接加入させるデバイスの機能情報 

SecurityEnable 
(セキュリティ 
イネーブル) 

ブール TRUE または FALSE RejoinNetwork の値が 0x02 で、このパラメ

ータが TRUE であれば、デバイスはセキュ

リティありでの再加入を試行する。それ以

外の場合は FALSE に設定される。 
 

3.2.2.11.2 生成タイミング 
 
デバイスの次上位層は、以下のことを要求するためにこのプリミティブを生成する。 
 
・MAC 接続手順でのネットワーク加入 
・オルファン手順でのネットワーク加入または再加入 
・NWK 再加入手順でのネットワーク加入または再加入 
・ネットワークに加入済みデバイスにおける動作チャネルの切替 
 
3.2.2.11.3 受信時の動作 
 
現在ネットワークに加入済みのデバイスが、RejoinNetwork パラメータが 0x00 のこ

のプリミティブを受信すると、NLME は Status パラメータが INVALID_REQUEST
に設定された NLME-JOIN.confirm プリミティブを発行する。 
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現在ネットワークに加入していないデバイスが、RejoinNetworkパラメータが 0x00
のこのプリミティブを受信すると、デバイスは3.6.1.4.1.1に解説のように、64 ビッ

トのExtendedPANIdパラメータで指定されたネットワークに加入を試みる。 
 
あるデバイスがこのプリミティブを受信し、RejoinNetworkパラメータが 0x01 であ

れば、そのデバイスは3.6.1.4.3.1に解説のように、オルファンを利用してネットワ

ークへの加入または再加入を試みる。 
 
RejoinNetwork パラメータが 0x02 のこのプリミティブを受信すると、デバイスは

ExtendedPANId パラメータで指定された 64 ビット拡張 PAN ID でネットワークに再

加入を試みる。 
 
いったんデバイスが正常にネットワークに加入すると、デバイスは

nwkExtendedPANId NIB 属性値を自分が加入したネットワークの拡張 PAN ID に設定

する。 
 
あるデバイスがこのこのプリミティブを受信し、RejoinNetworkパラメータが 0x03
で、そのデバイスがphyCurrentChannel値の設定をサポートしていれば、デバイスは

動作チャネルをScanChannelsパラメータで指定されたチャネルに切替ようとする。

ScanChannelsパラメータにふたつ以上のチャネルがあれば、NLMEはStatusパラメー

タがINVALID_REQUESTに設定されたNLME-JOIN.confirmプリミティブを発行する。

チャネル変更が正常に実行されると、デバイスはStatusパラメータがSUCCESSに設

定されたNLME-JOIN.confirmを発行する。デバイスがphyCurrentChannelの設定を直

接サポートしていない場合は、NLMEはStatusパラメータが

UNSUPPORTED_ATTRIBUTE12に設定されたNLME-JOIN.confirmプリミティブを発

行する。 
 

                                                 
12 CCB #820 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 3 270 
Network Specification 

 
 

 

3.2.2.12 NLME-JOIN.indication 
 
このプリミティブで、ZigBeeコーディネータまたはZigBeeルータの次上位層は、新

しいデバイスが自分のネットワークに正常にアソシエーション（接続）で加入した、

またはNWK再加入手順で再加入したという通知を受けることができる。正常な加

入、再加入については3.6.1.4.3に解説の通り。 
 
3.2.2.12.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-JOIN.indication    { 
        NetworkAddress, 
        ExtendedAddress, 
        CapabilityInformation, 
        RejoinNetwork, 
        SecureRejoin 
        } 
 
表 3.18 に NLME-JOIN.indication プリミティブのパラメータを解説する。 

 
表 3.18 NLME-JOIN.indication パラメータ 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
NetworkAddress 
(ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽ) 

ﾈｯﾄﾜｰｸ 
ｱﾄﾞﾚｽ 

0x0001 – 0xfff7 ネットワークに加入したエンティティのネ

ットワークアドレス 

ExtendedAddress 
(拡張ｱﾄﾞﾚｽ) 

64 ビット 
IEEE 

アドレス 

任意の 64 ビット 
IEEE アドレス 

ネットワークに加入したエンティティの

64 ビット IEEE アドレス 

CapabilityInformation
(機能情報) 

ビット 
マップ 

[B1]参照 加入したデバイスの動作機能 

RejoinNetwork 
(ネットワーク 
再加入) 

整数 0x00 – 0x02 このパラメータはネットワークへの加入方

法を示す。 
デバイスがアソシエーション（接続）での

ネットワーク加入をリクエストしていれ

ば、パラメータは 0x00 である。 
デバイスがオルファンでネットワークに直

接加入または再加入しようとしていれば、

パラメータは 0x01 である。 
デバイスがNWK再加入を利用していれ

ば、パラメータは 0x02 であるa。 
SecureRejoin 
(セキュリティ有 
再加入) 

ブール TRUE または FALSE セキュリティ保護された方法で再加入が実

行されていれば、このパラメータは TRUE
である。そうでなければこのパラメータは

FALSE となる。 
a. CCB #821 
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3.2.2.12.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、ZigBee コーディネータまたはルータの NLME が生成し、次

上位層に発行するのだが、そのタイミングは図 3.35 に示すように MAC 接続手順を

用いて新しいデバイスがネットワークに正常に加入したとき、または図 3.40 のよう

に NWK 再加入手順を利用してデバイスがネットワークに再加入したときである。 
 
3.2.2.12.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、ZigBee コーディネータまたは ZigBee ルータの次

上位層に、そのネットワークに新しいデバイスが加入したことが通知される。 
 
3.2.2.13 NLME-JOIN.confirm 
 
このプリミティブで、次上位層はネットワークへの加入リクエストの結果の通知を

受けることができる。 
 
3.2.2.13.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-JOIN.confirm     { 
        Status, 
        NetworkAddress, 
        ExtendedPANID, 
        ActiveChannel 
        } 
 
表 3.19 に NLME-JOIN.confirm プリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.19 NLME-JOIN.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス INVALID_REQUEST,
NOT_PERMITTED, 
NO_NETWORKS 
または MLME-

ASSOCIATE.confirm
プリミティブか

MLME-SCAN.confirm
プリミティブで 

戻されたいずれかの

ステータス値 

対応するリクエストのステータス 

NetworkAddress 
(ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽ) 

整数 0x0001 –  
0xfff7 および 0xffff 

このデバイスに割当てられた 16 ビ

ットネットワークアドレス。 
加入試行が失敗だった場合、このパ

ラメータは 0xffff となる。 
ExtendedPANID 
(拡張 PANID) 

整数 0x0000000000000001-
0xfffffffffffffffe 

デバイスが現在メンバであるネット

ワークの 64 ビット拡張 PAN ID 
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表 3.19 NLME-JOIN.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

（続き） 

ActiveChannel 
(ｱｸﾃｨﾌﾞﾁｬﾈﾙ) 

整数 PHY がサポートする

任意のチャネル 
ナンバ([B1]参照) 

PHY PIB の phyCurrentChannel属性の

値。加入しているネットワークの現

在のチャネルと同じである。 
 

3.2.2.13.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、NLMEによって生成され、NLME-JOIN.requestプリミティブ

に応じて次上位層に発行される。リクエストが成功であれば、Statusパラメータの

値はSUCCESSとなる。失敗であれば、Statusパラメータはエラーコードである

INVALID_REQUEST、NOT_PERMITTED、NO_NETWORKS、またはMLME-
ASSOCIATE.confirmプリミティブかMLME-SCAN.confirmプリミティブのどちらか

で戻されたいずれかのステータス値を示す。これらのステータス値の理由について

の詳細は、3.2.2.11.3に記載。 
 
3.2.2.13.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、開始デバイスの次上位層に、MAC サブレイヤ接

続手順を用いたネットワークへの加入リクエストの結果、MAC サブレイヤオルフ

ァン手順を用いた直接加入リクエストの結果、あるいは一度オルファン化されてい

たネットワークへの再加入リクエストの結果 が通知される。 
 
3.2.2.14 NLME-DIRECT-JOIN.request 
 
このオプションのプリミティブで、ZigBee コーディネータまたはルータの次上位層

は、別のデバイスを自分のネットワークに直接加入要求することができる。 
 
3.2.2.14.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このオプションのプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-DIRECT-JOIN.request   { 
        DeviceAddress, 
        CapabilityInformation 
        } 
 
表 3.20 に NLME-DIRECT-JOIN.request プリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.20 NLME-DIRECT-JOIN.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

DeviceAddress 
(デバイスアドレス)

64 ビット 
IEEE 

アドレス 

任意の 64 ビット 
IEEE アドレス 

直接加入させるデバイスの 
IEEE アドレス 

CapabilityInformation 
(機能情報) 

ビット 
マップ 

表 3.47 参照 直接加入させるデバイスの動作機能 
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3.2.2.14.2 生成タイミング 
 
ZigBee コーディネータまたはルータの次上位層は、自分のネットワークに直接新し

いデバイスを加えるためにこのプリミティブを生成する。この手順はエア上での通

信なしで行なわれる。 
 
3.2.2.14.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、NLME は DeviceAddress パラメータで指定のデバ

イスを自分の隣接テーブルに加えようとする。CapabilityInformation には加えられよ

うとするデバイスの情報が指定される。本仕様を実装しているデバイスでは、

Alternate PAN coordinator（代替 PAN コーディネータ）ビットは 0 に設定される。

Device type（デバイスタイプ）ビットは、デバイスが ZigBee ルータであれば 1 に、

エンドデバイスであれば 0 に設定される。Power source（電力源）ビットは、デバ

イスが代替電力源から電力を受けていれば 1 に、それ以外の場合は 0 に設定される。

Receiver on when idle（アイドル時のレシーバ）ビットは、デバイスがアイドル時の

レシーバをディスエーブス（不可）にしていなければ 1 に、それ以外は 0 に設定さ

れる。Security capability（セキュリティ機能）ビットは、デバイスがセキュリティ

動作可能であれば 1 に、そうでなければ 0 に設定される。 
 
正常にデバイスを隣接テーブルに加えると、NLME はステータスが SUCCESS の

NLME-DIRECT-JOIN.confirm プリミティブを発行する。要求されたデバイスが既に

その隣接テーブルに存在する場合は、NLME はステータスが ALREADY_PRESENT
の NLME-DIRECT-JOIN.confirm プリミティブを発行する。デバイスリストに新しい

デバイスを加える空きがない場合、NLME はステータスが

NEIGHBOR_TABLE_FULL の NLME-DIRECT-JOIN.confirm プリミティブを発行す

る。 
 
3.2.2.15 NLME-DIRECT-JOIN.confirm 
 
このプリミティブで、ZigBee コーディネータまたはルータの次上位層は、自分のネ

ットワークに別のデバイスの直接加入を要求した結果通知を受けることができる。 
 
3.2.2.15.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-DIRECT-JOIN.confirm   { 
        Status, 
        DeviceAddress 
        } 
 
表 3.21 に NLME-DIRECT-JOIN.confirm プリミティブのパラメータを解説する。 
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表 3.21 NLME-DIRECT-JOIN.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス SUCCESS, 
ALREADY_PRESENT,
NEIGHBOR_TABLE_ 
FULL 

対応するリクエストのステータス 

DeviceAddress 
(デバイスアドレス)

64 ビット 
IEEE 

アドレス 

任意の 64 ビット 
IEEE アドレス 

この結果通知に対応した要求にあっ

た 64 ビット IEEE アドレス 

 
3.2.2.15.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、NLMEによって生成され、NLME-DIRECT-JOIN.requestプリ

ミティブに応えて次上位層に発行される。リクエストが成功だった場合、Statusパ
ラメータは加入試行の成功を示す。失敗だった場合、Statusコードはエラーコード

であるALREADY_PRESENTまたはNEIGHBOR_TABLE_FULLを示す。これらのス

テータス値の理由についての詳細は、3.2.2.14.3に記載。 
 
3.2.2.15.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、開始デバイスの次上位層に他のデバイスのネット

ワークへの直接加入リクエストの結果が通知される。 
 
3.2.2.16 NLME-LEAVE.request 
 
このプリミティブで、次上位層はそのデバイスまたは別のデバイスのネットワーク

からの離脱を要求できる。 
 
3.2.2.16.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-LEAVE.request    { 
        DeviceAddress, 
        RemoveChildren, 
        Rejoin 
        } 
 
表 3.22 に NLME-LEAVE.request プリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.22 NLME-LEAVE.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

DeviceAddress 
(デバイスアドレス)

64 ビット 
IEEE 

アドレス 

任意の 64 ビット 
IEEE アドレス 

ネットワークから取除かれるエンテ

ィティの 64 ビット IEEE アドレス。

そのデバイスが自分自身をネットワ

ークから取除く場合は NULL(空値) 
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表 3.22 NLME-LEAVE.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

（続き） 

RemoveChildren 
(子の除去) 

ブール TRUE または FALSE ネットワークから離脱を要求されて

いるデバイスが（子があった場合

に）その子の除去も要求されていれ

ば、このパラメータの値は TRUE。
そうでなければ FALSE。 

Rejoin (再加入) ブール TRUE または FALSE 現在の親から離脱を要求されている

デバイスがネットワークへの再加入

を要求される場合、このパラメータ

の値は TRUE 。そうでなければ

FALSE。 
 

3.2.2.16.2 生成タイミング 
 
デバイスの次上位層は、ネットワークからの離脱を要求するためにこのプリミティ

ブを生成する。また、ZigBee コーディネータまたはルータの次上位層は、ネットワ

ークからデバイスを取除くためにこのプリミティブを生成することができる。 
 
3.2.2.16.3 受信時の動作 
 
現在ネットワークに加入していないデバイスの NLME がこのプリミティブを受信

すると、NLME はステータスが INVALID_REQUEST の NLME-LEAVE.confirm プリ

ミティブを発行する。現在ネットワークに加入しているデバイスの NLME がこの

プリミティブを受信し、その DeviceAddress パラメータが NULL（空値）で

RemoveChildren パラメータが FALSE であれば、NLME は 3.6.1.10.1 に解説の手順で

自らをネットワークから取除く。NLME はその後、自分のルーティングテーブルお

よびルートディスカバリテーブルをクリアし、MAC サブレイヤに MLME-
RESET.request プリミティブを発行する。NLME はまた、自分の前の親に対応する

隣接テーブルの Relationship フィールドを、関係（リレーションシップ）がないこ

とを示す 0x03 に設定する。DeviceAddress パラメータが NULL（空値）で

RemoveChildren パラメータが TRUE の NLME-LEAVE.request プリミティブを受信す

ると、NLME は 3.6.1.10.3 に解説のようにそのデバイスの子の除去を試みる。 
 
ZigBeeコーディネータまたはZigBeeルータがこのプリミティブを受信し、

DeviceAddressパラメータがNULL（空値）でなければ、NLMEはその指定のデバイ

スが子デバイスであるか判断する。要求されたデバイスが存在しない場合、NLME
はステータスがUNKNOWN_DEVICEのNLME-LEAVE.confirmプリミティブを発行

する。要求されたデバイスが存在する場合は、NLMEは3.6.1.10.3に解説の手順でそ

のデバイスをネットワークから取除こうとする。RemoveChildrenパラメータが

TRUEであれば、そのデバイスはその子の除去も要求される。取除いたあとNLME
は、DeviceAddressに取除かれたデバイスの 64 ビットIEEEアドレス、Statusパラメー

タにMCPS-DATA.confirmプリミティブで返されたステータスのNLME-
LEAVE.confirmプリミティブを発行する。離脱するデバイスに対応する隣接テーブ

ルのRelationshipフィールドの値が 0x01 であれば、以前の子であることを示す 0x04
に変更される。その値が、その子はまだ認証されていないことを示す 0x05 であれ

ば、関係のないことを示す 0x03 に変更される。 
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3.2.2.17 NLME-LEAVE.indication 
 
このプリミティブで、ZigBee デバイスの次上位層は、その ZigBee デバイスがネッ

トワークを離脱したかどうか、また隣接デバイスがネットワークを離脱したかどう

かの通知を受けることができる。 
 
3.2.2.17.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-LEAVE.indication    { 
        DeviceAddress, 
        Rejoin 
        } 
 
表 3.23 に NLME-LEAVE.indication プリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.23 NLME-LEAVE.indication パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

DeviceAddress 
(デバイスアドレス)

64 ビット 
IEEE 

アドレス 

任意の 64 ビット 
IEEE アドレス 

ネットワークから自分自身を取除い

たエンティティの 64 ビット IEEE ア

ドレス。またはプリミティブを発行

するデバイスがその親によってネッ

トワークから取除かれた場合は

NULL (空値) 
Rejoin (再加入) ブール TRUE または FALSE 現在の親からの離脱を要求されてい

るデバイスがネットワークへの再加

入を要求された場合、このパラメー

タの値は TRUE。そうでなければ

FALSE。 
 
3.2.2.17.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、ZigBee コーディネータまたは ZigBee ルータの NLME が生成

し、自分の PAN 上のデバイスに関するブロードキャスト離脱コマンドを受信した

ときに、自分の次上位層に発行する。あるいは、ZigBee ルータまたはエンドデバイ

スの NLME が生成し、自分が自分の接続したルータまたは ZigBee コーディネータ

によって正常に取除かれたことを通知するために次上位層に発行する。 
 
3.2.2.17.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、ZigBee コーディネータまたは ZigBee ルータの次

上位層に、以前はネットワーク上にあったデバイスが離脱したことが通知される。

また、このプリミティブでは、ZigBee ルータまたはエンドデバイスの次上位層に自

分が自分の接続した ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネータの親によって取除

かれたことを通知することも可能である。この場合、Rejoin パラメータの値は次上

位層に対し、親デバイスのピアエンティティが取除かれたデバイスの同じネットワ

ークへの再加入を希望しているかどうかを示す。 
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3.2.2.18 NLME-LEAVE.confirm 
 
このプリミティブで、そのデバイスの次上位層は自分自身または他デバイスのネッ

トワークからの離脱リクエストの結果の通知を受けることができる。 
 
3.2.2.18.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
 
NLME-LEAVE.confirm    { 
        Status, 
        DeviceAddress 
        } 
 
表 3.24 に NLME-LEAVE.confirm プリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.24 NLME-LEAVE.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス SUCCESS,INVALID_REQUEST, 
UNKNOWN_DEVICE ま た は

MCPS-DATA.confirm ﾌﾟﾘﾐﾃｨﾌﾞで

戻されたいずれかのステータス 

対応するリクエストのステー

タス 

DeviceAddress 
(デバイス 
アドレス) 

64 ビット 
IEEE 

アドレス 

任意の 64 ビット 
IEEE アドレス 

この通知に対応するリクエス

トで指定された 64 ﾋﾞｯﾄ IEEE ｱ

ﾄﾞﾚｽ。 
ﾃﾞﾊﾞｲｽがﾈｯﾄﾜｰｸから自分自身

を取除くことを要求した場合

は NULL (空値) 
 

3.2.2.18.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、そのNLMEが生成し、NLME-LEAVE.requestプリミティブに

応えて次上位層に発行する。リクエストが成功であれば、Statusパラメータは正常

な離脱試行を示す。失敗であれば、Statusパラメータはエラーコードである

INVALID_REQUEST、UNKNOWN_DEVICE、またはMCPS-DATA.confirmプリミテ

ィブで返されたステータスを示す。これらのステータスの値の理由についての詳細

は、3.2.2.16.3に記載。 
 
3.2.2.18.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、開始デバイスの次上位層に、自分自身または子デ

バイスのネットワークからの離脱リクエストの結果が通知される。 
 
3.2.2.19 NLME-RESET.request 
 
このプリミティブで、次上位層は NWK 層にリセットの実行を要求することができ

る。 
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3.2.2.19.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-RESET.request    { 
        WarmStart 
        } 
 
表 3.25 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 

 
表 3.25 NLME-RESET.request パラメータ 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
WarmStart 
(ウォームスタート)

ブール TRUE または FALSE リクエストがすべてのスタックの値

を 初のデフォルト値へリセットを

要求するものであれば、このパラメ

ータの値は FALSE である。この値が

TRUE であれば、そのデバイスは呼

び出し前に NIB 設定にしたがって動

作をレジュームするよう要求され

る。 
 
3.2.2.19.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、次上位層が生成し、NWK 層の初期状態へのリセットを要求

するため、またはこのプリミティブが発行される前に現在の NIB 値にしたがって動

作をレジュームするために NLME に発行される。 
 
3.2.2.19.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信し、その WarmStart パラメータの値が FALSE であれば、

NLME は SetDefaultPIB パラメータが TRUE に設定された MLME-RESET.request プ
リミティブを MAC サブレイヤに発行する。対応する MLME-RESET.confirm プリミ

ティブを受信すると、NWK 層はすべての内部の変数、ルーティングテーブルエン

トリ、ルートディスカバリテーブルエントリをクリアし、全 NIB 属性値をデフォル

ト値に設定することで自分自身をリセットする。NWK 層がリセットされ、MAC サ

ブレイヤが正常にリセットされた場合、NLME は Status パラメータが SUCCESS に

設定された NLME-RESET.confirm を発行し、MAC サブレイヤのリセットが失敗で

あれば Status パラメータが DISABLE_TRX_FAILURE のものを発行する。 
 
このプリミティブを受信し、その WarmStart パラメータの値が TRUE であれば、ネ

ットワーク層はどの NIB 値も変更せずに、通常のネットワーク動作をレジュームし、

自分を NIB で指定されたネットワークの一部と見なす。ルーティングテーブル値と

隣接テーブル値はクリアされる。ネットワーク層属性と MAC 層属性をあらかじめ

組み込んでおく方法は、実装者に任されている。 
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このプリミティブが現在ネットワークに加入されているデバイスの NLME に発行

されると、次上位層の判断で推測的に NLME-LEAVE.request プリミティブを用いて

要求された離脱試行が行なわれる。 
 
3.2.2.20 NLME-RESET.confirm 
 
このプリミティブで、開始デバイスの次上位層は NWK 層リセットリクエストの結

果の通知を受けることができる。 
 
3.2.2.20.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-RESET.confirm    { 
        Status 
        } 
 
表 3.26 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.26 NLME-RESET.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス MLME-RESET.confirm ﾌﾟﾘﾐﾃｨﾌﾞ([B1])
で戻されたいずれかのｽﾃｰﾀｽ 

リセット操作の結果 

 
3.2.2.20.2 生成タイミング 
 
このプリミティブはNLMEが生成し、NLME-RESET.requestプリミティブに応えて次

上位層に発行する。リクエストが成功であった場合、Statusパラメータの値は

SUCCESSとなる。失敗であれば、Statusパラメータはエラーコードである

DISABLE_TRX_FAILUREを示す。これらのステータス値の理由についての詳細は、

3.2.2.19.3に記載。 
 
3.2.2.20.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、次上位層に NWK 層リセットのリクエスト結果が

通知される。 
 
3.2.2.21 ネットワーク層リセットメッセージシーケンスチャート 
 
図 3.2 は、NWK 層のリセットに必要なメッセージのシーケンスを示している。 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 3 280 
Network Specification 

 
 

 

 

内部状態クリア 

図 3.2 ネットワーク層リセット用メッセージシーケンスチャート 
 

3.2.2.22 NLME-SYNC.request 
 
このプリミティブで、次上位層は同期したりその ZigBee コーディネータまたはル

ータからデータを取り出すことができる。 
 
3.2.2.22.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-SYNC.request     { 
        Track 
        } 
 
表 3.27 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.27 NLME-SYNC.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Track (トラック) ブール TRUE または FALSE 今後のビーコンに同期が維持される

かどうか 
 

3.2.2.22.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、次上位層が同期を実行したり、ZigBee コーディネータまたは

ルータにペンディングされたデータを確認したい場合はいつでも生成される。 
 
3.2.2.22.3 受信時の動作 
 
TRACK パラメータが FALSE に設定されていて、デバイスがビーコンイネーブルで

ないネットワークで動作していれば、NLME は MAC サブレイヤに MLME-
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POLL.request プリミティブを発行する。対応する MLME-POLL.confirm プリミティ

ブを受信すると、NLME は Status パラメータが MLME-POLL.confirm プリミティブ

に報告された値に設定された NLME-SYNC.confirm プリミティブを発行する。 
 
TRACK パラメータが FALSE に設定されていて、デバイスがビーコンイネーブルの

ネットワークで動作していれば、NLME はまず MLME-SET.request プリミティブを

発行して MAC サブレイヤ macAutoRequest PIB 属性を TRUE に設定する。その後、

TrackBeacon パラメータが FALSE に設定された MLME-SYNC.request プリミティブ

を発行する。それから NLME は、Status パラメータが SUCCESS に設定された

NLME-SYNC.confirm プリミティブを発行する。 
 
TRACK パラメータが TRUE に設定されていて、デバイスがビーコンイネーブルで

ないネットワークで動作していれば、NLME は Status パラメータが

INVALID_PARAMETER に設定された NLME-SYNC.confirm プリミティブを発行す

る。 
 
TRACK パラメータが TRUE に設定されていて、デバイスがビーコンイネーブルの

ネットワークで動作していれば、NLME はまず MLME-SET.request プリミティブを

発行して、MAC サブレイヤ macAutoRequest PIB 属性を TRUE に設定する。その後、

TrackBeacon パラメータが TRUE に設定された MLME-SYNC.request プリミティブを

発行する。それから NLME は、Status パラメータが SUCCESS に設定された NLME-
SYNC.confirm プリミティブを発行する。 
 
3.2.2.23 NLME-SYNC-LOSS.indication 
 
このプリミティブで、次上位層は MAC サブレイヤでの同期ロスの通知を受けるこ

とができる。 
 
3.2.2.23.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-SYNC-LOSS.indication   { 
        } 
 
このプリミティブにパラメータはない。 
 
3.2.2.23.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、MLME-SYNC-LOSS.indication プリミティブを通して MAC サ

ブレイヤから BEACON_LOST の LossReason と一緒に同期ロスの通知を受け取った

ときに生成される。これは NLME に発行された先の NLME-SYNC.request プリミテ

ィブの次に続く。 
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3.2.2.23.3 受信時の動作 
 
次上位層にビーコンとの同期ロスが通知される。 
 
3.2.2.24 NLME-SYNC.confirm 
 
このプリミティブで、次上位層は同期実行または ZigBee コーディネータまたはル

ータからデータを取り出した結果の通知を受けることができる。 
 
3.2.2.24.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-SYNC.confirm    { 
        Status 
        } 
 
表 3.28 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.28 NLME-SYNC.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス SUCCESS,SYNC_FAILURE, 
INVALID_PARAMETER ま た は

MLME_POLL.confirm ﾌ ﾟ ﾘ ﾐ ﾃ ｨ ﾌ ﾞ

([B1])で戻されたいずれかのｽﾃｰﾀｽ

ZigBee コーディネータまたは

ルータとの同期リクエストの

結果 

 
3.2.2.24.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは開始NLMEが生成し、NLME-SYNC.requestプリミティブに応え

て次上位層に発行される。リクエストが成功であれば、Statusパラメータは同期試

行が成功であったことを示す。失敗であれば、Statusパラメータはエラーコードを

示す。これらのステータス値の理由についての詳細は、3.2.2.22.2に記載。 
 
3.2.2.24.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、次上位層に同期実行または ZigBee コーディネー

タまたはルータからのデータ取り出しリクエストの結果が通知される。NLME が成

功であれば、Status パラメータは SUCCESS に設定される。失敗であれば Status パ
ラメータはエラーを示す。 
 
3.2.2.25 同期化メッセージシーケンスチャート 
 
図 3.3 および図 3.4 は、デバイスが正常に ZigBee コーディネータまたは ZigBee ルー

タと同期化するのに必要なメッセージのシーケンスを示している。図 3.3 はノンビ

ーコニングネットワークの場合を、図 3.4 はビーコニングネットワークの場合を示

している。 
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図 3.3 ノンビーコニングネットワークでの同期化用メッセージシーケンスチャート 

 

 

macAutoRequest
を TRUE に設定 

図 3.4 ビーコンイネーブルのネットワークでの同期化用メッセージシーケンスチャート 
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3.2.2.26 NLME-GET.request 
 
このプリミティブで、次上位層は NIB から属性値を読み取ることができる。 
 
3.2.2.26.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-GET.request     { 
        NIBAttribute 
        } 
 
表 3.29 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.29 NLME-GET.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

NIBAttribute 
(NIB 属性) 整数 表 3.44 参照 読み取る NIB 属性の ID 

 
3.2.2.26.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは次上位層が生成し、NIB から属性を読み取るために NLME に

発行される。 
 
3.2.2.26.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、NLME は自分のデータベースから要求された NIB
属性を読み出そうと試みる。データベース内に NIB 属性の ID が見つからなかった

場合、NLME はステータスが UNSUPPORTED_ATTRIBUTE の NLME-GET.confirm
プリミティブを発行する。 
 
要求された NIB 属性が正常に読み出されると、NLME はステータスが SUCCESS の

NLME-GET.confirm プリミティブおよび NIB 属性 ID と値を発行する。 
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3.2.2.27 NLME-GET.confirm 
 
このプリミティブは、NIB からの属性値読み取り試行の結果を報告する。 
 
3.2.2.27.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-GET.confirm     { 
        Status, 
        NIBAttribute, 
        NIBAttributeLength, 
        NIBAttributeValue 
        } 
 
 表 3.30 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.30 NLME-GET.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

列挙 SUCCESS ま た は
UNSUPPORTED_ATTRIBUTE

NIB 属性値を読み取るリクエ

ストの結果 

NIBAttribute 
(NIB 属性) 

整数 表 3.44 参照 読み取られた NIB 属性の ID 

NIBAttributeLength
(NIB 属性長) 

整数 0x0000 – 0xffff 戻された属性値の長さ 
(オクテット) 

NIBAttributeValue 
(NIB 属性値) 

変数 属性による (表 3.44 参照) 読み取られた NIB 属性の値 

 
3.2.2.27.2 生成タイミング 
 
このプリミティブはNLMEが生成し、NLME-GET.requestプリミティブに応えて次上

位層に発行される。このプリミティブは、NIB属性の読み取りリクエストが成功で

あったことを示すステータスのSUCCESSか、エラーコードを示すステータス

UNSUPPORTED_ATTRIBUTEのどちらかを戻す。これらのステータス値の理由に

ついての詳細は、3.2.2.26.3に記載。 
 
3.2.2.27.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、次上位層に NIB 属性の読み取りリクエストの結果

が通知される。NIB 属性の読み取りリクエストの結果が成功であれば、Status パラ

メータは SUCCESS に設定される。失敗であれば Status パラメータはエラーを示す。 
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3.2.2.28 NLME-SET.request 
 
このプリミティブで、次上位層は NIB に属性値を書き出すことができる。 
 
3.2.2.28.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-SET.request     { 
        NIBAttribute, 
        NIBAttributeLength, 
        NIBAttributeValue 
        } 
 
表 3.31 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.31 NLME-SET.request パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

NIBAttribute (NIB属性) 整数 表 3.44 参照 書き出される NIB 属性の ID 
NIBAttributeLength 
(NIB 属性長) 

整数 0x0000 – 0xffff 設定される属性値の長さ 
(オクテット) 

NIBAttributeValue 
(NIB 属性値) 

変数 属性による 
 (表 3.44 参照) 

書き出される NIB 属性の値 

 

3.2.2.28.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは次上位層が生成し、NIB に属性値を書き出すために NLME に

発行される。 
 
3.2.2.28.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、NLME は与えられた値を自分のデータベースに保

持している NIB 属性に書き出そうと試みる。NIBAttribute パラメータが自分のデー

タベースにない属性を指定していれば、NLME はステータスが

UNSUPPORTED_ATTRIBUTE の NLME-SET.confirm プリミティブを発行する。

NIBAttributeValue パラメータが与えられた属性に対する有効範囲外の値を指定して

いれば、NLME はステータスが INVALID_PARAMETER の NLME-SET.confirm プリ

ミティブを発行する。 
 
要求された NIB 属性が正常に書き出されると、NLME はステータスが SUCCESS の

NLME-SET.confirm プリミティブを発行する。 
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3.2.2.29 NLME-SET.confirm 
 
このプリミティブは、NIB 属性への値の書き出し試行の結果を報告する。 
 
3.2.2.29.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-SET.confirm     { 
        Status, 
        NIBAttribute 
        } 
 
表 3.32 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.32 NLME-SET.confirm パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

列挙 SUCCESS、
INVALID_PARAMETER、 

または
UNSUPPORTED_ATTRIBUTE

NIB 属性を書き出すリクエス

トの結果 

NIBAttribute 
(NIB 属性) 

整数 表 3.44 参照 書き出された NIB 属性の ID 

 

3.2.2.29.2 生成タイミング 
 
このプリミティブはNLMEが生成し、NLME-SET.requestプリミティブに応えて次上

位層に発行される。このプリミティブは、指示されたNIB属性に要求された値が書

き出されたことを示すステータスのSUCCESSか、エラーコードである

INVALID_PARAMETERまたはUNSUPPORTED_ATTRIBUTEのいずれかを戻す。こ

れらのステータス値の理由についての詳細は、3.2.2.28.3に記載。 
 
3.2.2.29.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、次上位層に NIB 属性値の書き出しリクエストの結

果が通知される。リクエストされた値が指示された NIB 属性に書き出されていれば、

Status パラメータは SUCCESS に設定される。それ以外の場合は Status パラメータ

はエラーを示す。 
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3.2.2.30 NLME-NWK-STATUS.indication 
 

このプリミティブで、次上位層はネットワークの失敗について通知を受けることが

できる。 
 
3.2.2.30.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-NWK-STATUS.indication   { 
        Status, 
        NetworkAddr 
        } 
 
表 3.33 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 
 

表 3.33 NLME-NWK-STATUS.indication パラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾃｰﾀｽｺｰﾄﾞの 
いずれか(表 3.42 参照)

失敗に関連するエラーコード 

NetworkAddr 
(ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽ) 

整数 0x0000 – 0xfff7 ステータス情報に関連したデバイス

の 16 ビットネットワークアドレス 
 

3.2.2.30.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは次のうちのいずれかが起きた場合に、デバイスの NWK 層が生

成し、次上位層に渡される： 
 

• デバイスが、NetworkAddr パラメータで与えられた宛先へのルートのディス

カバまたはリペア（修復）に失敗した。 
• そのデバイスの NWK 層が、NetworkAddr パラメータの 16 ビットネットワー

クアドレスの子エンドデバイスにフレームを届けられなかった。理由は表

3.42 のひとつに因る。 
• NWK 層がそのデバイス宛のネットワークステータスコマンドフレームを受

信した。この場合、NetworkAddr パラメータおよび Status パラメータは、そ

のコマンドフレームの Destination address フィールドおよび Error code フィー

ルドの値を反映する。 
 
3.2.2.30.3 受信時の動作 
 
次上位層に指定のデバイスとの通信に失敗したことが通知される。 
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3.2.2.31 NLME-ROUTE-DISCOVERY.request 
 
このプリミティブで、次上位層はルートディスカバリを開始できる。 
 
3.2.2.31.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-ROUTE-DISCOVERY.request  { 
        DstAddrMode, 
        DstAddr, 
        Radius 
        NoRouteCache 
        } 
 
表 3.34 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 

 
表 3.34 NLME-ROUTE-DISCOVERY.request パラメータ 

名前 タイプ 有効範囲 解説 
DstAddrMode 
(宛先アドレス 
モード) 

整数 0x00 – 0x02 提供された宛先アドレスの種類を指定する 
パラメータ。DstAddrMode パラメータは、 
次の 3 つのうちのいずれかが可能である。 
0x00 = 宛先アドレスなし 
0x01 = マルチキャストグループの 

16 ビットネットワークアドレス 
0x02 = 個々のデバイスの 

16 ビットネットワークアドレス 
DstAddr 
(宛先アドレス) 
 

16 ビット 
ネットワー

クアドレス 

任意のネットワーク

アドレスまたは 
マルチキャスト 

アドレス 

ルートディスカバリの宛先。 
DstAddrMode パラメータの値が 0x00 で 
あれば、DstAddr は与えられない。 
これはルートディスカバリが、ディスカバ

リコマンドを発行しているデバイスをター

ゲットとする多対一ディスカバリになるこ

とを示している。 
DstAddrMode パラメータの値がマルチルー

トディスカバリを示す 0x01 であれば、宛先

はマルチキャストグループの 16 ビットネッ

トワークアドレスとなる。 
DstAddrMode パラメータの値が 0x02 であれ

ば、ユニキャストルートディスカバリを示

す。DstAddr は、発見対象のデバイスの 16
ビットネットワークアドレスとなる。 

Radius (範囲) 
 

整数 0x00 – 0xff このパラメータはオプションで、ルートリ

クエストがネットワークで転送されるホッ

プ数を示す。 
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表 3.34 NLME-ROUTE-DISCOVERY.request パラメータ （続き）
名前 タイプ 有効範囲 解説 

NoRouteCache 
(ルート 
キャッシュ 
なし) 

ブール TRUE または FALSE DstAddrMode の値が多対一ルートディスカ

バリを示す 0 (ゼロ)だった場合、このフラ

グで NWK がルートレコードテーブルを確

立すべきかどうかを判断される。 
TRUE = ルートレコードテーブルの 

確立なし 
FALSE = ルートレコードテーブルの確立 

 
3.2.2.31.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは、ZigBee コーディネータまたはルータの次上位層が生成し、ル

ートディスカバリの開始を要求するために NLME に発行される。 
 
3.2.2.31.3 受信時の動作 
 
ZigBee エンドデバイスの NLME がこのプリミティブを受信すると、NLME は次上

位層にステータス値が INVALID_REQUEST の NLME-ROUTE-DISCOVERY.confirm
プリミティブを発行する。 
 
DstAddrMode パラメータが 0x00 でなく、DstAddr パラメータがブロードキャストア

ドレスのプリミティブを NLME が受信すると、NLME は次上位層にステータス値

が INVALID_REQUEST の NLME-ROUTE-DISCOVERY.confirm プリミティブを発行

する。 
 
ルーティングキャパシティのない ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネータの

NLME が、DstAddrMode パラメータが 0x01 または 0x02 のプリミティブを受信する

と、NLME は次上位層にステータス値が ROUTE_ERROR で NetworkStatusCode 値が

ルーティングキャパシティのないことを示す 0x04 の NLME-ROUTE-
DISCOVERY.confirm プリミティブを発行する。 
 
ルーティングキャパシティをもつZigBeeルータまたはZigBeeコーディネータの

NLMEが、DstAddrModeパラメータが 0x02 のプリミティブを受信すると、NLMEは
現在のデバイスとDstAddrパラメータで指定された 16 ビットネットワークアドレス

をもつネットワークデバイスのあいだのユニキャストルートのディスカバリを開始

する。ユニキャストのディスカバリ開始手順は3.6.3.5.1に概説。 
 
ルーティングキャパシティをもつ ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネータの

NLME が、DstAddrMode パラメータが 0x01 のプリミティブを受信すると、NLME
はまずそのデバイスが DstAddr パラメータで指定のマルチキャストグループのメン

バであるかを判断するために、NIB の nwkGroupIDTable 属性に宛先アドレスに対応

するエントリがあるかどうかを確認する。デバイスがマルチキャストグループのメ

ンバであれば、NLME は直ちにステータス値が SUCCESS の NLME-ROUTE-
DISCOVERY.confirm プリミティブを発行し、それ以上の NLME-ROUTE-
DISCOVERY.request プリミティブの処理を続けない。デバイスがマルチキャストグ
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ループのメンバでなければ、NLMEは現在のデバイスと DstAddrパラメータで指定
のマルチキャストグループのあいだのユニキャストルートのディスカバリを開始す

る。 
 
ZigBeeルータまたは ZigBeeコーディネータが DstAddrModeパラメータが 0x00の
このプリミティブを受信すると、NLMEは多対一ルートディスカバリを開始する。
多対一ルートディスカバリの開始手順は、3.6.3.5.1に概説。 
 
上述の実際のルートディスカバリの 3つのケースそれぞれで、NLMEはルートディ
スカバリを開始するのだが、その際MACサブレイヤのMCPS-DATA.requestプリミ
ティブを使ってルートディスカバリコマンドフレームの送信を試みる。オプション

である Radiusパラメータに何か値があれば、その値が発信フレームの NWKヘッダ
の Raduisフィールドに置かれる。何も値がなければ NWKヘッダの Raduisフィー
ルドには、データフレーム送信の場合のように NIBの nwkMaxDepth属性の二倍の
値が設定される。MACサブレイヤが何らかの理由でルートリクエストコマンドフ
レームの送信に失敗した場合、NLMEは ROUTE-DISCOVERY.confirmプリミティ
ブを次上位層に発行する。その際の Statusパラメータ値は、MCPS-DATA.confirm
で戻された値と同じである。ルートディスカバリコマンドフレームが正常に送信さ

れ、DtsAddrModeパラメータの値が多対一ルートディスカバリを示す 0x00であれ
ば、NLMEは直ちに SUCCESSという値で ROUTE-DISCOVERY.confirmプリミティ
ブを発行する。それ以外の場合は、NLMEはルートリプライコマンドフレームが受
信されるまであるいは 3.6.3.5に解説のようにルートディスカバリ動作タイムアウト
まで待機する。ルートディスカバリ動作タイムアウトの前にルートリプライコマン

ドフレームが受信されると、NLMEは次上位層にステータス値が SUCCESSの
NLME-ROUTE-DISCOVERY.confirmプリミティブを発行する。動作タイムアウトの
場合は、Statusが ROUTE-ERRORで NetworkStatusCode値に表 3.42に記載のような
失敗の理由を反映した NLME-ROUTE-DISCOVERY.confirmプリミティブが発行さ
れる。 
 
3.2.2.32 NLME-ROUTE-DISCOVERY.confirm 
 
このプリミティブは次上位層にルートディスカバリの開始試行の結果を通知する。 
 
3.2.2.32.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのセマンティクスは以下の通りである。 
 
NLME-ROUTE-DISCOVERY.confirm  { 
        Status, 
        NetworkStatusCode 
        } 
 
表 3.35に NLME-ROUTE-DISCOVERY.confirmプリミティブのパラメータを解説す
る。 
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表 3.35 NLME-ROUTE-DISCOVERY.confirmパラメータ 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Status 
(ステータス) 

ステータス値 INVALID_REQUEST、 
ROUTE_ERROR、 
またはMCPS-
DATA.confirm 

プリミティブで戻された

いずれかのステータス値

ルートディスカバリ試行のステー

タス 

NetworkStatus 
Code 
(ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾃｰﾀｽ
ｺｰﾄﾞ) 
 

ネットワーク 
ステータス 
コード 

表 3.42参照 Status パ ラ メ ー タ の 値 が

ROUTE_ERROR の場合、このコ
ードは生じたエラーの種類の詳細

情報を示す。それ以外の場合は無

視される。 
 

3.2.2.32.2 生成タイミング 
 
このプリミティブは NLMEが生成し、ルートディスカバリ試行の結果として次上
位層に渡される。 
 
3.2.2.32.3 受信時の動作 
 
次上位層にルートディスカバリ開始試行のステータスが通知される。Statusパラメ
ータとなりうる値およびそれらが生成される状況については 3.2.2.31.313を参照。 
 

                                                 
13 CCB #822 
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3.3 フレームフォーマット 

 
本節では NWK フレーム(NPDU)のフォーマットを規定する。NWK フレームは次の

基本構成から構成される。 
 

• フレームコントロール、アドレッシング、シーケンス情報を含む 
NWK ヘッダ 

• 各フレームタイプに基づく情報を含む可変長の NWK ペイロード 
 

NWK 層のフレームは決められた順に並ぶ一連のフィールド群から構成される。本

節で示す全てのフレームフォーマットは MAC 層によって伝送される順に、左から

右へと記述されており、 も左のビットが 初に送信される。フィールドの長さが

k であるとき、各ビットには 0（ も左でかつ 下位）～k-1（ も右でかつ 上位)
の番号が割り振られる。１オクテットよりも長いフィールドは、 も小さい番号の

ビットを含むオクテットから も大きい番号のビットを含むオクテットの順に

MAC 層に渡される。 

3.3.1 一般的な NPDU フレームフォーマット 

 
NWK フレームフォーマットは１つの NWK ヘッダと１つの NWK ペイロードから

構成される。NWK ヘッダのフィールドの順番は固定である。NWK フレームを図

3.5 に示す。 
 

Octets:
2 2 2 1 1 0/8 0/8 0/1 可変長 可変長 

Frame 
control 

Destina
tion 

address

Source 
address 

Radius Sequen
ce 

number

Destinati
on IEEE 
address 

Multic
ast 

control

Source route 
subframe 

Frame 
payload 

Source 
IEEE 

address 
NWK Header Payload 

図 3.5 一般的な NWK フレームのフォーマット 
 

3.3.1.1 Frame Control フィールド 
 
Frame control フィールドは 16 ビット長で、フレームタイプ、アドレッシング、シ

ーケンス、およびその他のコントロールフラグから構成されている。Frame control
フィールドの構成を図 3.6 に示す。 
 

Bits: 
0-1 2-5 6-7 8 9 10 11 12 13-15 

Frame 
type 

Protocol 
version 

Discover 
route 

Multicast 
flag 

Security Source 
route

Destination 
IEEE 

address 

Source 
IEEE 

address 

Reserved

図 3.6 Frame control フィールド 
 

表は NWK データフレームの設定可能な Frame control サブフィールド設定を示して

いる。なお、以下にリストした全てのフレームの Frame type サブフィールドはデー

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 3 294 
Network Specification 

 
 

 

タを示す 00 であり、Protocol version サブフィールドは実装した ZigBee のバージョ

ン番号を反映した値とする。 
 

表3.36 設定可能なFrame controlサブフィールドの設定 
Data 

Transmission 
Method 

Discover 
Route Multicast Security Destination 

IEEE Address 

Source 
IEEE 

Address 
Unicast 00 or 01 0 0 or 1 0 or 1 0 or 1 
Broadcast 00 0 0 or 1 0 0 or 1 
Multicast 00 1 0 or 1 0 0 or 1 
Source routed 00 0 0 or 1 0 or 1 0 or 1 

 
3.3.1.1.1 Frame Type サブフィールド 

 
Frame Type サブフィールドは 2 ビット長で、表 3.37 に示した中で Reserved 以外の

値の 1 つが設定される。 
 

表 3.37 Frame Type サブフィールドの値 
Frame Type Value 

b1 b0
Frame Type Name 

00 Data 
01 NWK command 

10 - 11 Reserved 
 

3.3.1.1.2 Protocol Version サブフィールド 
 

Protocol Version サブフィールドは 4 ビット長であり、使用している ZigBee NWK の

プロトコルバージョンがセットされる。各デバイスが使用しているプロトコルバー

ジョンは、NWK 定数の nwkcProtocolVersion の値を使用する。 
 
3.3.1.1.3 Discover Route サブフィールド 

 
Discover route サブフィールドは、このフレームを通過させる際のルートディスカバ

リ動作を制御するために用いられる(3.6.3.5 節参照)。 
 

表 3.38 Discover route サブフィールドの値 
Discover Route Field Value Field Meaning 

0x00 Suppress route discovery 
0x01 Enable route discovery 

0x02, 0x03 Reserved 
 
NWK 層のコマンドフレームにおいては、ルートディスカバリを抑制するために

Discover route サブフィールドの値を 0x00 に設定する。 
 

3.3.1.1.4 Multicast Flag サブフィールド 
 

Multicast flag サブフィールドは 1 ビット長で、フレームがユニキャストまたはブロ

ードキャストであるときは 0、マルチキャストフレームであるときは 1 をセットす
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る。NWK ヘッダの Multicast control フィールドは、Multicast flag が 1 であるときの

み存在する。 
 
3.3.1.1.5 Security サブフィールド 

 
Security サブフィールドはフレームの NWK セキュリティ動作が有効なときのみ 1
にセットする。他の層のセキュリティを使用する場合や、セキュリティが完全に無

効であるときは 0 にセットする。 
 
3.3.1.1.6 Source Route サブフィールド 

 
Source route サブフィールドは、NWK ヘッダ中に Source route サブフレームが存在

するとき 1 をセットする。Source route サブフレームが存在しないときは、Source 
route サブフィールドの値は 0 にセットする。 
 
3.3.1.1.7 Destination IEEE Address サブフィールド 

 
Destination IEEE address サブフィールドは、NWK ヘッダ中に送信先の IEEE アドレ

スが含まれるときにのみ 1 にセットする。 
 
3.3.1.1.8 Source IEEE Address サブフィールド 

 
Source IEEE address サブフィールドは、NWK ヘッダ中に送信元デバイスの IEEE ア

ドレスが含まれるときにのみ 1 にセットする。 
 
3.3.1.2 Destination Address フィールド 

 
Destination address フィールドは常に存在し、その長さは 2 オクテットである。

Frame control フィールドの Multicast flag サブフィールドの値が 0 であるとき、

Destination address フィールドには送信先デバイスまたはブロードキャストアドレス

の 16 ビットのネットワークアドレスをセットする(表 3.54 参照)。Multicast flag サブ

フィールドの値が 1 であるとき Destination address フィールドは、送信先マルチキ

ャストグループの 16 ビットのグループ ID となる。なお、デバイスのネットワーク

アドレスは、MAC PIB の属性 macShortAddress の値である。 
 

3.3.1.3 Source Address フィールド 
 

Source address フィールドは常に存在する。その長さは 2 オクテットでフレームの送

信元デバイスのネットワークアドレスを持つ。なお、デバイスのネットワークアド

レスは、MAC PIB の macShortAddress の値である。 
 
3.3.1.4 Radius フィールド 
 
Radius フィールドは常に存在する。その長さは 1 オクテットであり、転送する回数

の上限がセットされる。このフィールドは受信のたびに 1 ずつ減らされる。 
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3.3.1.5 Sequence Number フィールド 
 

Sequence number フィールドは 1 オクテット長で全てのフレームに存在する。

Sequence number の値は新しいフレームを送信するたびに 1 増加する。フレームの

Source address と Sequence number フィールドのペアをとることにより、シーケンス

番号が 1 オクテット長という制約下においても一意にフレームの識別を行うことが

できる。Sequence number のより詳細な使い方は 3.6.2 を参照のこと。 
 
3.3.1.6 Destination IEEE Address フィールド 

 
Destination IEEE address フィールドが存在するときは、NWK ヘッダの Destination 
address フィールドに含まれる 16 ビットのネットワークアドレスに対応した 64 ビッ

トの IEEE アドレスがセットされる。受信フレームに 64 ビット IEEE アドレスが含

まれている場合、nwkAddressMap と隣接テーブルの内容に矛盾がないか確認し、必

要であれば更新する。3.6.1.9.2 節にアドレスコンフリクトが発生したときに行う操

作について示してある。16 ビットネットワークアドレスがブロードキャストまたは

マルチキャストアドレスである場合、Destination IEEE address サブフィールドは存

在しない。 
 
3.3.1.7 Source IEEE Address フィールド 

 
Source IEEE address フィールドが存在するときは、NWK ヘッダの Source address フ
ィールドに含まれる 16 ビットのネットワークアドレスに対応する 64 ビットの

IEEE アドレスをセットする。受信フレームに 64 ビットの IEEE アドレスが含まれ

る場合、nwkAddressMap と隣接テーブルの内容に矛盾がないか確認し、必要であれ

ば更新する。3.6.1.9.2 節にアドレスコンフリクトが発生したときに行う操作につい

て示してある。 
 
3.3.1.8 Multicast Control フィールド 

 
Multicast controlフィールド34は 1 オクテット長で、Multicast flagサブフィールドの値

が 1 のときのみ存在する。このフィールドは図 3.7 に示すように、3 つのサブフィ

ールドに分割される。 
 

Bits: 0 - 1 2 – 4 5 - 7 
Multicast mode NonmemberRadius MaxNonmemberRadius 

図 3.7 Multicast control フィールドのフォーマット 
 

3.3.1.8.1 Multicast Mode サブフィールド 
 

Multicast mode サブフィールドは、フレームがメンバモードかノンメンバモードの

どちらによって送信されたのかを示している。メンバモードは送信先グループのメ

ンバのデバイス間でマルチキャストを伝播させていく。ノンメンバモードはマルチ

                                                 
34 (翻訳者注) 原著では”multicast control sub-field”となっているが、”multicast control field”と
して翻訳した 
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キャストフレームをマルチキャストグループでないデバイスからマルチキャストグ

ループのメンバであるデバイスに伝送するときに用いる。 
 

表 3.39 Multicast Mode サブフィールドの値 
Multicast Mode Field Value Field Meaning 

0x0 Non-member mode 
0x1 Member mode 
0x2 Reserved 
0x3 Reserved 

 
3.3.1.8.2 NonmemberRadius サブフィールド 

 
NonmemberRadius サブフィールドは、送信先グループのメンバでないデバイスによ

って中継されるときのメンバモードマルチキャストの範囲を示している。送信先グ

ループのメンバである受信デバイスは、この値を MaxNonmemberRadius サブフィー

ルドにセットする。送信先グループのメンバでない送信元デバイスおよび受信デバ

イスは、NonmemberRadius サブフィールドが 0 であるときはフレームを破棄し、

NonmemberRadius の値が 0x01～0x06 の範囲であるときは、このフィールドの値を 1
減らす。値 0x07 は無限の範囲を示すものとし、値は減らさない。 
NonmemberRadius サブフィールドの値は MaxNonmemberRadius サブフィールドの値

を越えることはない。 
 
3.3.1.8.3 MaxNonmemberRadius サブフィールド 

 
このフレームの NonmemberRadius サブフィールドの 大値を示す。 
 
3.3.1.9 Source Route Subframe フィールド 

 
Source route subframe フィールドは、Frame control フィールドの Source route サブフ

ィールドの値が 1 のときのみ存在する。このフィールドは図 3.8 に示すように 3 つ

のサブフィールドに分割される。 
 

Octets: 1 1 可変長 
Relay count Relay index Relay list 

図 3.8 Source route subframe のフォーマット 
 

3.3.1.9.1 Relay Count サブフィールド 
 
Relay count サブフィールドは、Source route subframe 内の Relay list サブフィールド

に含まれる中継の数を示す。 
 
3.3.1.9.2 Relay Index サブフィールド 

 
Relay index サブフィールドは、伝送パケットの relay list サブフィールド内に含まれ

る次の中継先のインデックスを示す。このフィールドはパケットの送信元によって

Relay count より 1 小さい値に初期化され、中継するたびに 1 減らされる。 
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3.3.1.9.3 Relay List サブフィールド 
 

Relay lists サブフィールドには中継アドレスのリストが格納される。送信先に も

近い中継が 初にリストされる。送信元に も近い中継は 後にリストされる。 
 
3.3.1.10 Frame Payload フィールド 

 
Frame payload フィールドは可変長であり、それぞれのフレームタイプにて規定され

た情報が含まれる。 
 

3.3.2 各フレームタイプのフォーマット 
 

NWK フレームタイプはデータと NWK コマンドの 2 種類ある。以下の節で各フレ

ームタイプについて示す。 
 
3.3.2.1 データフレームフォーマット 

 
データフレームは、図 3.9 に示すフォーマットとなる。 
 

Octets: 2 可変長 可変長 
Frame control Routing fields Data payload 

NWK header NWK payload 
図 3.9 データフレームのフォーマット 

 
データフレームのフィールド順は、図 3.5 に示した一般的な NWK フレームフォー

マット順に従う。 
 
3.3.2.1.1 データフレーム NWK ヘッダフィールド 

 
データフレームの NWK ヘッダフィールドは、Frame control フィールドと必要に応

じ適切な組み合わせの Routing フィールドから構成される。 
Frame control フィールドにおいて、Frame type サブフィールドは表 3.37 に示したデ

ータフレームであることを示す値がセットされる。その他全てのサブフィールドに

は、データフレームの使用目的に対応した値がセットされる。 
Routing フィールドには Frame control フィールドで設定した内容に依存したアドレ

スおよびブロードキャストフィールドの適切な組み合わせをセットする(図 3.6 参

照)。 
 
3.3.2.1.2 データペイロードフィールド 

 
データフレームの Data payload フィールドは、上位層が NWK 層に対して伝送を要

求するオクテット列が含まれる。 
 
3.3.2.2 NWK コマンドフレームフォーマット 

 
NWK コマンドフレームは図 3.10 に示すフォーマットとなる。 
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可変長 1 可変長 Octets: 2 
Frame control Routing fields NWK command 

identifier 
NWK command 

payload 
NWK header NWK payload 
図 3.10 NWK コマンドフレームのフォーマット 

 
NWK コマンドフレームのフィールド順は図 3.5 に示す一般的な NWK フレーム順に

従う。 
 
3.3.2.2.1 NWK コマンドフレーム NWK ヘッダフィールド 
 
NWK コマンドフレームの NWK ヘッダフィールドは Frame control フィールドと必

要に応じ適切な組み合わせの routing フィールドの組み合わせから構成される。 
Frame control フィールドの Frame type サブフィールドは、表 3.37 で示した NWK コ

マンドフレームであることを示す値がセットされる。その他全てのサブフィールド

は、NWK コマンドフレームの使用目的に応じた値がセットされる。 
Routing フィールドは、Frame control フィールドの設定に依存した適切なアドレス

およびブロードキャストフィールドの組み合わせから構成される。 
 
3.3.2.2.2 NWK Command Identifier フィールド 

 
NWK command identifier フィールドは、使用する NWK コマンドを表す。このフィ

ールドは表 3.40 に示した Reserved でない値の中の 1 つがセットされる。 
 
3.3.2.2.3 NWK Command Payload フィールド 

 
NWK コマンドフレームの NWK command payload フィールドは、NWK コマンド自

体をセットする。 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 3 300 
Network Specification 

 
 

 

3.4 コマンドフレーム 

NWK 層にて定義するコマンドフレームを表 3.40 に示す。以下の節では NLME が生

成するコマンドの詳細を示す。 
各コマンドの NWK ヘッダの節にて特別に示していない限り、次に示す NWK ヘッ

ダが適用される。 
 

• NWK Frame control フィールドの Frame type サブフィールドには、このフレ

ームが NWK 層コマンドフレームであることを示す値をセットする。 
• NWK ヘッダの Discover route サブフィールドには、Suppress route discovery を

セットする。(表 3.38 参照) 
• NWK ヘッダの Source address フィールドには、発信元デバイスのアドレスを

セットする。 
 

表 3.40 NWK コマンドフレーム 
Command Frame 

Identifier Command Name Reference 

0x01 Route request 3.4.1 
0x02 Route reply 3.4.2 
0x03 Network status 3.4.3 
0x04 Leave 3.4.4 
0x05 Route record 3.4.5 
0x06 Rejoin request 3.4.6 
0x07 Rejoin response 3.4.7 
0x08 Link status 3.4.8 
0x09 Network report 3.4.9 
0x0a Network update 3.4.10 

0x0b-0xff Reserved － 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



ZigBee Specification 301
Document 053474r17 

 
 

3.4.1 ルートリクエストコマンド 
 

ルートリクエストコマンドは、あるデバイスからその無線範囲にあるデバイスに対

して指定した特定の宛先デバイスをサーチさせ、そのネットワークにおいて、より

簡易かつ経済的な宛先デバイスへのメッセージルート確立するために用いられる。

ルートリクエストコマンドのペイロードのフォーマットを図 3.11 に示す。 
 

Octets: 1 1 2 1 0/8 
Command 

options 
Route 

request 
identifier 

Destination 
address 

Path cost Destination 
IEEE 

address 
NWK command payload 

図 3.11 ルートリクエストコマンドフレームのフォーマット 
 

3.4.1.1 MAC データサービスへの送信要求 
 

本コマンドを MAC データサービス(IEEE 802.15.4-2003 [B1]参照)を用いて送信する

際、MAC フレームヘッダには以下の情報を格納する。 
 

• Destination PAN ID には、ルートリクエストコマンドを送信するデバイスの

PAN ID をセットする。 
• Destination address には、ブロードキャストアドレス 0xffff をセットする。 
• Source address と PAN ID には、ルートリクエストコマンドを送信するデバイ

スのアドレスと PAN ID をセットする。ここで指定するデバイスはそのコマ

ンドの発信元、または中継デバイスである。 
• NWK 層にて生成されるフレームには NWK 層セキュリティが適用されるた

め、Frame control フィールドは MAC セキュリティが無効である MAC デー

タフレームを示すようセットする。本フレームはブロードキャストであるた

め、acknowledgment 要求なしとする。 
• Addressing mode と Intra-PAN フラグは、ここで示したアドレッシングフィー

ルドに対応するようセットする。 
 

3.4.1.2 NWK ヘッダフィールド 
 

このルートリクエストが宛先まで届きルートディスカバリ動作を正しく完了させる

ために、次の情報を格納しなくてはならない。 
 

• NWK ヘッダの Destination address フィールドには、macRxOnWhenIdle = 
TRUE(表 3.54 参照)である全てのデバイスを示すブロードキャストアドレス

をセットする。 
• NWK Frame control フィールドの Source IEEE address サブフィールドに 1 を

セットし、NWK ヘッダの Source IEEE address フィールドに本フレームの発

信元の 64bit IEEE アドレスをセットする。 
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3.4.1.3 NWK ペイロードフィールド 
 

NWK フレームペイロードは、Command identifier フィールド、Command options フ
ィールド、Route request identifier フィールド、 終の宛先アドレス、現在までのパ

スコストの合計および宛先 IEEE アドレスから構成される。 
Command frame identifier には、ルートリクエストコマンドフレームを示す値をセッ

トする。 
 
3.4.1.3.1 Command Options フィールド 

 
Command options フィールドは 8bit で構成され、そのフォーマットを図 3.12 に示す。 
 

Bit: 0-2 3-4 5 6 7 
Reserved Many-to-one Destination IEEE address Multicast Reserved 
図 3.12 Route Request コマンドの Command options フィールド 

 
3.4.1.3.1.1 Many-to-One サブフィールド 

 
Many-to-one フィールドには、表 3.41 に示す Reserved ではない値の 1 つを指定する。 
 

表 3.41 Many-to-One フィールドの値 
値 説明 
0 ルートリクエストは、many-to-one ルート

リクエストではない。 
1 ルートリクエストは、many-to-one ルート

リクエストであり、送信者はルートレコ

ードテーブルをサポートする。 
2 ルートリクエストは、many-to-one ルート

リクエストであり、送信者はルートレコ

ードテーブルをサポートしない。 
3 Reserved 

 
3.4.1.3.1.2 Destination IEEE Address サブフィールド 

 
Destination IEEE address フィールドは 1 ビットである。コマンドフレームに宛先

IEEE アドレスが含まれる場合のみ、本フィールドに 1 をセットする。宛先 IEEE ア

ドレスが既知の場合は、常にその値を Destination IEEE address フィールドにセット

する。 
 
3.4.1.3.1.3 Multicast サブフィールド 

 
Multicast サブフィールドは 1 ビットである。このコマンドフレームがマルチキャス

トグループへのルートを要求している場合のみ、本サブフィールに 1 をセットする。

この場合、Destination address フィールドには要求するグループのグループ ID をセ

ットする。 
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3.4.1.3.2 Route Request Identifier フィールド 
 

Route request identifier はルートリクエストに対する 8bit のシーケンス番号であり、

NWK 層がルートリクエストを行うたびに 1 増加する。 
 
3.4.1.3.3 Destination Address フィールド 

 
Destination address は 2 オクテット長であり、ルートリクエストコマンドフレームに

て探索する宛先を示す。 
 
3.4.1.3.4 Path Cost フィールド 

 
Path cost フィールドは 8bit 長であり、ルートリクエストコマンドフレームがネット

ワーク内を転送される際に加算されていくルーティングコスト情報を示す。

(3.6.3.5.2 節参照) 
 
3.4.1.3.5 Destination IEEE Address フィールド 

 
Destination IEEE addressは 8 オクテット長であり、ルートリクエストコマンドフレ

ームの宛先IEEEアドレスを示す。このフィールドはCommand options35フィールド

のDestination IEEE addressサブフィールドの値が 1 のときのみ存在する。 
 

                                                 
35 (翻訳者注) 原著では”command frame options field”となっているが、”command options 
field”として翻訳した 
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3.4.2 ルートリプライコマンド 
 

ルートリプライコマンドは、ルートリクエストコマンドで指定されていた宛先デバ

イスが、ルートリクエストコマンドの発信元デバイスに対して、その要求を受け取

ったことを通知するために用いられる。このコマンドは、ルートリクエストコマン

ドのパスにあった ZigBee ルータが、発信元デバイスから宛先デバイスへより効率

良くフレームを転送するための経路情報を確立するためにも用いられる。ルートリ

プライコマンドのペイロードのフォーマットを図 3.13 に示す。 
 

Octets: 1 1 2 2 2 0/8 0/8 
Command 

options 
Route 
request 

identifier 

Originator 
address 

 

Responder 
address 

Path cost Originator 
IEEE 

Responder 
IEEE 

address address 
NWK command payload 

図 3.13 ルートリプライコマンドフレームのフォーマット 
 

3.4.2.1 MAC データサービスへの要求 
 

本コマンドを MAC データサービス(IEEE 802.15.4-2003 [B1]参照)を用いて送信する

際、MAC フレームヘッダには以下の情報を格納する。 
 

• Destination MAC address と PAN ID には、対応するルートリクエストコマン

ドフレームの発信元へ戻すための経路における 初のホップデバイスのネッ

トワークアドレスと PAN ID をそれぞれセットする。Destination PAN ID はそ

の発信元の PAN ID と同じ値にする。 
• Source MAC address と PAN ID には、ルートリプライコマンドを送信するデ

バイスのアドレスと PAN ID をセットする。ここで指定するデバイスはその

コマンドの発信元または中継デバイスである。 
• NWK 層にて生成されるフレームには NWK 層セキュリティが適用されるた

め、Frame control フィールドは MAC セキュリティが無効である MAC デー

タフレームを示すようセットする。Transmission options には、

acknowledgment 要求をセットする。Addressing mode と Intra-PAN フラグは、

ここで示したアドレッシングフィールドに対応するようセットする。 
 

3.4.2.2 NWK ヘッダフィールド 
 

このルートリプライが宛先まで届きルートディスカバリ動作を正しく完了させるた

めに、次の情報を格納しなくてはならない。 
 

• NWK ヘッダの Source address には、本フレームを送信するデバイスの 16bit
ネットワークアドレスをセットする。 

• NWK ヘッダの Destination address フィールドには、対応するルートリクエス

ト要求の 初の発信元まで戻る経路における 初のホップデバイスのネット

ワークアドレスをセットする。 
• 本フレームは NWK 層のコマンドフレームなので、NWK Frame control フィ
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ールドの Source IEEE address サブフィールドに 1 をセットし、NWK ヘッダ

の Source IEEE address フィールドに本フレームの発信元の 64bit IEEE アドレ

スをセットする。NWK Frame control フィールドの Destination IEEE address サ
ブフィールドも同様に 1 をセットし、NWK ヘッダの Destination IEEE address
フィールドには、対応するルートリクエストの発信元へ戻る経路における

初のホップデバイスの 64bit IEEE アドレスをセットする。 
 

3.4.2.3 NWK ペイロードフィールド 
 

NWK フレームペイロードは、Command identifier フィールド、Command options フ
ィールド、Route request identifier、発信元と応答元のアドレスおよび現在までのパ

スコストの合計から構成される。 
Command frame identifier には、ルートリプライコマンドフレームを示す値をセット

する。 
 
3.4.2.3.1 Command Options フィールド 

 
Command options フィールドは 8bit で構成され、そのフォーマットを図 3.14 に示す。 
 

Bit: 0-3 4 5 6 7 
Reserved Originator 

IEEE address
Responder Multicast Reserved 

IEEE address
図 3.14 Route Replay コマンドの Command options フィールド 

 
3.4.2.3.1.1 Originator IEEE Address サブフィールド 

 
Originator IEEE address サブフィールドは 1 ビットである。ペイロードに発信元の

IEEE アドレスフィールドが含まれる場合のみ、本サブフィールドに 1 をセットす

る。nwkUniqueAddr が FALSE の場合は、本ビットをセットする。 
 
3.4.2.3.1.2 Responder IEEE Address サブフィールド 

 
Responder IEEE address サブフィールドは 1 ビットである。ペイロードに応答元の

IEEE アドレスフィールドが含まれる場合のみ、本サブフィールドに 1 をセットす

る。nwkUniqueAddr が FALSE かつ Multicast サブフィールドが 0 にセットされてい

る場合、本ビットをセットする。 
 
3.4.2.3.1.3 Multicast サブフィールド 

 
Multicast サブフィールドは 1 ビットである。このコマンドフレームがマルチキャス

トグループへのルート要求に対する応答である場合のみ、このサブフィールドの値

を 1 にセットする。このとき Responder address フィールドには要求したグループの

グループ ID を含める。 
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3.4.2.3.2 Route Request Identifier フィールド 
 

Route request identifier は本フレームに対応するルートリクエストの 8bit のシーケン

ス番号である。 
 
3.4.2.3.3 Originator Address フィールド 

 
Originator address フィールドは 2 オクテット長であり、本フレームに対応するルー

トリクエストコマンドフレームの発信元の 16bit ネットワークアドレスをセットす

る。 
 
3.4.2.3.4 Responder Address フィールド 

 
Responder address フィールドは 2 オクテット長であり、本フィールドには対応する

ルートリクエストコマンドフレームの Destination address フィールドと同じ値が常

に格納される。 
 
3.4.2.3.5 Path Cost フィールド 

 
Path cost フィールドにはルートリプライコマンドフレームがネットワーク内を転送

されていく際のリンクコストの合計が格納される。(3.6.3.5.3 節参照) 
 
3.4.2.3.6 Originator IEEE Address フィールド 

 
Originator IEEE addressフィールドは 8 オクテット長であり、本フレームに対応する

ルートリクエストコマンドフレームの発信元の 64bit IEEEアドレスをセットする。

このフィールドは、Command optionsフィールドのOriginator IEEE addressサブフィー

ルド36の値が 1 の場合に限り存在する。 
 
3.4.2.3.7 Responder IEEE Address フィールド 

 
Responder IEEE address フィールドは 8 オクテット長であり、本フレームの応答対象

となるルートリクエストコマンドフレームの宛先の 64bit IEEE アドレスをセットす

る。このフィールドは、Command options フィールドの Responder IEEE address サブ

フィールドの値が 1 の場合に限り存在する。 
 

                                                 
36 (翻訳者注) 原著では”responder IEEE address sub-field”となっているが、”originator IEEE 
sub-field”として翻訳した 
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3.4.3 ネットワークステータスコマンド 
 

ネットワークステータスコマンドは、特定デバイスの NWK 層で生じたエラーやそ

の他の状態を、ネットワーク内の他デバイスの NWK 層エンティティに報告するた

めに用いられる。また本コマンドは、ネットワークの問題、例えばアドレスコンフ

リクトを診断するためにも用いられる。ネットワークステータスコマンドのペイロ

ードのフォーマットを図 3.15 に示す。 
 

Octets: 1 2 
Status code Destination address

NWK command payload 
図 3.15 ネットワークステータスコマンドフレームのフォーマット 

 
3.4.3.1 MAC データサービスへの要求 

 
本コマンドを MAC データサービス(IEEE 802.15.4-2003 [B1]参照)を用いて送信する

際、MAC フレームヘッダには以下の情報を格納する。 
 

• Destination MAC address と PAN ID には、コマンドフレームの宛先への経路

における 初のホップデバイスのネットワークアドレスと PAN ID、または、

コマンドフレームが NWK 層においてブロードキャストである場合、ブロー

ドキャストアドレス 0xffff と PAN ID をそれぞれセットする。 
• Source MAC address と PAN ID には、ネットワークステータスコマンドを送

信するデバイスのアドレスと PAN ID をセットする。 
• NWK 層にて生成されるフレームには NWK 層セキュリティが適用されるた

め、Frame control フィールドは MAC セキュリティが無効である MAC デー

タフレームを示すようセットする。 
• Destination MAC address がブロードキャストアドレスの 0xffff である場合、

Transmission options には acknowledgment 要求はセットしない。 
• Addressing mode と Intra-PAN フラグは、ここで示したアドレッシングフィー

ルドに対応するようセットする。 
 

3.4.3.2 NWK ヘッダフィールド 
 
ネットワークステータスコマンドは、ユニキャストまたはブロードキャストで送信

される。NWK ヘッダフィールドは、次のようにセットする。 
 

• Source address フィールドには、本フレームの発信元の 16bit ネットワークア

ドレスをセットする。 
• NWK Frame control フィールドの Source IEEE address サブフィールドに 1 を

セットし、NWK ヘッダの Source IEEE address フィールドには本フレームの

発信元の 64bit IEEE アドレスをセットする。 
• ルーティングエラーによって本フレームが送信された場合、NWK ヘッダの

Destination address フィールドには転送に失敗したデータフレームの Source 
address フィールドと同じ値をセットする。 
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• ネットワークステータスコマンドフレームがブロードキャストでない場合の

み、Destination address フィールドの 16bit ネットワークアドレスに対応する

64bit IEEE アドレスが既知の場合、NWK Frame control フィールドの

Destination IEEE address サブフィールドに 1 をセットし、NWK ヘッダの

Destination IEEE address フィールドにこの IEEE アドレスをセットする。 
 

3.4.3.3 NWK ペイロードフィールド 
 

ネットワークステータスコマンドフレームの NWK フレームペイロードはこの後説

明する Command frame identifier フィールド、Status code フィールドおよび

Destination address フィールドから構成される。Command frame identifier には、表

3.40 に示したネットワークステータスコマンドフレームを示す値をセットする。 
 
3.4.3.3.1 Status Code フィールド 

 
Status code には、表 3.42 に示す値の中で、Reserved 以外のいずれかの値の 1 つが格

納される。 
 

表 3.42 ネットワークステータスコマンドフレームの status コード 
 値 ステータスコード  
 0x00 No route available  
 0x01 Tree link failure  
 0x02 Non-tree link failure  
 0x03 Low battery level  
 0x04 No routing capacity  
 0x05 No indirect capacity  
 0x06 Indirect transaction expiry  
 0x07 Target device unavailable  
 0x08 Target address unallocated  
 0x09 Parent link failure  
 0x0a Validate route  
 0x0b Source route failure  
 0x0c Many-to-one route failure  
 0x0d Address conflict  
 0x0e Verify addresses  
 0x0f PAN identifier update  
 0x10 Network address update  
 0x11 Bad frame counter  
 0x12 Bad key sequence number  
 0x13-0xff Reserved  

 
これらのステータスコードは、ネットワークステータスコマンドフレームの Status 
code フィールドの値と、NLME-NWK-STATUS.indication プリミティブの Status パラ

メータの値の双方で用いられる。それぞれの簡単な説明を以下に示す。 
 

• No route available: ルートディスカバリ、ルートリペアのどちらか、または

両方を試みたが、目的とする宛先アドレスへのルートが発見されなかった。 
• Tree link failure: ツリーに沿ったフレームのルーティングの失敗により、ル

ーティングの失敗が発生した。 
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• Non-tree link failure: ツリーに沿ったルーティングの結果、ルーティングの

失敗は起きなかった。 
• Low battery level: バッテリパワーが不足してきたためフレームを中継しなか

った。 
• No routing capacity: 中継デバイスにルーティングキャパシティがないため失

敗した。 
• No indirect capacity: スリープモードの子エンドデバイスのためにフレームの

バッファリングを試みたが、中継デバイスに必要なバッファキャパシティが

なかったため失敗した。 
• Indirect transaction expiry: タイムアウトにより、スリープモードの子エンド

デバイスのためにバッファリングしたフレームを破棄した。 
• Target device unavailable: 中継デバイスの子エンドデバイスは、何らかの理

由で使用不可である。 
• Target address unallocated: フレームは中継デバイスの存在しない子エンドデ

バイス宛である。 
• Parent link failure: デバイスの親との RF リンクにおける問題により失敗した。

このステータスは、親との通信が切断したことを示すためにデバイス内での

み用いられる。 
• Validate route: Destination address フィールドで示される Multicast route は

3.6.3.6 節に示すように有効なルートである。 
• Source route failure: ソースルーティングに失敗した。おそらくソースルート

のリンクの 1 つにリンクエラーが発生していることを示している。 
• Many-to-one route failure: Many-to-one ルートリクエストによって確立された

ルートで失敗した。 
• Address conflict: Destination address フィールドのアドレスは 2 台以上のデバ

イスで使用中である。 
• Verify address: ソースデバイスが送信元 IEEE アドレスを IEEE address フィ

ールドに持ち、Destination IEEE address フィールドが存在するときは、そこ

に含まれる値は送信先として期待されている IEEE アドレスである。 
• PAN identifier update: デバイスが使用するネットワークの PAN ID が更新さ

れた。 
• Network address update: デバイスのネットワークアドレスを更新された。 
• Bad frame counter: 受信フレームのフレームカウンタが

nwkSecurityMaterialSet に格納されている値より小さいまたは等しかった。 
• Bad key sequence number: 受信したフレームのキーシーケンス番号は

nwkActiveKeySeqNumber と一致しない。 
 

3.4.3.3.2 Destination Address フィールド 
 

Destination address フィールドは 2 オクテット長であり、ルーティングの失敗の応答

としてネットワークステータスコマンドフレームが送信された場合のみ存在する。

この場合、Destination address フィールドには、エラーとなったデータフレームの宛

先アドレスをセットする。 
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3.4.4 リーブコマンド 
 

リーブコマンドはその親デバイスまたは子デバイスに対して、自らがネットワーク

から離脱しようとしているか、あるいは通知先のデバイスに対して離脱を要求する

ために NLME によって用いられる。リーブコマンドのペイロードのフォーマット

を図 3.16 に示す。 
 

Octet: 1 
Command options 

NWK command payload
図 3.16 リーブコマンドフレームのフォーマット 

 
3.4.4.1 MAC データサービスへの要求 

 
本コマンドを MAC データサービス(IEEE 802.15.4-2003 [B1]参照)を用いて送信する

際、MAC フレームヘッダには以下の情報を格納する。 
 

• Destination MAC address と PAN ID には、本フレームの宛先である隣接デバ

イスのネットワークアドレスと PAN ID、または、NWK ヘッダにブロードキ

ャストアドレスを含む場合は、MAC ブロードキャストアドレスである 0xffff
をセットする。 

• Source MAC address と PAN ID には、リーブコマンドを送信するデバイスの

ネットワークアドレスと PAN ID をセットする。 
• NWK 層にて生成されるフレームには NWK 層セキュリティが適用されるた

め、Frame control フィールドは MAC セキュリティが無効である MAC デー

タフレームを示すようセットする。また、Acknowledgment を要求する。 
• Addressing mode と Intra-PAN フラグは、ここで示したアドレッシングフィー

ルドに対応するようセットする。 
 

3.4.4.2 NWK ヘッダフィールド 
 

リーブコマンドフレームの NWK ヘッダフィールドは、次のようにセットする。 
 

• NWK Frame control フィールドの Source IEEE address サブフィールドに 1 を

セットし、NWK ヘッダの Source IEEE address フィールドには本フレームの

発信元の 64bit IEEE アドレスをセットする。 
• Command options フィールドの Request サブフィールドが 1 の場合、NWK ヘ

ッダの Destination address フィールドにはネットワークから離脱を要求して

いる子デバイスのネットワークアドレスをセットする。 
• Request サブフィールドが 0 の場合、NWK ヘッダの Destination address フィ

ールドには、macRxOnWhenIdle が TRUE であるデバイスが indication を受信

するために 0xfffd をセットする。 
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• コマンドフレームがブロードキャストでない場合のみ、Frame control フィー

ルドの Destination IEEE address サブフィールドに 1 をセットし、Destination 
IEEE address フィールドには離脱しようとしているデバイスの IEEE アドレス

をセットする。 
• Radius フィールドには 1 をセットする。 

 
3.4.4.3 NWK ペイロードフィールド 

 
リーブコマンドフレームの NWK ペイロードは、Command frame identifier フィール

ドおよび Command options フィールドから構成される。Command frame identifier フ
ィールドには、表 3.40 に示したリーブコマンドフレームを示す値をセットする。 
 
3.4.4.3.1 Command Options フィールド 

 
Command options フィールドは 8bit で構成され、そのフォーマットを図 3.17.に示す。 
 

Bit: 0-4 5 6 7 
Reserved Rejoin Request Remove children

図 3.17 LeaveコマンドのCommand optionsフィールド37

 
3.4.4.3.1.1 Rejoin サブフィールド 

 
Rejoin サブフィールドは、1 ビットフィールドである。このサブフィールドが 1 の

場合は、現在の親から離脱しようとしているデバイスはそのネットワークに再加入

する。このサブフィールドが 0 の場合は、デバイスはネットワークに再加入しない。 
 
3.4.4.3.1.2 Request サブフィールド 

 
Request サブフィールドは 1 ビットである。このサブフィールドに 1 がセットされ

ている場合、そのリーブコマンドフレームは他のデバイスに対してネットワークか

らの離脱を要求していることを示す。値が 0 の場合、そのリーブコマンドフレーム

を送信したデバイスがネットワークから離脱しようとしていることを示す。 
 
3.4.4.3.1.3 Remove Children サブフィールド 

 
Remove children サブフィールドは 1 ビットフィールドである。このサブフィールド

が 1 の場合、ネットワークから離脱しようとしているデバイスの子デバイスも同様

に離脱させられることを示す。このサブフィールドが 0 の場合、ネットワークから

離脱しようとしているデバイスの子デバイスは離脱しないことを示す。 
 

                                                 
37 (翻訳者注) 原著では”Leave Command Options Field”となっているが、”Leave Command 
Command Options Field”として翻訳した 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 3 312 
Network Specification 

 
 

 

3.4.5 ルートレコードコマンド 
 

ルートレコードコマンドは、ネットワークを通してユニキャストパケットが経由す

るルートをコマンドペイロードに記録し、送信先デバイスに配送するために用いら

れる。ルートレコードコマンドのペイロードのフォーマットを図 3.18 に示す。 
 

Octets: 1 可変長 
Relay count Relay list 

NWK command payload 
図 3.18 ルートレコードコマンドフレームのフォーマット 

 
3.4.5.1 MAC データサービスへの要求 

 
本コマンドを MAC データサービス(IEEE 802.15.4-2003 [B1]参照)を用いて送信する

際、MAC フレームヘッダには以下の情報を格納する。 
 

• Destination MAC address と PAN ID には、本フレームを送信する隣接デバイ

スのネットワークアドレスと PAN ID をそれぞれセットする。 
• Source MAC address と PAN ID には、ルートレコードコマンドを送信するデ

バイスのネットワークアドレスと PAN ID をセットする。 
• NWK 層にて生成されるフレームには NWK 層セキュリティが適用されるた

め、Frame control フィールドは MAC セキュリティが無効である MAC デー

タフレームを示すようセットする。Acknowledgment を要求する。 
• Addressing mode と Intra-PAN フラグは、ここで示したアドレッシングフィー

ルドに対応するようセットする。 
 

3.4.5.2 NWK ヘッダフィールド 
 

ルートレコードコマンドフレームの NWK ヘッダフィールドは、次のようにセット

する。 
 

• ルートレコードが上位層からの NLDE-DATA.request プリミティブによって

起動する場合は、Source address フィールドにそのフレームの発信元の 16bit
ネットワークアドレスをセットする。ルートレコードがそのデバイスの子エ

ンドデバイス内の 1 つに代わりデータフレームの中継によって起動する場合

は、Source address フィールドに子エンドデバイスの 16bit ネットワークアド

レスをセットする。 
• NWK Frame control フィールドの Source IEEE Address サブフィールドに 1 を

セットし、NWK ヘッダの Source IEEE Address フィールドには Source address
フィールドの 16bit ネットワークアドレスに対応する 64bitIEEE アドレスをセ

ットする。 
• NWK ヘッダの Destination address フィールドには、そのフレームの宛先であ

るコンセントレータデバイスの 16bit ネットワークアドレスをセットする。 
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• フレームの宛先であるコンセントレータデバイスのアドレスが既知の場合に

は、Frame control フィールドの Destination IEEE address サブフィールドには

1 をセットし、その IEEE アドレスを Destination IEEE address フィールドにセ

ットする。 
• Frame control フィールドの Source route サブフィールドには 0 をセットする。 

 
3.4.5.3 NWK ペイロードフィールド 

 
NWK フレームのペイロードは、Command identifier フィールド、Relay count フィー

ルドおよび Relay list フィールドから構成される。Command frame identifier にはルー

トレコードコマンドフレームを示す値をセットする。 
 
3.4.5.3.1 Relay Count フィールド 

 
このフィールドには、ルートレコードコマンドの Relay list フィールドに含まれる

中継の数をセットする。ルートレコードが上位層からの NLDE-DATA.request プリ

ミティブによって起動する場合は、Relay count フィールドは 0 に初期化される。ル

ートレコードがそのデバイスの子エンドデバイス内の 1 つに代わりデータフレーム

の中継を受けた結果として起動する場合は、Relay count フィールドは 1 に初期化さ

れる。いずれも中継のために受信されるごとに 1 増加する。 
 
3.4.5.3.2 Relay List フィールド 

 
Relay list フィールドは、パケットを中継したノードの 16bit ネットワークアドレス

のリストである。ルートレコードがそのデバイスの子エンドデバイス内の 1 つに代

わりデータフレームの中継を受けた結果として起動する場合は、開始デバイスはそ

れ自身の 16bit ネットワークアドレスでこのフィールドを初期化する。このコマン

ドを受信し中継するノードは、パケットを転送する前に自身のネットワークアドレ

スをリストに追加する。 
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3.4.6 リジョインリクエストコマンド 
 

リジョインリクエストコマンドは、デバイスがネットワークへ再加入するために用

いられる。これは通常、エンドデバイスがその親と通信できなくなったなどの通信

障害の結果として用いられる。 
 

Octets: 1 
Capability information 

NWK command payload 
図 3.19 リジョインリクエストコマンドフレームのフォーマット 

 
3.4.6.1 MAC データサービスへの要求 

 
本コマンドを MAC データサービス(IEEE 802.15.4-2003 [B1]参照)を用いて送信する

際、MAC フレームヘッダには以下の情報を格納する。 
 

• Destination address と PAN ID には、親となる見込みのあるデバイスのネット

ワークアドレスと PAN ID をそれぞれセットする。 
• Source MAC address と PAN ID には、リジョインコマンドフレームを送信す

るデバイスのネットワークアドレスと PAN ID をセットする。 
• Transmission options には、acknowledgement 要求をセットする。 
• Addressing mode と Intra-PAN フラグは、ここで示したアドレッシングフィー

ルドに対応するようセットする。 
 

3.4.6.2 NWK ヘッダフィールド 
 

リジョインリクエストコマンドフレームの NWK ヘッダフィールドは、次のように

セットする。 
 

• NWKヘッダのSource addressフィールドには、その要求を発行したデバイス

の 16bitネットワークアドレスをセットする38。 
• Frame control フィールドの Source IEEE address サブフィールドには 1 をセッ

トし、Source IEEE address フィールドにはその要求を発行するデバイスの

IEEE address をセットする。 
• NWK ヘッダの Destination address フィールドには、親となる見込みのあるデ

バイスの 16bit ネットワークアドレスをセットする。 
• 親となる見込みのあるデバイスのアドレスが既知の場合、Frame control フィ

ールドの Destination IEEE address サブフィールドには 1 をセットする。

Destination IEEE address フィールドにはその IEEE アドレスをセットする。 
• Radius フィールドには 1 をセットする。 

 
 

                                                 
38 (翻訳者注) 原著では”NWK header to the 16-bit...”となっているが、”NWK header shall be 
set to the 16-bit...”として翻訳した 
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3.4.6.3 NWK ペイロードフィールド 
 
NWK フレームペイロードは、Command identifier フィールドおよび Capability 
information フィールドから構成される。Command frame identifier にはリジョインリ

クエストコマンドフレームを示す値をセットする。 
 
3.4.6.3.1 Capability Information フィールド 

 
この 1 オクテットフィールドは、[B1]のアソシエーションリクエストコマンドの

Capability information フィールドと同じフォーマットであり、表 3.47 にも示してあ

る。 
 

3.4.7 リジョインレスポンスコマンド 
 

リジョインレスポンスコマンドは、子デバイスにネットワークアドレスとリジョイ

ンステータスを通知するために送信される。 
 

Octets: 2 1 
Network Address Rejoin status 

NWK command payload 
図 3.20 リジョインレスポンスコマンドフレームのフォーマット 

 
3.4.7.1 MAC データサービスへの要求 

 
本コマンドを MAC データサービス(IEEE 802.15.4-2003 [B1]参照)を用いて送信する

際、MAC フレームヘッダには以下の情報を格納する。 
 

• Destination MAC address と PAN ID には、このフレームに対応するリジョイ

ンリクエストを送信したデバイスのネットワークアドレスと PAN ID をそれ

ぞれセットする。 
• Source MAC address と PAN ID には、リジョインリクエストコマンドフレー

ムを受信し、処理したデバイスのネットワークアドレスと PAN ID をセット

する。 
• Acknowledgment を要求する。 
• Addressing mode と Intra-PAN フラグは、ここで示したアドレッシングフィー

ルドに対応するようセットする。TXOptions には、対応するリジョインリク

エストコマンドに含まれる nwkCapabilityInformation の Receiver on when idle
ビットが 0x00 である場合は、’indirect transmission’を、そうでない場合

は、’direct transmission’を用いる。 
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3.4.7.2 NWK ヘッダフィールド 
 

リジョインレスポンスコマンドフレームの NWK ヘッダフィールドは、次のように

セットする。 
 

• Source address フィールドには、応答を送信するデバイスの 16 ビットネット

ワークアドレスをセットする。 
• NWK Frame control フィールドの Source IEEE Address サブフィールドに 1 を

セットし、NWK ヘッダの Source IEEE Address フィールドには応答を送信す

る親デバイスの 64bit IEEE アドレスをセットする。 
• NWK ヘッダの Destination address フィールドには、リジョインしようとして

いるデバイス、すなわち、本フレームの応答対象となるジョインリクエスト

を送信したデバイスの現在のネットワークアドレスをセットする。 
• NWK Frame control フィールドの Destination IEEE address サブフィールドに 1

をセットし、NWK ヘッダの Destination IEEE address フィールドには本フレ

ームに対応するリジョインリクエストコマンドの発信元である子デバイスの

64bit IEEE アドレスをセットする。 
• NWK 層はリジョインレスポンスコマンドフレームに対して、対応するリジ

ョインリクエストコマンドフレームと同じレベルのセキュリティをセットす

る。 
 

3.4.7.3 NWK ペイロードフィールド 
 

3.4.7.3.1 Network Address フィールド 
 

リジョインに成功した場合、この 2 オクテットフィールドには、リジョインしたデ

バイスに割り当てられる新しいネットワークアドレスをセットする。リジョインに

成功しなかった場合、このフィールドには、ブロードキャストアドレス(0xffff)を格

納する。 
 
3.4.7.3.2 Rejoin Status フィールド 

 
このフィールドには[B1]に示されるアソシエーションステータスのうち Reserved で

ない値の 1 つをセットする。 
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3.4.8 リンクステータスコマンド 
 

リンクステータスコマンドフレームは、3.6.3.4 節に示すように隣接するルータが受

信リンクコストを互いに伝達するために用いられる。リンクステータスフレームは

再送なしの 1 ホップのブロードキャストとして送信される。 
 
3.4.8.1 MAC データサービスへの要求 

 
本コマンドを MAC データサービス(IEEE 802.15.4-2003 [B1]参照)を用いて送信する

際、MAC フレームヘッダには以下の情報を格納する。 
 

• Destination PAN ID には、リンクステータスコマンドを送信するデバイスの

PAN ID をセットする。 
• Destination address には、0xffff のブロードキャストアドレスをセットする。 
• Source MAC address と PAN ID には、リンクステータスコマンドを送信する

デバイスのネットワークアドレスと PAN ID をセットする。 
• NWK 層にて生成されるフレームには NWK 層セキュリティが適用されるた

め、Frame control フィールドは MAC セキュリティが無効である MAC デー

タフレームを示すようセットする。本フレームはブロードキャストであるた

め、acknowledgment 要求なしとする。 
• Addressing mode と Intra-PAN フラグは、ここで示したアドレッシングフィー

ルドに対応するようセットする。 
 

3.4.8.2 NWK ヘッダフィールド 
 
リンクステータスコマンドフレームの NWK ヘッダフィールドは、次のようにセッ

トする。 
 

• Source address フィールド、Frame control フィールドの Source IEEE address サ
ブフィールドおよび NWK ヘッダの Source IEEE address フィールドは、通常

の NWK コマンドフレームとしてセットする。 
• NWK ヘッダの Destination address には、ルータのみを対象とするブロードキ

ャストアドレスをセットする(表 3.54 参照) 
• Frame control フィールドの Destination IEEE address サブフィールドは 0 とし、

NWK ヘッダの Destination IEEE address フィールドは存在しない。 
• Radius フィールドには 1 をセットする。 

 
3.4.8.3 NWK ペイロードフィールド 

 
リンクステータスコマンドの NWK コマンドペイロードのフォーマットを図 3.21 に

示す。 
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Octets: 1 可変長 
Command options Link status list 

NWK command payload 
図 3.21 リンクステータスコマンドフレームのフォーマット 

 
3.4.8.3.1 Command Options フィールド 

 
Command options フィールドは 8bit で構成され、そのフォーマットを図 3.22 に示す。 
 

Bit: 0-4 5 6 7 
Entry count First frame Last frame Reserved 

図 3.22 リンクステータスコマンドの Command options フィールド 
 
Command options フィールドの Entry count サブフィールドはそのリンクステータス

リストに含まれるリンクステータスエントリの数を示す。本フレームが、送信する

リンクステータスの 初のフレームである場合、First frame サブフィールドには 1
をセットする。本フレームが、送信するリンクステータスの 後のフレームである

場合、Last frame サブフィールドに 1 をセットする。送信するリンスステータスが 1
つのフレームに収まる場合、First frame と Last frame の両方に 1 をセットする。 
 
3.4.8.3.2 Link Status List フィールド 

 
リンクステータスリストのエントリのフォーマットを図 3.23 に示す。 
 

Octets: 2 1 
Neighbor network address Link status 
図 3.23 リンクステータスエントリ 

 
リンクステータスエントリはネットワークアドレスによって昇順に並べる。全ての

隣接するルータが 1 つのフレームに納まらない場合は、複数のフレームにて送信す

る。複数のフレームにて送信する場合、フレーム N のリンクステータスリストの

後のネットワークアドレスは、フレーム N+1 のリンクステータスリストの 初の

ネットワークアドレスと等しくする。 
各リンクステータスエントリは、 下位オクテットを 初とした隣接するルータの

ネットワークアドレスとそれに続くリンクステータスのオクテットから構成される。

Incoming cost フィールドには、隣接のリンクコストの見積もりをセットし、値は 1
～7 である。Outgoing cost フィールドには、隣接テーブルの Outgoing cost フィール

ドの値をセットする。 
リンクステータスエントリの Link status フィールドのフォーマットは次の通りであ

る。 
 

Bits: 0-2 3 4-6 7 
Incoming cost Reserved Outgoing cost Reserved 

Link statusフィールドのフォーマット39

                                                 
39 (翻訳者注) 原著に図番号が振られていない 
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3.4.9 ネットワークレポートコマンド 
 

ネットワークレポートコマンドは、ネットワークイベントを NIB の

nwkManagerAddr に含まれるアドレスのデバイスへ報告するために用いられる。イ

ベントには、無線チャンネル状態と PAN ID コンフリクトがある。ネットワークレ

ポートコマンドのペイロードのフォーマットを図 3.24 に示す。 
 

Octets: 1 8 可変長 
Command options EPID Report 

information (図 3.25 参照) 
NWK command payload 

図 3.24 ネットワークレポートコマンドフレームのフォーマット 
 

3.4.9.1 MAC データサービスへの要求 
 

本コマンドを MAC データサービス(IEEE 802.15.4-2003 [B1]参照)を用いて送信する

際、MAC フレームヘッダには以下の情報を格納する。 
 

• Destination PAN ID には、ネットワークレポートコマンドを送信するデバイ

スの PAN ID をセットする。 
• Destination address には、NIB の nwkManagerAddr フィールドと同じ値である

destination address フィールドに対するルーティングテーブルエントリの次ホ

ップアドレスの値をセットする。 
• 該当するルーティングテーブルが存在しない場合は、NWK は 3.6.3.5 節に示

すルートディスカバリを行う。 
• Source MAC address と PAN ID には、ネットワークレポートコマンドを送信

するデバイスのネットワークアドレスと PAN ID をセットする。ここで指定

するデバイスはそのコマンドの発信元または中継デバイスである。 
• NWK 層にて生成されるフレームには NWK 層セキュリティが適用されるた

め、Frame control フィールドは MAC セキュリティが無効である MAC デー

タフレームを示すようセットする。 
• Transmission options には、acknowledgment 要求をセットする。 

 
3.4.9.2 NWK ヘッダフィールド 

 
ネットワークレポートコマンドフレームの NWK ヘッダフィールドは、次のように

セットする。 
 

• Source address フィールド、Frame control フィールドの Source IEEE Address サ
ブフィールドおよび NWK ヘッダの Source IEEE Address フィールドは、通常

の NWK コマンドフレームとしてセットする。 
• NWK ヘッダの Destination address フィールドには、NIB の nwkManagerAddr

属性に含まれる 16bit ネットワークアドレスをセットする。 
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• NIB の nwkManagerAddr 属性の 16bit ネットワークアドレスに対応する 64bit 
IEEE アドレスが既知の場合は、NWK Frame control フィールドの Destination 
IEEE address サブフィールドに 1 をセットし、この IEEE アドレスを NWK ヘ

ッダの Destination IEEE address フィールドにセットする。 
 

3.4.9.3 NWK ペイロードフィールド 
 

NWK フレームペイロードは、Command identifier フィールド、Command options フ
ィールド、EPID フィールドおよび Report information ペイロードから構成される。 
Command frame identifier には、ネットワークレポートコマンドフレームを示す値を

セットする。 
 
3.4.9.3.1 Command Options フィールド 

 
Command options フィールドは 8bit で構成され、そのフォーマットを図 3.25 に示す。 
 

Bits: 0-4 5-7 
Report information count Report command identifier 

(図 3.26 参照) 
図 3.25 ネットワークレポートコマンドの Command options フィールド 

3.4.9.3.1.1 Report Information Count サブフィールド 
 

Report information count サブフィールドには、Report information フィールドに含ま

れるレコード数を示す整数値をセットする。レコードサイズは Report command 
identifier の値によって決まる。 
 
3.4.9.3.1.2 Report Command Identifier サブフィールド 

 
Report command identifierサブフィールドには、ネットワークレポートコマンド40の

種類を示す整数値をセットする。このフィールドに設定する値を図 3.2641に示す。 
 

Report Command 
Identifier Value Report Type 

0x00 PAN ID conflict 
0x01-0x07 Reserved 

図 3.26 Report Command Identifier サブフィールド 
 

3.4.9.3.2 EPID フィールド 
 

EPID フィールドには、レポートするデバイスが所属するネットワークを示す 64bit 
EPID をセットする。 
 
 

                                                 
40 (翻訳者注) 原著では”report information command”となっているが、”network report 
command”として翻訳した 
41 (翻訳者注) 原著では”Table 3.26”となっているが、”Figure 3.26”として翻訳した 
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3.4.9.3.3 Report Information フィールド 
 

Report information フィールドにはレポートする情報を格納し、このフィールドのフ

ォーマットは、Report command identifier サブフィールドの値によって決まる。 
 
3.4.9.3.3.1 PAN ID Conflict Report 

 
Report command identifier サブフィールドの値が PAN ID conflict report である場合、

Report information フィールドは図 3.27 に示すフォーマットとなる。 
 

Octets: 2 2 2 
1st PAN ID … nth PAN ID 

図 3.27 PAN ID Conflict Report 
 
PAN ID コンフリクトレポートは、レポートするデバイスの近隣にて動作している

16bit の PAN ID リストから構成される。PAN ID コンフリクトレポートに含まれる

PAN ID の数は Command options フィールドの Report information count サブフィール

ドの値と同一である。 
 

3.4.10 ネットワークアップデートコマンド 
 

ネットワークアップデートコマンドは、NIBのnwkManagerAddr属性によって識別さ

れるデバイスが、設定情報の変更をそのネットワーク内のすべてのデバイスへブロ

ードキャストするために用いられる。例えば、あるネットワークが 16bitのPAN 
ID42を変更しようとしている事実をブロードキャストするときに用いる。 
ネットワークアップデートコマンドのペイロードのフォーマットを図 3.28 に示す。 
 

Octets: 1 8 1 可変長 
Command options EPID Update Id Update 

information (図 3.29 参照43) 
NWK command payload 

図 3.28 ネットワークアップデートコマンドフレームのフォーマット 
 

3.4.10.1 MAC データサービスへの要求 
 

本コマンドを MAC データサービス(IEEE 802.15.4-2003 [B1]を参照)を用いて送信す

る際、MAC フレームヘッダには以下の情報を格納する。 
 

• Destination PAN ID には、このアップデートコマンドを受信していないネッ

トワークデバイスにコマンドフレームを到着させるために、ZigBee コーディ

ネータが前に使用していた古い PAN ID をセットする。Destination address に
は、3.6.5 節に示すブロードキャスト送信の手順に従ってセットする。 

                                                 
42 (翻訳者注) 原著では”short PAN identifier”となっているが、”16bit PAN identifier”として翻

訳した 
43 (翻訳者注) 原著ではFigure 3.25 となっているが、Figure 3.29 であると思われる 
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• Source MAC addressとPAN IDには、ネットワークアップデートコマンド44を

送信するデバイスのネットワークアドレスと古いPAN IDをセットする。こ

こで指定するデバイスはそのコマンドの発信元または中継デバイスである。 
• Frame control フィールドには、MAC セキュリティが無効である MAC データ

フレームであることを示すようにセットする。これは、NWK 層で生成され

るフレームには NWK 層セキュリティが適用されるためである。 
 

3.4.10.2 NWK ヘッダフィールド 
 

ネットワークアップデートコマンドの NWK ヘッダは、次のようにセットする。 
 

• NWK ヘッダの Source address フィールド、Frame control フィールドの Source 
IEEE address サブフィールドおよび Source IEEE address フィールドは、通常

の NWK コマンドフレームとしてセットする。 
• NWK ヘッダの Destination address には、ブロードキャストアドレス 0xffff を

セットする。 
• Frame control フィールドの Destination IEEE address サブフィールドは 0 とし、

NWK ヘッダの Destination IEEE address フィールドは存在しない。 
 

3.4.10.3 NWK ペイロードフィールド 
 

NWK フレームペイロードは、Command identifier フィールドおよび、Command 
options フィールド、EPID フィールド、Update ID フィールド、Update information フ

ィールドからなる NWK command payload から構成される。 
Command frame identifier には、ネットワークアップデートコマンドフレームを示す

値をセットする。 
 
3.4.10.3.1 Command Options フィールド 

 
Command options フィールドは 8bit で構成され、そのフォーマットを図 3.29 に示す。 
 

Bits: 0-4 5-7 
Update information count Update command identifier 

(図 3.30 参照) 
図 3.29 ネットワークアップデートコマンドの Command options フィールド 

 
3.4.10.3.1.1 Update Information Count サブフィールド 

 
Update information count サブフィールドには、Update information フィールドに含ま

れるレコードの数を示す整数値をセットする。レコードサイズは、Update command 
identifier サブフィールドの値に依存する。 
 

                                                 
44 (翻訳者注) 原著では”network report command”となっているが”network update command”と
して訳した 
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3.4.10.3.1.2 Update Command Identifier サブフィールド 
 

Update command identifier サブフィールドには、アップデートインフォメーションコ

マンドの種類を示す整数値をセットする。このフィールドに設定する値を図 3.30 に

示す。 
 

UpdateCommand 
IdentifierValue Report Type 

0x00 PAN Identifier 
update 

0x01 – 0x07 Reserved 
図 3.30 Update Command Identifier サブフィールド 

 
3.4.10.3.2 EPID フィールド 

 
EPID フィールドにはアップデートするネットワークを識別する 64bit EPID をセッ

トする。 
 
3.4.10.3.3 Update ID フィールド 

 
Update ID フィールドには、本フレームを送信するデバイスの nwkUpdateId 属性の

現在値を設定する。 
 
3.4.10.3.4 Update Information 

 
Update information フィールドにはアップデートする情報を格納し、このフィールド

のフォーマットは Update command identifier サブフィールドの値に依存する。 
 
3.4.10.3.4.1 PAN ID Update 

 
Update Command identifier サブフィールドの値が PAN ID Update を示す場合、Update 
information フィールドのフォーマットは図 3.31 となる。 
 

Octets: 2 
New PAN ID 

図 3.31 PAN ID Update 
 

PAN ID update は、このネットワークで使用する新しい PAN ID である 16bit PAN ID
から構成される。Update information count サブフィールドには、Update information
フィールドに PAN ID を 1 つ含むことを示すために 1 をセットする。 
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3.5 定数と NIB 属性 

3.5.1 NWK 定数 

NWK 層の特性を定義する定数を表 3.43 に示す。 
 

表 3.43 NWK 層定数 
定数 説明 値 

nwkcCoordinatorCapable デバイスが ZigBee コーディネータになることが

できるかどうか示す Boolean フラグ。値 0x00 は

デバイスがコーディネータになることができない

ことを示し、値 0x01 はデバイスがコーディネー

タになることができることを示す。 

設定依存 

nwkcDefaultSecurityLevel デフォルトセキュリティレベル（4 章参照）。 スタックプ

ロファイル

にて定義 
nwkcDiscoveryRetryLimit ルートディスカバリの 大リトライ回数 0x03 
nwkcMinHeaderOverhead NWK 層によって NSDU に加えられるオクテット

の 小数 
0x08 

nwkcProtocolVersion デバイス中の ZigBee NWK プロトコルのバージョ

ン 
0x02 

nwkcWaitBeforeValidation マルチキャストルートリクエストの発信元におい

て、ルートリプライを受けてから有効なルートへ

メッセージを送信する間のミリ秒単位の時間 

0x500 

nwkcRouteDiscoveryTime ルートディスカバリのミリ秒単位のタイムアウト

時間 
0x2710 

nwkcMaxBroadcastJitter ブロードキャストジッタのミリ秒単位の 大時間 0x40 
nwkcInitialRREQRetries ルートリクエストコマンドフレームの 初のブロ

ードキャストがリトライされる回数 
0x03 

nwkcRREQRetries 中間にある ZigBee ルータあるいは ZigBee コーデ

ィネータにおいてルートリクエストコマンドフレ

ームをブロードキャスト送信で中継する際のリト

ライ回数 

0x02 

nwkcRREQRetryInterval ルートリクエストコマンドフレームをブロードキ

ャスト送信する際のミリ秒単位のリトライ間隔 
0xfe 

nwkcMinRREQJitter 

（続き） 

 
 

ルートリクエストコマンドフレームのブロードキ

ャストを再送する際の 小ジッタ(2 ミリ秒スロッ

ト) 

0x01 

nwkcMaxRREQJitter ルートリクエストコマンドフレームのブロードキ

ャストを再送する際の 大ジッタ(2 ミリ秒スロッ

ト) 

0x40 

nwkcMACFrameOverhead ZigBeeのNWK層が使うMACヘッダのサイズ 0x0b 
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3.5.2 NWK インフォメーションベース 
 
NWK インフォメーションベース(NIB)は、デバイスの NWK 層を制御するために必

要な属性で構成されている。これらの属性の各々は、読出専用の列の値が Yes であ

るものを除けば、NLME-GET.request プリミティブおよび NLME-SET.request プリミ

ティブを使用して読み書き可能である。読出専用の列の値が Yes の場合、その属性

は NLME-GET.request プリミティブによって読み出すことはできるが、MLME-
SET.request プリミティブによってセットすることはできない。ほとんどの場合、こ

れら読出専用の属性は別の仕組みを用いてセットされる。例えば、

nwkSequenceNumber 属性は 3.6.2.1 節に示す通りにセットされ、NWK 層がフレーム

を送信するたびに 1 増加する。NIB の属性を表 3.44 に示す。 
 

表 3.44 NIB 属性 
属性 ID 型 読出

専用

範囲 説明 初期値 

nwkSequenceNumb
er 

0x81 Integer Yes 0x00 – 
0xff 

送信フレームを識別するために使

用するシーケンス番号(3.6.2 節参照) 
範囲内

のラン

ダム値 
nwkPassiveAckTim
eout 

0x82 Integer No 0x0000 - 
0x2710 

親と全ての子デバイスについて、

ブロードキャストメッセージの再

送が許されるミリ秒単位の 大期

間（passive ACK タイムアウト） 

スタッ

クプロ

ファイ

ルにて

定義 
nwkMaxBroadcast
Retries 

0x83 Integer No 0x00 - 
0x05 

ブロードキャスト送信失敗後に許

される 大リトライ回数。 
0x03 

nwkMaxChildren 0x84 Integer No 0x00 - 
0xff 

現在のネットワーク上で持つこと

を許可される子デバイスの数。

nwkAddrAlloc が確率的アドレスを示

す 0x02 である場合、この属性値は

実装依存である。 

スタッ

クプロ

ファイ

ルにて

定義 
nwkMaxDepth 0x85 Integer Yes 0x00 - 

0xff 
デバイスが持つことができる深さ スタッ

クプロ

ファイ

ルにて

定義 
nwkMaxRouters 0x86 Integer No 0x01 - 

0xff 
デバイスが子デバイスとして持つ

ことを許可されるルータ数。この

値は、ネットワーク中のすべての

デバイスについて、ZigBee コーデ

ィネータによって決定される。 
nwkAddrAlloc が 0x02 の場合、この

値は使用されない。 

スタッ

クプロ

ファイ

ルにて

定義 

nwkNeighborTable 0x87 Set No Variable デバイスがもつ現在の隣接テーブ

ルエントリ(表 3.48 参照) 
Null set

nwkNetworkBroad
castDeliveryTime 

0x88 Integer No 0 - 0xff ブロードキャストメッセージがネ

ットワーク全体を網羅するのに必

要な秒単位の時間。 
この値は他の NIB 属性に基づいて

算出される。3.5.2.1 節に算出式を

示す。 

NA 
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表 3.44 NIB 属性 
属性 ID 型 読出

専用

範囲 説明 初期値 

nwkReportConstan
tCost 

0x89 Integer No 0x00 - 
0x01 

0 の場合、NWK 層は MAC 層から

報告された LQI 値を使用して、す

べての隣接ノードからのリンクコ

ストを計算する。0 でない場合一定

の値を報告する。 

0x00 

nwkRouteDiscover
yRetriesPermitted 

0x8a Integer No 0x00 - 
0x03 

ルートリクエスト失敗後に許され

るリトライ回数 
nwkcDis
coveryRe
tryLimit

nwkRouteTable 0x8b Set No Variable デバイスが持つ現在のルーティン

グテーブルエントリ(表 3.51 参照) 
Null set

nwkSymLink 0x8e Boolean No TRUE or 
FALSE 

現在の経路対称性の設定: 
TRUE の場合、ルートが対称的リン

クから構成されているとみなす。

後方向と前方向のルートは、一回

のルートディスカバリで生成さ

れ、それらは同一経路となる。 
FALSE の場合、ルートが対称的リ

ンクを構成するとはみなさない。

前方向の経路だけがルートディス

カバリで生成される。 

FALSE 

nwkCapabilityInfor
mation 

0x8f Bit vector Yes 表 3.47
参照 

このフィールドはデバイスがネッ

トワーク加入時に確立した

capability information を含む。 

0x00 

nwkAddrAlloc 0x90 Integer No 0x00 - 
0x02 

アドレスの割り当て方法を示す値: 
0x00 = 分散型アドレス割当を使用 
0x01 = 予約 
0x02 = 確率的アドレス割当を使用 

0x00 

nwkUseTreeRoutin
g 

0x91 Boolean No TRUE or 
FALSE 

NWK 層が階層ルーティングを使用

するかどうか決めるフラグ: 
TRUE = 階層ルーティングを使用 
FALSE = 階層ルーティングを使用

しない 

TRUE 

nwkManagerAddr 0x92 Integer No 0x0000 - 
0xfff7 

ネットワークチャンネル管理機能

に指定されたデバイスのアドレス 
0x0000 

nwkMaxSourceRou
te 

0x93 Integer No 0x00 - 
0xff 

ソースルートにおけるホップの

大数 
0x0c 

nwkUpdateId 0x94 Integer No 0x00 - 
0xff 

このノードが動作しているネット

ワーク設定のスナップショットを

識別する値 

0x00 

nwkTransactionPer
sistenceTime 

0x95 Integer No 0x0000 - 
0xffff 

トランザクションデータがコーデ

ィネータによって保持されビーコ

ンによってそれが示される 長時

間(superframe period 単位)。この属

性は、MAC PIB 属性の
macTransactionPersistenceTime([B1]
参照)の値を反映するものであり、

上位層によって行なわれた本属性

の変更は、MAC PIB 属性値に同様

に反映される。 

0x01f4 
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表 3.44 NIB 属性 
属性 ID 型 読出

専用

範囲 説明 初期値 

nwkNetworkAddres
s 

0x96 Integer No 0x0000 - 
0xfff7 

デバイスが PAN と通信を行うため

に用いる 16bit アドレス。 
この属性は、MAC PIB 属性の

macShortAddress([B1]参照)の値を反

映するものであり、上位層によっ

て行なわれた本属性の変更は、

MAC PIB 属性値に同様に反映され

る。 

0xffff 

nwkStackProfile 0x97 Integer No 0x00 - 
0x07 

このデバイスが使用している

ZigBee スタックプロファイルの ID 
 

nwkBroadcastTran
sactionTable 

0x98 Set Yes - このデバイスが持つ現在のブロー

ドキャストトランザクションテー

ブルエントリ(表 3.55 参照) 

Null set

nwkGroupIDTable 0x99 Set No Variable このデバイスが所属するグループ

の、0x0000 - 0xffff の範囲であるグ

ループ ID のセット 

Null set

nwkExtendedPANI
D 

0x9a 64-bit 
extended 
address 

No 0x00000
0000000
0000 - 

0xffffffff
fffffffe 

このデバイスが所属する PAN の拡

張 PAN ID。値 0x0000000000000000
は拡張 PAN ID が未知であることを

示す。 

0x00000
0000000

0000 

nwkUseMulticast 0x9b Boolean No TRUE or 
FALSE 

マルチキャストメッセージを生成

する層を決定するフラグ 
TURE = マルチキャストは NWK 層

にて生成 
FALSE = マルチキャストは APS 層

にて生成し、APS ヘッダを使用す

る 

TRUE 

nwkRouteRecordTa
ble 

0x9c Set No Variable ルートレコードテーブル(表 3.45 参

照)。 
Null Set

nwkIsConcentrator 0x9d Boolean No TRUE or 
FALSE 

このデバイスがコンセントレータ

であるかどうかを決めるフラグ。 
TRUE = デバイスはコンセントレー

タである 
FALSE = デバイスはコンセントレ

ータではない 

False 

nwkConcentratorR
adius 

0x9e Integer No 0x00 - 
0xff 

コンセントレータルートディスカ

バリ45に用いるホップカウント半径 
0x0000 

nwkConcentratorD
iscoveryTime 

0x9f Integer No 0x00 - 
0xff 

コンセントレータルートディスカ

バリ間の時間(秒単位) 
0x0000 の場合、探索は上位層によ

って起動された時にのみ行う。 

0x0000 

nwkSecurityLevel 0xa0  No  4 章で定義したセキュリティ属性  
nwkSecurityMateri
alSet 

0xa1  No  4 章で定義したセキュリティ属性  

nwkActiveKeySeqN
umber 

0xa2  No  4 章で定義したセキュリティ属性  

nwkAllFresh 0xa3  No  4 章で定義したセキュリティ属性  

                                                 
45 (翻訳者注) Many-to-Oneルートディスカバリと同義 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 3 328 
Network Specification 

 
 

 

表 3.44 NIB 属性 
属性 ID 型 範囲 説明 初期値 読出

専用

nwkSecureAllFram
es 

0xa5  No  4 章で定義したセキュリティ属性  

nwkLinkStatusPeri
od 

0xa6 Integer No 0x00 - 
0xff 

リンクステータスコマンドフレー

ム間の時間(秒単位) 
0x0f 

nwkRouterAgeLimi
t 

0xa7 Integer No 0x00 - 
0xff 

リンクコストをゼロにリセットす

る前に受信できなかったリンクス

テータスコマンドフレームの数 

3 

nwkUniqueAddr 0xa8 Boolean No TRUE or
FALSE 

NWK 層がアドレスコンフリクトを

検出したとき修正するかどうかを

決めるフラグ 
TRUE = アドレスは一意であると仮

定 
FALSE = アドレスは一意でない可

能性がある 

TRUE 

nwkAddressMap 0xa9 Set No Variable 64bit IEEE アドレスと 16bit ネット

ワークアドレスの現在の対応を示

すセット 

Null Set

nwkTimeStamp 0x8C Boolean No TRUE or
FALSE 

送受信パケットにタイムスタンプ

を格納するかどうかを決定するフ

ラグ 
TRUE = タイムスタンプを格納する 
FALSE = タイムスタンプを格納し

ない 

FALSE 

nwkPANId 0x80 16-bit 
PAN ID 

No 0x0000 - 
0xffff 

この NIB 属性は常に macPANId と

同じ値である 
0xffff 

nwkTxTotal 0x8D Integer No 0x0000 - 
0xffff 

このデバイスの NWK 層が生成した

ユニキャストトランザクション

数。NWK 層が MAC 副層の MCPS-
DATA.request プリミティブを呼び

出してユニキャストフレームを送

信するたびに、このカウンタは 1
増加する。上位層がこの属性に対

して NLME-SET.request を行うか、

nwkTxTotalの値が 0xffff を超えてロ

ールオーバしたとき、NWK 層は隣

接テーブルに含まれる各 Transmit 
Failure フィールドを 0x00 にリセッ

トする。 

0 
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表 3.45 ルートレコードテーブルエントリのフォーマット 
フィールド名 フィールド型 有効な範囲 参照 

Network Address Integer 0x0000 - 
0xfff7 

このルートレコードの宛先ネットワ

ークアドレス 
Relay Count Integer 0x0000 - 

0xffff 
コンセントレータから宛先までの中

継ノードの数 
Path Set of Network 

Addresses 
 コンセントレータから宛先へのルー

ト順を示すネットワークアドレスの

セット 
 

表 3.46 ネットワークアドレスマップ 
64bit IEEE アドレス 16bit ネットワークアドレス 

0x0000 - 0xfff7 有効な 64bit IEEE アドレス、

未知の場合は Null 
 

3.5.2.1 ブロードキャスト配送時間 
 

ブロードキャスト送信の総配送時間、すなわちネットワーク内のすべてのデバイス

へブロードキャストを配送するために必要な時間は、次の式により算出される。 
 

nwkBroadcastDeliveryTime = 2 * nwkMaxDepth * 
  ( ( 0.05 + ( nwkcMaxBroadcastJitter / 2 ) ) + 
  nwkPassiveAckTimeout * nwkBroadcastRetries/ 
  1000) 
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3.6 機能説明 
 

3.6.1 ネットワークとデバイスメンテナンス 
 

ZigBee デバイスは、すべて以下の機能を備えるものとする： 
 

• ネットワークへの加入 
• ネットワークからの離脱 
• ネットワークへの再加入 

 
ZigBee コーディネータおよびルータは、さらに以下の機能を備えるものとする： 
 

• 以下を利用してデバイスにネットワーク加入を許可 
• MAC からの接続通知 

• アプリケーションからの明示的な加入リクエスト 
• 再加入リクエスト 
• 以下を利用してデバイスにネットワーク離脱を許可 

• ネットワーク離脱コマンドフレーム 
• アプリケーションからの明示的な離脱リクエスト 
• 論理ネットワークアドレス割り当てに参加 

• 隣接デバイスのリストの保守 

 

ZigBee コーディネータは、新規ネットワークを確立する機能を備える。ZigBee ル
ータおよびエンドデバイスは、ネットワーク内でのポータビリティをサポートする

ものとする。 
 
3.6.1.1 ネットワークの確立 
 
新規ネットワークを確立する手順は、NLME-NETWORK-FORMATION.requestプリ

ミティブを用いて開始する。nwkcCoordinatorCapable定数の値が0x01で、現在ネッ

トワークに加入していないデバイスだけが、新規ネットワークの確立を試みる。こ

の手順がその他のデバイスで開始された場合、NLMEはこの手順を終了し、次上位

層にこの無効なリクエストを通知する。その際、StatusパラメータがINVALID_ 
REQUEST に設定されたNLME-NETWORK-FORMATION.confirmプリミィブが発行

される。 
 
この手順が開始されると、PHY層で決められた通り（[B1]参照）、可能性のある干

渉を検索するため、NLMEはまずMACサブレイヤに、特定のチャネルセットもしく

は使用可能なチャネルの全セット（デフォルト）のいずれかへのエネルギー検出ス

キャンを実行するよう要求する。チャネルスキャンは、ScanTypeパラメータがエネ

ルギー検出スキャンに設定されたMLME-SCAN.requestプリミティブをMACサブレ

イヤに発行して開始される。結果はMLME-SCAN.confirmプリミティブを介して戻

される。指定されたチャネルが１つだけの場合、このスキャンは不要である。 
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正常なエネルギー検出スキャンによる結果を受信すると、NLMEはエネルギー測定

結果の順にしたがってチャネルを整理し、エネルギーレベルが許容レベルを超えて

いるチャネルは除外する。許容エネルギーレベルの選択は、実装に委ねられている。

NLMEはその後アクティブスキャンを実行するが、その際、他のZigBeeデバイスを

検索するために、ScanTypeパラメータはアクティブスキャンに、ChannelListは許容

チャネルのリストにそれぞれ設定されたMLME-SCAN.requestプリミティブが発行さ

れる。新規ネットワークを確立するのに 適なチャネルを決定するために、NLME
は戻されたPANデスクリプタのリストを検討し既存のネットワークの数が一番少な

いの 初のチャネル（検出ネットワークのないチャネルが好ましい）を見つけ出す。 
 
適当なチャネルが見つからなかった場合、NLMEはこれらの手順を終了し、次上位

層に開始の失敗を通知する。その際、StatusパラメータがSTARTUP_ FAILURE に設

定されたNLME-NETWORK-FORMATION.confirmプリミィブが発行される。 
 
適当なチャネルが見つかった場合、NLMEは新しいネットワーク用にPAN IDを選択

する。このため、デバイスは選択されたチャネルで未使用の0xffff以下のランダム

なPAN IDを選ばなくてはならない。NLMEが選択を行なった後、NLMEは
MLME_SET.requestプリミティブを発行し、MACサブレイヤのmacPANID属性をこ

の値に設定する。 
 
ユニークなPAN IDを選択できなかった場合、NLMEはこれらの手順を終了し、次上

位層に開始の失敗を通知する。その際、StatusパラメータがSTARTUP_FAILURE に
設定されたNLME-NETWORK-FORMATION.confirmプリミィブが発行される。 
 
PAN IDが選択されると、NLMEは0x0000の16ビットネットワークアドレスを選択し、

選択されたネットワークアドレスと同じNIBのnwkNetworkAddress属性を設定する。 
 
ネットワークアドレスが選択されると、NLMEはNIBのnwkExtendedPANId属性値を

確認する。この値が0x0000000000000000の場合、この属性はMAC定数

aExtendedAddressの値で初期化される。 
 
nwkExtendedPANIdの値が確認されると、NLMEはMLME-START.requestプリミティ

ブをMACサブレイヤに発行して新しいPANの動作を開始する。 
MLME-START.requestプリミティブのパラメータは、NLME-NETWORK-
FORMATION.requestで指定されたパラメータ、チャネルスキャンの結果、選択され

たPAN IDにしたがって設定される。PAN開始ステータスは、MLME-
START.confirmプリミティブを介して戻される。 
 
PAN開始のステータスを受信すると、NLMEはそのステータスの次上位層にZigBee
コーディネータを初期化する要求を伝える。その際、StatusパラメータがMACサブ

レイヤからMLME-START.confirmで戻されたプリミティブに設定されたNLME-
NETWORK-FORMATION.confirmプリミィブが発行される。 
 
新規ネットワークを正常に開始するための手順を、図3.32に示すメッセージシーケ

ンスチャート（MSC）で解説する。 
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アクティブスキャン実行 

エネルギー検出 
スキャン実行 

チャネル、PAN ID、ビーコンペイ

ロード、ショートアドレス選択 

図3.32 新規ネットワークの確立 
 
3.6.1.2 デバイスのネットワーク加入許可 

 
デバイスのネットワークへの加入を許可するための手順は、NLME-PERMIT-
JOINING.requestプリミティブから開始する。ZigBeeコーディネータもしくはZigBee
ルータのどちらかのデバイスだけが、ネットワークへの加入をデバイスに許可する

ことができる。 
 
PermitDurationパラメータを0x00に設定してこの手順が開始されると、NLMEは
MACサブレイヤのmacAssociationPermit PIB属性をFALSEに設定する。MACサブレ

イヤ属性の設定はMLME-SET.requestプリミティブの発行で実行される。 
 
PermitDurationパラメータが0x01と0xfeの間の値に設定されてこの手順が開始される

と、NLMEはMACサブレイヤのmacAssociationPermit PIB属性をTRUEに設定する。

NLMEはその後、特定時間で終了するタイマを開始する。このタイマが満了すると、

NLMEはMACサブレイヤのmacAssociationPermit PIB属性をFALSEに設定する。 
 
PermitDurationパラメータが0xffに設定されこの手順が開始されると、NLMEは時間

を限定せずにMACサブレイヤのmacAssociationPermit PIB属性をTRUEに設定する。

ただし、別のNLME-PERMIT-JOINING.requestプリミティブが発行される場合を除

く。 
 
デバイスのネットワークへの加入を許可するための手順を、図3.33に示すMSCで解

説する。 
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許可期間 

 
図3.33 デバイスのネットワーク加入許可 

 
3.6.1.3 ネットワークディスカバリ 

 
NWK 層によって、上位層はどのネットワークが（ネットワークがあれば）デバイ

スの POS で使用可能か見つけることができる。 
 

ネットワークディスカバリの手順は、NLME-NETWORK-DISCOVERY.requestプリ

ミティブの発行により開始されるが、その際ScanChannelsパラメータはネットワー

クに対しどのチャネルをスキャンすべきかを示すように設定され、ScanDurationパ
ラメータは各チャネルのスキャンにかかる時間の長さを示すように設定される。こ

のプリミティブの受信時に、NWK層はMACサブレイヤにアクティブスキャンを要

求するMLME-SCAN.requestプリミティブを発行する。 
 
スキャン中に0以外のペイロード長のビーコンフレームを受信すると、スキャンデ

バイスのMACサブレイヤからNLMEに、MLME-BEACON-NOTIFY.indicationプリミ

ティブが発行される。このプリミティブは、ビーコンデバイスおよび接続許可の是

非に関わらず、ビーコンペイロードのアドレス情報などの情報を含んでいる（パラ

メータの全リストについては[B1]参照）。スキャンデバイスのNLMEは、ビーコン

ペイロードのProtocol IDフィールドをチェックし、それがZigBeeプロトコルIDに適

合するか照合する。適合しない場合、ビーコンは無視される。適合する場合は、デ

バイスは各受信ビーコンから（ビーコンペイロードの構成は図3.49参照）関連情報

を隣接テーブル（隣接テーブルエントリの内容は表3.48参照）にコピーする。 
 
MACサブレイヤが、NLMEにMLME-SCAN.confirmプリミティブを発行してスキャ

ンの完了を伝えると、NWK層は収集した各ネットワークの情報を含むNLME-
NETWORK-DISCOVERY.confirmプリミティブを発行する。ネットワークの情報と

して、ZigBeeバージョン、スタックプロファイル、拡張PAN ID、PAN ID、論理チ

ャネル、加入許可の是非の情報（表3.8参照）を含んでいる。 
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3.6.1.4 ネットワークへの加入 
 

ネットワークのメンバーであるデバイスが新たなデバイスの加入を許可したとき、

続く審議のために親－子関係が形成される。加入時には、新デバイスは子となり、

先のデバイスが親となる。 
 
3.6.1.4.1 アソシエーション（接続）を介したネットワーク加入 
 
ここではデバイス（子）が、MACによって提供される基本的なアソシエーション

（接続）機能を利用してネットワークへの加入を選択した場合に踏む手順、および

ZigBeeコーディネータまたはルータ（親）が、MACからのMLME-
ASSOCIATE.requestプリミティブの受信時に踏む手順を説明する。 
 
3.6.1.4.1.1 子側の手順 

 
MAC層接続手順を利用してネットワークに加入するためには、まず3.6.1.3に説明の

ネットワークディスカバリを実行しなければならない。NLME-NETWORK-
DISCOVERY.confirmプリミティブを受信すると、次上位層は見つかったネットワー

クから加入するネットワークを選択するか、ネットワークディスカバリをやり直す。

ネットワークが選択されると、RejoinNetworkパラメータが 0x00 に設定され、

JoinAsRouterパラメータがそのデバイスがルーティングデバイスとして加入したい

かどうかを示すように設定されたNLME-JOIN.requestを発行する。 
 
まだネットワークに加入していないデバイスだけが、この加入手順を開始する。そ

の他のデバイスがこの手順を開始すると、NLMEはこの手順を終了し、次上位層に

この無効なリクエストを通知する。その際、Statusパラメータが

INVALID_REQUEST に設定されたNLME-JOIN.confirmプリミィブが発行される。 
 
まだネットワークに加入していないデバイスにおいて、NLME-JOIN.request プリミ

ティブによって NWK 層は隣接テーブルから適した親デバイスを探すことになる。

その親デバイスへの条件は以下の通りである。 
 

• ExtendedPANId パラメータで特定されるネットワークに属するデバイス 
• 加入リクエストにオープンで、正しいデバイスタイプの機能を提供している

デバイス 
• このデバイスから受信したフレームのリンク品質が、3.6.3.1 の説明通り計算

されたときに、 大でも 3 のリンクコストであること。 
• 隣接テーブルのエントリがこのデバイスの Potential parent フィールドを含ん

でいる場合、そのフィールドは親となれることを示す値 1 でなければならな

い。 
• 新の更新 ID をもつデバイス。「 新」の判断には、更新 ID が一巡してゼ

ロに戻ることを考慮に入れる必要がある。特に、デバイスのビーコンペイロ

ードで与えられた更新 ID は、NIB の nwkUpdateId 属性より大きいか等しく

なければならない。（このときも一巡することを考慮する。） 
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隣接テーブルに適当な親となるデバイスが含まれていないとき、NLME は Status パ
ラメータが NOT_PERMITTED の NLME-JOIN.confirm でリプライする。隣接テーブ

ルに親となるのに適切なデバイスがふたつ以上ある場合は、ZigBee コーディネータ

から も深さが小さいところにあるデバイスが選択される。そこにふたつ以上あっ

た場合、NWK 層はそれらのいずれを選択してもよい。 
 
適切な親が特定されると、NLME は MAC サブレイヤに MLME-ASSOCIATE.request
プリミティブを発行する。MLME-ASSOCIATE.request プリミティブの

LogicalChannel パラメータは、親となるデバイスのコーディネータアドレスに対応

する隣接テーブルエントリのものに設定される。CapabilityInformation パラメータの

ビットフィールドは表 3.47 に示す値になり、機能情報は nwkCapabilityInformation 
NIB 属性値として格納される（表 3.44 参照）。これらの要件に適合するデバイスが

ふたつ以上ある場合、加入デバイスはネットワークの深さが 小の親を選ぶことが

できる。 
 

表3.47 Capability Information Bitフィールド 
ビット 名前 説明 

0 Alternate PAN coordinator
(代替PANｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ) 

この仕様の実装ではこのフィールドの値は常に 0 である。 

1 Device type 
(デバイスタイプ) 

加入デバイスが ZigBee ルータであればこのフィールドの値

は 1 となる。加入するデバイスが ZigBee エンドデバイスで

ある、あるいはルータ機能を備えるデバイスがエンドデバイ

スとして加入するときはこのフィールドの値は 0 となる。 
2 Power source 

(電力源) 
このフィールドはNLME-JOIN-requestプリミティブに渡され

たPowerSourceパラメータの 低位ビット値に設定される。 
0x01=メイン電源から電源供給されているデバイス 
0x00=その他の電力源 

3 Receiver on when idle 
(アイドル時のレシーバ)

このﾌｨｰﾙﾄﾞは、NLME-JOIN-requestﾌﾟﾘﾐﾃｨﾌﾞに渡された

RxOnWhenIdleﾊﾟﾗﾒｰﾀの 低位ﾋﾞｯﾄ値に設定される。 
0x01=ﾃﾞﾊﾞｲｽのｱｲﾄﾞﾙ時、ﾚｼｰﾊﾞはｲﾈｰﾌﾞﾙにされる。 
0x00=ﾃﾞﾊﾞｲｽのｱｲﾄﾞﾙ時、ﾚｼｰﾊﾞをﾃﾞｨｽｴｰﾌﾞﾙにできる。 

4－5 予約 この仕様の実装ではこのフィールドの値は常に 0 である。 
6 Security capability 

(セキュリティ機能) 
デバイスが標準セキュリティモードで作動中はこのフィール

ドの値は 0、高セキュリティモードで作動中は 1 となる。こ

れは[B1]aで指定のデフォルトに優先することに注意。 
7 Allocate address この仕様の実装ではこのフィールドの値は 1 であり、加入す

るデバイスが 16 ビットネットワークアドレスを発行されな

ければならないことを示す。ただし、デバイスが安全な方法

で初めてネットワークに加入するのに、NWK 再加入コマン

ドを使用して自分でアドレスを選択している場合は除く。こ

の場合、値は 0 となる。 

(アドレス割り当て) 

a. CCB#788 
 
そして、NLMEはStatusパラメータがMLME-ASSOCIATE.confirmプリミティブから

戻されたStatusパラメータの値に設定されたNLME-JOIN.confirmを発行する。 
 
RejoinNetworkパラメータが0x00で、JoinAsRouterパラメータがTRUEに設定されて

いるとき、デバイスはネットワークにおいてZigBeeルータとして機能する。

JoinAsRouterパラメータがFALSEの場合、デバイスはエンドデバイスとして加入し、
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ルーティングには参加しない。 
 
MLME-ASSOCIATE.requestプリミティブのAddressingパラメータは（第2章参照）、

隣接テーブルから選ばれたデバイスのアドレス指定情報を含むように設定されなけ

ればならない。接続状態は、MLME-ASSOCIATE.confirmプリミティブを介して

NLMEに戻される。 
 
加入に失敗した場合、NWK層はMACサブレイヤからエラーを示すStatusパラメータ

のMLME-ASSOCIATE.confirmプリミティブを受信する。Statusパラメータが隣接デ

バイス側の加入拒否を示している場合（つまりPANが一杯であるか、 
PANアクセス拒否）、加入しようとしているデバイスは加入が失敗したことを示す

ために、対応する隣接テーブルのエントリでPotential parentビットを0に設定する。

0に設定することで、NWK層は同じ隣接デバイスに対して接続リクエストをこれ以

上発行しなくなる。MLME-SCAN.requestプリミティブが発行されるたびに、隣接テ

ーブルのすべてのエントリのPotential parentビットは1に設定されなければならない。 
 
親候補が新たなルータの加入を許可しないで（例えば、ルータの 大数である

nwkMaxRoutersだけすでにそのデバイスと接続している可能性がある）、加入デバ

イスがJoinAsRouterパラメータをTRUEに設定している場合、加入リクエストが失敗

する可能性もある。この場合、NLME-JOIN.confirmプリミティブは

NOT_PERMITTEDというステータスを示す。このとき、子デバイスのアプリケー

ションは、JoinAsRouterパラメータをFALSEに設定した別のNLME-JOIN.requestを発

行して、代わりにエンドデバイスとして加入を再試行してもよい。 
 
加入に失敗した場合、NLMEは隣接テーブルから別の適当な親を見つけようとする。

見つからなかった場合、NLMEはStatusパラメータがMLME-ASSOCIATE.confirmプ

リミティブに戻された値に設定されたNLME-JOIN.confirmプリミティブを発行する。 
 

加入が失敗し、次に親となるのに適当な隣接デバイスがある場合、NWK層はその

デバイスとMACサブレイヤ接続手順を開始する。NWK層は正常にPAN加入するま

で、あるいはPAN加入の選択肢がなくなるまでこの手順を繰り返す。 
 
デバイスが次上位層に指定されたPANに正常加入できない場合、NLMEはStatusパ
ラメータが 後に受信されたMLME-ASSOCIATE.confirmプリミティブに戻された

値に設定されたNLME-JOIN.confirmプリミティブを発行して、この手順を終了する。

この場合、デバイスは有効な論理アドレスを取得せず、ネットワーク上での送信は

許可されない。 
 
加入試行が成功した場合、NWKはステータス値がSUCCESSのNLME-JOIN.confirm
プリミティブを発行する。この場合、NWK層で受信されたMLME-
ASSOCIATE.confirmプリミティブは、そのネットワーク特有の16ビット論理アドレ

スを含むが、これは子が後の送信で使用できる。NWK層はその後、対応する隣接

テーブルのエントリのRelationshipフィールドを、その隣接デバイスが自分の親であ

ることを示すように設定する。このときまでに、親は自分の隣接テーブルに新規デ

バイスを加えておかなければならない。さらにNWK層は、NIBの
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nwkNetworkAddress、nwkUpdateId、mwkPANIdの値を更新する。 
 
デバイスがセキュアなネットワークへの加入を試みていて、それがルータである場

合、その親が認証するまでビーコンの送信を待機する必要がある。そのためデバイ

スは、NLME-START-ROUTER.requestプリミティブが次上位層から発行されるのを

待たなければならない。このプリミティブを受信すると、ルータであった場合

NLMEはMLME-START.requestプリミティブを発行する。NLME-START-
ROUTER.requestプリミティブがエンドデバイスで発行されると、NWK層はステー

タス値がINVALID_REQUESTに設定されたNLME-START-ROUTER.confirmプリミ

ティブを発行する。 
 
一旦デバイスがネットワークに正常加入すると、それがルータで次上位層が

NLME-START-ROUTER.requestを発行していれば、NWK層はMACサブレイヤに

MLME-START.requestプリミティブを発行する。PANId、LogicalChannel、
BeaconOrder、SuperframeOrderの各パラメータは、その親デバイスに対応した隣接

テーブルエントリの対応する値と同じに設定されなければならない。ネットワーク

の深さはその親のネットワークの深さよりひとつ大きく設定される。ただし、これ

は親のネットワークの深さの値が0x0f（つまりビーコンペイロードの4ビットのデ

バイスの深さのフィールドの 高値）の場合を除く。この場合、そのネットワーク

の深さも0x0fに設定される。PANCoordinatorおよびCoordRealignmentパラメータは、

両方ともFALSEに設定される。MLME-START.confirmプリミティブを受信すると、

NWK層は同じステータス値のNLME-START-ROUTER.confirmプリミティブを発行

する。 
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アクティブスキャン実行 

適切 EPID 選択 

アソシエーション手順 

MAC アソシエーション手順 

 
図 3.34 アソシエーション（接続）を介したネットワーク加入の手順 

 
3.6.1.4.1.2 親側の手順 

 
ZigBee コーディネータまたはルータが MAC サブレイヤ接続手順を用いてデバイス

をネットワークに加入させる手順は、MAC サブレイヤから通知される MLME-
ASSOCIATE.indication プリミティブで開始する。ZigBee コーディネータあるいは

ZigBee ルータのいずれかのデバイスで他デバイスにネットワークへの加入を許可し

ているデバイスだけがこの手順を開始する。この手順がその他のデバイスで開始さ

れた場合、NLME はこの手順を中断する。 
 
この手順が開始すると、親候補のNLMEはまず、加入しようとするデバイスがすで

にそのネットワーク上に存在するか判定する。そのため、NLMEは一致する 64 ビ

ットの拡張アドレスが存在するかどうか判断するため、隣接テーブルを検索する。

一致する拡張アドレスが見つかった場合、NLMEは提供されたDeviceCapabilitiesが
隣接テーブルに記録されたデバイスタイプに一致することを確認する。デバイスタ

イプもNLMEに適合すれば、対応する 16 ビットネットワークアドレスを入手し、

MACサブレイヤに接続応答を発行する。デバイスタイプが一致しなかった場合、

NLMEは隣接テーブルのそのデバイスのすべての記録を削除し、MLME-
ASSOCIATION.indication処理をリスタートする。拡張アドレスに一致するものがな

ければ、NLMEは可能であれば新規デバイスに 16 ビットネットワークアドレスを
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割当てる。アドレス割り当てのメカニズムについては、3.6.1.6および 3.6.1.7 の説明

を参照のこと。 
 
親候補にこれ以上の子を受け入れるキャパシティがない場合、NLME はこの手順を

終了し、このことをサブシーケンスの MLME-ASSOCIATE.response プリミティブで

MAC サブレイヤに知らせる。このプリミティブの Status パラメータは、PAN が一

杯であることを示すものとする。 
 
加入リクエストが認められると、親の NLME は提供されたデバイスの情報を使っ

て隣接テーブルに子用の新規エントリを作成し、サブシーケンスの MLME-
ASSOCIATE.response プリミティブで、MAC サブレイヤに正常に接続したことを知

らせる。nwkSecurityLevel の値が 0x00 のとき、新しい隣接テーブルエントリの

Relationship フィールドは、その隣接デバイスが子であることを示す値 0x01 に設定

されなければならない。そうでなければ、未認証の子であることを示す 0x05 に設

定される。子へのリプライ送信のステータスは、MLME-COMM-STATUS.indication
プリミティブを介してネットワーク層に通知される。 
 
送信が失敗した場合（つまり MLME-COMM-STATUS.indication プリミティブの

Status パラメータが SUCCESS でなかった場合）、NLME はこの手順を中断する。

送信成功の場合、NLME は次上位層に NLME-JOIN.indication プリミティブを発行し

て子がネットワークに加入したことを通知する。 
 
正常にデバイスをネットワークに接続する手順を、図 3.35 に示す MSC で解説する。 

 

拡張アドレス確認 
ショートアドレス割当て 

ビーコンペイロード更新 

 
図 3.35 加入リクエスト処理手順 
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3.6.1.4.2 NWK 再加入利用の加入、再加入 
 
ネットワークへのすべての接続を失ったデバイスの例としては、正常にその親と通

信できなくなった ZED などがある。このようなデバイスは、NWK 再加入リクエス

トコマンドおよび NWK 再加入レスポンスコマンドを使用することで、ネットワー

クへの再加入が可能である。再加入手順は前のセクションで説明した接続手順と同

じであるが、MAC 接続手順が再加入リクエストコマンドと再加入レスポンスコマ

ンドを用いたやりとりに置換わる点を除く。NWK コマンドは NWK セキュリティ

を利用するため、認証ステップは実行されない。MAC 手順の代わりにこれらのコ

マンドを使用することで、デバイスは新しいデバイズの加入を認めていないネット

ワークに再加入することができる。 
 
初めてネットワークに加入しようとするデバイスも次に説明するように、この手順

の変異形を利用することができる。 
 
3.6.1.4.2.1 子側の手順 

 
NWK 再加入手順を利用してネットワークに加入または再加入する手順は、図 3.36
の通り NLME-JOIN.request プリミティブで開始する。その際、RejoinNetwork パラ

メータは 0x02 に、ExtendedPANId パラメータは再加入するネットワークの

ExtendedPANId にそれぞれ設定される。CapabilityInformation パラメータの Device 
type フィールドは、デバイスがルータとして加入する場合は 1 に、それ以外の場合

は 0 に設定される。 
 
ScanChannels パラメータは、このネットワークの存在を調べるためにどのチャネル

をスキャンすべきかを示すように設定され、ScanDuration パラメータは、各チャネ

ルのスキャンにかかる時間の長さを示すように設定される。 
 
このプリミティブを受信すると、NWK層はMACサブレイヤにアクティブスキャン

の実行をもとめたMLME-SCAN.requestを発行する。スキャン中に受信した0以外の

ペイロード長のすべてのビーコンフレームは、スキャンデバイスのMACサブレイ

ヤからNLMEに、MLME-BEACON-NOTIFY.indicationプリミティブを発行させる。

スキャンデバイスのNLMEは、ビーコンペイロードのExtendedPANIdをチェックし、

それが正しい値のものか照合する。正しい値でなかった場合、ビーコンは無視され

る。正しい値であった場合は、デバイスは各受信ビーコンから（ビーコンペイロー

ドの構成は図3.49参照）関連情報を隣接テーブル（隣接テーブルエントリの内容は

表3.48および表3.49参照）にコピーする。 
 
MACサブレイヤが、NLMEにMLME-SCAN.confirmプリミティブを発行してスキャ

ンの完了を伝えると、NWK層はその隣接テーブルから適切な親デバイスを探す。

適切な親となるデバイスは、JoinAsRouterパラメータで要求されるタイプのデバイ

ス機能を提供し、 新の更新IDをもつものでなければならない。ここでの「 新の

更新ID」の判定には、その更新IDが一巡してゼロまで戻るということ、および 大

で3のリンクコストであることを考慮しなくてはならない（3.6.3.1参照）。隣接テ

ーブルに適当な親となるデバイスが含まれていないとき、NLMEはStatusパラメー
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タがNOT_PERMITTEDのNLME-JOIN.confirmで応答する。隣接テーブルに親となる

のに適切なデバイスがふたつ以上ある場合は、ZigBeeコーディネータから も深さ

が小さいところにあるデバイスが選択される。 
 
適切な親が特定されると、NLMEはNWK再加入リクエストコマンドフレームを構

築する。NWKヘッダのDestination addressフィールドは、隣接テーブルから選ばれ

た親候補の16ビットネットワークアドレスと同じ値となる。NWKヘッダのSource 
addressフィールドは、NIBのnwkNetworkAddress属性値に設定される。Source IEEE 
addressフィールドおよびDestination IEEE addressフィールドはともに、NWKヘッダ

に存在する。そのデバイスがこのネットワークに初めて加入し、そのNIBの
nwkNetworkAddress属性値が、現在どのネットワークにも加入していないことを示

す0xffffという値であれば、そのデバイスは自分で16ビットネットワークアドレス

を選択し、nwkNetworkAddress属性をこの値に設定する。アドレスは3.6.1.7で概説の

手順に従いランダムに選択されるものとする。この場合およびNIBのnwkAddrAlloc
属性が確率的アドレッシングを示す0x02という値の場合はいつでも、コマンドペイ

ロードのCapability informationフィールドのAllocate addressサブフィールドは、自分

で選択したアドレスであることを示す0に設定される。 
 
MACデータサービスを利用して再加入リクエストコマンドを正常に送信すると、

ネットワーク層はカウントダウンタイマにaResponseWaitTime（[B1]）という値をロ

ードする。再加入レスポンスコマンドフレームが受信される前にこのタイマが経過

した場合、再加入は失敗となる。CapabilityInformationパラメータのReceiver on 
when idleフィールドが1のときには、デバイスは親候補にMLME-POLL.requestを発

行し、再加入レスポンスコマンドを取り込む。Receiver on when idleフィールドが0
のときには、ポーリングは必要ではない46。 
 
上記の手順後、またはいつであっても再加入レスポンスコマンドフレームを受信す

ると、デバイスはコマンドフレームNWKヘッダのDestination IEEE addressフィール

ドとSource IEEE addressフィールドをチェックする。Destination IEEE addressフィー

ルドが受信側デバイスのIEEEアドレス値と同じでない場合、または再加入リクエ

ストコマンドフレームが送信された 新の親の可能性のあるデバイス（または要求

されていない再加入レスポンスの場合は現在の親）のIEEEアドレス値と同じでな

い場合は、再加入レスポンスコマンドフレームは廃棄され、それ以降の処理は行な

われない。 
 
再加入レスポンスコマンドフレームのRejoin statusフィールドが、隣接デバイス側

の加入拒否を示している場合（つまりPANが一杯であるか、PANアクセス拒否）、

再加入しようとしているデバイスは加入が失敗したことを示すために、対応する隣

接テーブルのエントリの親候補のビットを0に設定する。0に設定することで、

NWK層は同じ隣接デバイスに対する再加入リクエストをこれ以上発行しなくなる。

加入に失敗した場合、NLMEは隣接テーブルから別の適当な親を見つけようとする。

見つからなかった場合、NLMEはStatusパラメータがNOT_PERMITTEDに設定され

たNLME-JOIN.confirmプリミティブを発行する。加入が失敗し、次に親となるのに

                                                 
46 CCB #802 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 3 342 
Network Specification 

 
 

 

適当な隣接デバイスがある場合、NWK層はそのデバイスとNWK再加入手順を開始

する。NWK層は正常にPAN再加入するまで、あるいはPAN再加入の選択肢がなく

なるまでこの手順を繰り返す。デバイスが次上位層に指定されたPANに正常に再加

入できない場合、NLMEはStatusパラメータがNOT_PERMITTEDに設定された

NLME-JOIN.confirmプリミティブを発行してこの手順を終了する。この場合、デバ

イスは有効な論理アドレスを受信せず、ネットワーク上での送信が許可されない。 
 
再加入試行が成功した場合には、NWK層が受信したNWK再加入レスポンスコマン

ドは、そのネットワーク内でユニークな16ビット論理アドレスを含むが、子は後で

それを用いて送信が行なえる。ここで、このアドレスはNIBのnwkNetworkAddress属
性に格納されているデバイスの現在の16ビットネットワークアドレスと同じである

可能性があることに留意すること。NWK層はその後、対応する隣接テーブルのエ

ントリのRelationshipフィールドを、その隣接デバイスが自分の親であることを示す

ように設定する。このときまでに、親は自分の隣接テーブルに新規デバイスを加え

ておかなければならない。さらにNWK層は、必要であればNIBの
nwkNetworkAddress、nwkUpdateId、nwkPANIdの値を更新する。 
 

 

再加入に適切な 
親の選択 

図3.36 子側の再加入手順 
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3.6.1.4.2.2 親側の手順 
 

ZigBee コーディネータまたはルータが、NWK 再加入手順を使ってそのネットワー

クにデバイスを再加入させる手順は、MAC データサービスを介した NWK 層再加

入コマンドフレームが到着すると開始する。ZigBee コーディネータあるいは

ZigBee ルータのいずれかのデバイスだけがこの手順を開始する。この手順がその他

のデバイスで開始された場合、NLME はこの手順を終了する。この手順が開始する

と、親候補の NLME はまず自分がすでにその要求してきたデバイスを認識してい

るかどうか判定する。そのため、NLME は適合する 64 ビット拡張アドレスが存在

するかどうか調べるため隣接テーブルを検索する。一致する拡張アドレスが見つか

った場合、NLME は送られてきた DeviceCapabilities が隣接テーブルのレコードのデ

バイスタイプに一致することを確認する。デバイスタイプが一致すれば、NLME は

その加入試行を成功とみなし、隣接テーブルの 16 ビットネットワークアドレスを、

加入デバイスのネットワークアドレスとして使用する。デバイスタイプが一致しな

かった場合、NLME は隣接テーブルにあるそのデバイスのすべてのレコードを削除

し、NWK 層再加入コマンド処理をリスタートする。 
 

親候補にこれ以上の子の加入を受け入れるキャパシティがない場合、NLME はこの

手順を中断し、このことを続く再加入レスポンスコマンドで通知する。このコマン

ドの Status パラメータは、PAN が一杯であることを示すものとする。 
 
再加入リクエストが認められると、親のNLMEは提供されたデバイスの情報を使っ

て隣接テーブルに子用の新規エントリを作成する。あるいは既存のエントリがあれ

ばそれを変更し、NWK再加入レスポンスコマンドで要求デバイスに応答して再加

入が成功したことを示す。NIBのnwkAddrAlloc属性値が 0x00 でツリーアドレッシン

グを示している場合、NLMEは加入デバイスに新規 16 ビットネットワークアドレ

スを割り当てる。アドレス割り当てのメカニズムについては、3.6.1.6および 3.6.1.7
の説明を参照のこと。 
 
NIBのnwkAddrAlloc属性値が0x00でない場合、再加入リクエストコマンドフレーム

ペイロードのCapabilities informationフィールドのAllocate addressサブフィールドは、

自分で割り当てたネットワークアドレスまたは既存のネットワークアドレスである

ことを示す0に設定されるかもしれない。この場合、すべてのNWKコマンドフレー

ムと同様に、NWKヘッダのSource addressフィールドの16ビットネットワークアド

レスも、ネットワークヘッダのSource IEEE addressフィールドの64ビットIEEEアド

レスと組み合わせてアドレス衝突をチェックしなければならない（3.6.1.9参照）。

アドレス衝突が検出された場合、新規の衝突しないアドレスが加入するデバイス向

けに選ばれ、送信される再加入レスポンスコマンドフレームのコマンドフレームペ

イロードのNetwork addressフィールドに置かれる。衝突が検出されなければ、そこ

には受信再加入リクエストコマンドフレームのSource addressフィールドの内容が置

かれることになる。 
 
NLMEはその後、次上位層にNLME-JOIN.indicationプリミティブを発行してネット

ワークに子が再加入したことを通知する。デバイスを正常にネットワークに再加入

させる手順を図3.37に示すMSCで解説する。 
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拡張アドレス確認、適切な場合 
ショートアドレス割当て 

ビーコンペイロード更新 

図 3.37 親側の再加入手順 
 
3.6.1.4.3 ネットワーク直接加入 

 
ここではあらかじめ指定された親デバイス（ZigBee コーディネータまたはルータ）

が、どのようにデバイスをネットワークに直接追加するかを説明する。この場合に

おいて、親デバイスに子デバイスの 64 ビットアドレスが事前設定されている。こ

の事前のアドレス認識が、親－子関係を確立するためにどのように使用されるかを

以下に解説する。 
 
ZigBeeコーディネータまたはルータが、そのネットワークにデバイスを直接加入さ

せる手順は、DeviceAddressパラメータに加入させるデバイスのアドレスを設定した

NLME-DIRECT-JOIN.requestプリミティブを発行して開始する。ZigBeeコーディネ

ータあるいはZigBeeルータのいずれかのデバイスだけが、この手順を開始すること

ができる。この手順がその他のデバイスで開始された場合、NLMEはこの手順を終

了し、次上位層にこの無効なリクエストを通知することができる。その際、Status
パラメータがINVALID_REQUESTに設定されたNLME-DIRECT-JOIN.confirmプリミ

ティブが発行される。 
 
この手順が開始すると、親のNLMEはまず指定のデバイスがすでにそのネットワー

ク上に存在するか判定する。そのため、NLMEは一致する64ビット拡張アドレスが

存在するかどうか調べるため、隣接テーブルを検索する。一致する拡張アドレスが

見つかった場合、NLMEはその手順を終了し、NLME-DIRECT-JOIN.confirmプリミ

ティブが発行され、デバイスリストにこのデバイスが既に存在していたことを次上

位層に通知する。その際、StatusパラーメータがALREADY_PRESENTに設定される。 
 
拡張アドレスに一致するものがなければ、NLMEは可能であれば新規デバイスに、

新しい隣接テーブルエントリと16ビットネットワークアドレスとを割り当てる。ア

ドレス割り当てのメカニズムについては3.6.1.6および3.6.1.7の説明を参照のこと。 
親デバイスの隣接テーブルに空きがない場合、NLMEはこの手順を中断し、このこ
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とを次上位層に知らせる。このとき、Statusパラメータが

NEIGHBOR_TABLE_FULLに設定されたNLME-DIRECT-JOIN.confirmプリミティブ

が発行される。空きがあった場合、NLMEはデバイスをネットワークに追加したこ

とを次上位層に通知するが、その際StatusパラメータがSUCCESSに設定された

NLME-DIRECT-JOIN.confirmプリミティブが発行される。 
 
親が子をネットワークに追加しても、子は親－子関係の確立を完了させるために、

いまだ親にコンタクトする必要がある。この要件を満たすため、子は3.6.1.4.3.1に
説明するオルファン手順を開始する。直接加入をサポートする親は、図3.38に示す

デバイスをネットワークに直接加入させる手順に従う。この手順では無線通信は必

要とされない。 
 

 

拡張アドレスチェック 
論理アドレス割り当て 

 
図3.38 デバイスをネットワークに直接加入させる手順 

 
3.6.1.4.3.1 オルファン加入または再加入 
 
ここでは、直接ネットワーク加入したデバイスによるオルファン手順（オルファン

による加入）、または以前にネットワークに加入していたがその親との連絡が途絶

えていたデバイスによるオルファン手順（オルファンによる再加入）を説明する。 
 
ネットワークに直接加入されたデバイスは、その親との関係確立を完了するために

オルファン手順を開始する。そのデバイスのアプリケーションがこの手順の開始を

判断し、開始する場合は起動時にネットワーク層に通知する。 
 
以前にネットワークに加入していたデバイスは、その NLME が MAC サブレイヤか

ら繰り返し通信失敗通知を受信した場合、オルファン手順を開始するオプションを

持つ。 
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3.6.1.4.3.2 子側の手順 
 

オプションであるオルファン手順での加入は、RejoinNetwork パラメータに 0x01 を

設定した NLME-JOIN.request プリミティブを使ってデバイスが開始する。 
 
この手順が開始されると、NLME はまず MAC サブレイヤに ScanChannels パラメー

タで提供されたチャネルセットにオルファンスキャンを実行するよう要求する。オ

ルファンスキャンは MLME-SCAN.request プリミティブを MAC サブレイヤに発行

して開始し、その結果は MLME-SCAN.confirm プリミティブを介して NLME に戻さ

れる。 
 
子が親を見つけていれば、オルファンスキャンは成功だったことになり、NLME は

次上位層にネットワークへの加入または再加入のリクエストの成功を通知する。そ

の際、Status パラメータが SUCCESS に設定された NLME-JOIN.confirm プリミティ

ブが発行される。 
 
子デバイスが初めて加入する場合、あるいは子デバイスが以前そのネットワークに

加入していた場合に、3.6.8 での規定のようなツリーの深さの情報の保持に失敗す

ると、この情報の回復策を講じなければネットワーク上で正しく動作できなくなる

可能性もあることに注意すること。ただし、この回復策はこの仕様の範囲外である。 
 
オルファンスキャンに失敗すると、NLME はこの手順を中断し、次上位層にネット

ワークが見つからなかったと通知する。このとき、Status パラメータが

NO_NETWORKS に設定された NLME-JOIN.confirm プリミティブが発行される。 
 
子がオルファンで正常にネットワークに加入、再加入する手順を図 3.39 に示す

MSC で解説する。 
 

 

スキャン実行

オルファン 

図 3.39 子側のオルファン加入または再加入手順 
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3.6.1.4.3.3 親側の手順 
 
MAC 層から MLME-ORPHAN.indication プリミティブを受信することで、デバイス

はオルファン化したデバイスの存在を知る。ZigBee コーディネータもしくは

ZigBee ルータのどちらかのデバイスだけが（つまり、親の機能を持つデバイスだけ

が）、この手順を開始する。この手順がその他のデバイスで開始された場合、

NLME はこの手順を中断する。 
この手順が開始されると、NLME はまずそのオルファン化したデバイスが自分の子

であるか判定する。このためにそのオルファン化したデバイスの拡張アドレスとそ

の隣接テーブルにレコードされている自分の子のアドレスとを比較する。一致すれ

ば（そのオルファン化したデバイスは自分の子であり）、NLME は対応する 16 ビ

ットネットワークアドレスを入手し、それを MAC サブレイヤへの次のオルファン

レスポンスに含める。MAC サブレイヤへのオルファンレスポンスは MLME-
ORPHAN.response プリミティブの発行で開始され、送信ステータスは MLME-
COMM-STATUS.indication プリミティブを介して NLME に戻される。 
 
一致するアドレスがなかった場合（そのオルファン化したデバイスは自分の子では

なく）、上位層へは通知せずにこの手順は終了される。 
 
親が自分のオルファン化した子をネットワークに加入、再加入させる手順を図 3.40
に示す MSC で解説する。 
 

 
図 3.40 親側のオルファン加入または再加入手順 

 
3.6.1.5 隣接テーブル 
 
デバイスの隣接テーブルには、その通信範囲内にあるすべてのデバイスの（ただし

実装上の制限があればその制限内の）情報が含まれている。 
 
隣接テーブルはふたつの状況で使われる。まず、ネットワークディスカバリあるい

は再加入の間、RF 受信範囲内の親候補のルータに関する情報を格納するのに使わ

れる。第二に、デバイスのネットワーク加入後、そのネットワーク内の隣接デバイ

スに関するリレーションシップとリンクステート情報を格納するのに用いられる。

拡張アドレス確認、適切な場合 
ショートアドレス割当て 
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デバイスが対応する隣接デバイスからフレームを受信するたびに、テーブルエント

リは更新される必要がある。 
 
Outgoing cost フィールドには、隣接デバイスにより計測されるリンクのコストが記

載される。この値は隣接デバイスから受信した 新のリンクステータスコマンドフ

レームから得られる。0 という値は、このデバイスをリストしているリンクステー

タスコマンドが受信されていないことを示す。 
Age フィールドは 後のリンクステータスコマンドが受信されてから経過した

nwkLinkStatusPeriod インターバルの数を示し、 大値は nwkRouterAgeLimit に至る。 
 
通常のネットワーク操作で使われる必須またはオプションのデータのリストは、表

3.48 の通りである。 
 

表 3.48 隣接テーブルエントリフォーマット 
フィールド名 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ 有効範囲 説明 
Extended 
address 
(拡張ｱﾄﾞﾚｽ) 

整数 拡張 64 ビット 
IEEE アドレス 

すべての各デバイスに固有の 64 ビット IEEE アドレ

ス。このフィールドは隣接デバイスがそのデバイス

の親または子である場合に存在する。 
Network 
address 
(ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽ) 

ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽ 0x0000-0xffff 隣接デバイスの 16 ビットネットワークアドレス。

このフィールドはすべての隣接テーブルエントリに

存在する。 
Device type 
(ﾃﾞﾊﾞｲｽﾀｲﾌﾟ) 

整数 0x00-0x02 隣接デバイスのタイプ： 
0x00 = ZigBee コーディネータ 
0x01 = ZigBee ルータ 
0x02 = ZigBee エンドデバイス 
このフィールドはすべての隣接テーブルエントリに

存在する。 
RxOnWhenIdle 
(アイドル時 
レシーバ) 

ブール TRUE 
または FALSE 

アイドル期間中に隣接デバイスのレシーバがイネー

ブルかどうかを表示する。 
TRUE = レシーバがオン 
FALSE = レシーバはオフ 
このフィールドは、ZigBee ルータまたは ZigBee コ

ーディネータの親または子を記録するエントリ用に

存在する。 
Relationship 
(ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ) 

整数 0x00-0x05 隣接デバイスと自身デバイスの関係： 
0x00 = 隣接デバイスは親である。 
0x01 = 隣接デバイスは子である。 
0x02 = 隣接デバイスは兄弟である。 
0x03 = 上のどれでもない。 
0x04 = 以前の子 
0x05 = 未認証の子 
このフィールドはすべての隣接テーブルエントリに

存在する。 
Transmit 
Failure 
(送信失敗) 

整数 0x00-0xff デバイスへの以前の送信が成功であったかを示す

値。値が高いほど失敗である。 
このフィールドはすべての隣接テーブルエントリに

存在する。 
LQI 整数 0x00-0xff このデバイスからのRF送信に関するリンク品質評

価値。この計算方については3.6.3.1を参照。 
このフィールドはすべての隣接テーブルエントリに

存在する。 
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表 3.48 隣接テーブルエントリフォーマット 
フィールド名 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ 有効範囲 説明 
Outgoing Cost 
(発信コスト) 

整数 0x00-0xff 隣接デバイスによって計測される発信リンクのコス

ト。0 という値は有効な送信コスト情報がないこと

を示す。 
nwkSymLink = TRUE であればこのﾌｨｰﾙﾄﾞは必須。 

Age 
(エージ) 

整数 0x00-0xff リンクステータスコマンドが受信されてからの

nwkLinkStatusPeriod インターバルの数。 
nwkSymLink = TRUE であればこのﾌｨｰﾙﾄﾞは必須。 

Incoming 
beacon 
timestamp 
(着信ﾋﾞｰｺﾝ 
ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ) 

整数 0x000000-0xffffff 後のビーコンフレームを隣接デバイスから受信し

たときの時間（記号表記）。この値はビーコンフレ

ームを受信したときのタイムスタンプに等しい。 
(IEEE802.15.4-2003[B1]に解説) 
このフィールドはオプションである。 

Beacon 
transmission 
time offset 
(ﾋﾞｰｺﾝ送信 
ﾀｲﾑｵﾌｾｯﾄ) 

0x000000-0xffffff整数 隣接デバイスのビーコンとその親のビーコンの間の

送信時間差（記号表記）。この差は隣接デバイスの

親のビーコン送信時間を計算するために対応する着

信ビーコンタイムスタンプから差し引かれる。 
このフィールドはオプションである。 

 
ネットワークディスカバリおよび再加入中に使用される情報は、表 3.49 の通りで

ある。すべてのフィールドはオプションであり、NLME が加入するネットワークを

選択した後は保存されない。選択されたネットワークのメンバーでないデバイスに

対応する隣接テーブルエントリも同様に廃棄される。 
 

表 3.49 Additional Neighbor Table フィールド 
フィールド名 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ 有効範囲 説明 

Extended 
PAN ID 
(拡張 PAN ID) 

整数 0x0000000000000001- 
0xfffffffffffffffe 
 

デバイスが所属するネットワークの 64 ビッ

トの固有 ID。 

Logical 
channel 
(論理ﾁｬﾈﾙ) 

整数 PHY がサポートする

使用可能な論理チャ

ネルより選択 

ネットワークが動作している論理チャネル 

Depth 
(深度) 

整数 0x00-0x0f 隣接デバイスのツリーの深さ 

Beacon order 
(ﾋﾞｰｺﾝｵｰﾀﾞ) 

整数 0x00-0x0f デバイス用 IEEE802.15.4 ビーコンオーダ 

Permit joining 
(加入許可) 

ブール TRUE または FALSE デバイスの加入リクエスト許可の是非表示。

TRUE = デバイスは加入リクエストを許可 
FALSE = デバイスは加入リクエストを許可し

ない。 
Potential parent 
(ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ 
ﾍﾟｱﾚﾝﾄ 
親候補) 

整数 0x00-0x01 そのデバイスを親候補として認めるかどうか

の表示。 
0x00 はそのデバイスが親候補でないことを示

す。 
0x01 はそのデバイスが親候補であることを示

す。 
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3.6.1.6 分散アドレス割り当てメカニズム 
 
NIB 属性 nwkAddrAlloc のデフォルト値 0x00 で、ネットワークアドレスは分散アド

レッシングスキームで割り当てられるが、すべての親候補デバイスにネットワーク

アドレスの有限サブブロックが割り当てられる。これらのアドレスはひとつのネッ

トワーク内では固有で、親から子に与えられる。ZigBee コーディネータは、ネット

ワーク内で各デバイスが持てる子デバイスの 大数を決定する。これらの子のうち、

nwkMaxRouters がルータとなりうるデバイスの 大数である。残りのデバイスはエ

ンドデバイス用に予約される。すべてのデバイスには、送信フレームが親－子リン

クだけを利用して ZigBee コーディネータに到達するまでの 少ホップ数を表す接

続の深さがある。ZigBee コーディネータ自身の深さは 0 で、その子の深さは 1 であ

る。マルチホップネットワークの 大深さは 1 より大きい。ZigBee コーディネータ

はまた、ネットワークの 大深さを決定する。 
 
ひとつの親に対する子の 大数の値を nwkMaxChildren(Cm)、ネットワークの 大

深さ値を nwkMaxDepth(Lm)、ひとつの親が子として持つことができるルータの 大

数の値を nwkMaxRouters(Rm)とすると、その深さの各親によって与えられたネット

ワーク深さ d に対して、ルータとなりうる子デバイスに分散されるアドレスサブブ

ロックのサイズ Cskip(d)は、次の関数で計算される。 
 

 
 

あるデバイスの Cskip(d)の値が 0 の場合、それは子を受け入れることができず、こ

れまで論じてきたように ZigBee エンドデバイスとして扱われる。そのデバイスの

NLME は、MAC サブレイヤのビーコンペイロードの End device Capacity サブフィ

ールドおよび Router Capacity サブフィールドを 0 に設定する。Cskip(d)の値が 0 よ

り大きい親デバイスは、子デバイスを受入れ、ルータ機能の有無によって異なるア

ドレスをそれらに割り当てる。 
 
ネットワークアドレスは、Cskip(d)の値をオフセットとして用いてルータとなりう

る子デバイスに割り当てられる。親は自分のアドレスより 1 大きいアドレスを 初

のルータ機能をもつ子デバイスに割り当てる。ルータ機能をもつデバイスにそれ以

降割り当てられるアドレスは、Cskip(d)ごとに分けられていく。そのようなアドレ

スの nwkMaxRouters の 大値が割り当てられる。 
 
エンドデバイスに対してはネットワークアドレスは、ｎ番目のアドレスAnが次の式

で得られるように連続的に割り当てられる。 
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ここでd(1<n< (Cm - Rm))で、Aparentがその親のアドレスを表している。 

ネットワーク例として、nwkMaxChildren=8、nwkMaxRouters=4、nwkMaxDepth=3で
あるネットワークのCskip(d)の値は、表3.50のリストのように計算される。図3.41に
その例のネットワークを図解する。 
 

表3.50 ネットワーク内の各深さに対するアドレスオフセット値の例 
 ネットワークでの深度d オフセット値 Cskip(d)  
 0 31  
 1 7  
 2 1  
 3 0  

 

 
 

図 3.41 ネットワーク内アドレス割り当て（例） 
 

アドレスサブブロックはデバイス間で共有できないため、ある親がアドレスリスト

を使い果たす一方、別の親が未使用のアドレスを持っている可能性がある。利用で

きるアドレスのない親は、MAC サブレイヤのビーコンペイロードの End device 
Capacity サブフィールドおよび Router Capacity サブフィールドを 0 に設定し、新規

デバイスのネットワーク加入を認めない。 
 
この状況においては、新規デバイスは別の親を見つけなくてはならない。そのデバ

イスの送信範囲内に別の利用可能な親がない場合、物理的に移動させるなど変更を

加えない限り、そのデバイスはネットワークに加入できない。 
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3.6.1.7 確率的アドレス割り当てメカニズム 
 
NIB属性nwkAddrAllocの値が 0x02 のとき、アドレスはランダムに選択される。この

場合、nwkMaxRouterの値は関係がない。割り当てられるランダムなアドレスは、参

照の[B12]に解説のNIST試験法に準拠しなければならない。デバイスがMACアソシ

エーション（接続）を使ってネットワークに加入すると、その親はまだ自分のNIB
のエントリにないランダムなアドレスを選択する。確率的アドレッシングでは、い

ったんデバイスにアドレスが割り当てられると、そのデバイスにはそのアドレスを

放棄する理由がなく、ネットワーク上の他デバイスとのアドレス衝突の通知を受信

しないかぎりそのアドレスを保持する。さらに、確率的アドレッシングでは、再加

入コマンドフレームを使ってネットワークに加入する場合のように（3.6.1.4.2参
照）、デバイス自らランダムなアドレスを割り当てて保持することも可能である。

ZigBeeコーディネータには親がなく、アドレスは常に 0x0000 である。 
 
3.6.1.8 インストールとアドレッシング 

 
ネットワークに関してツリーのルート（根）から も遠いエンドデバイスまでのホ

ップ数を、nwkMaxDepthが大体で決定していることは明らかである。原則として、

図3.41のようにネットワークの中心にZigBeeコーディネータが配置される理想的な

ネットワークレイアウトには、ネットワークの直径が2*nwkMaxDepthであるべきで

ある。実際には、アプリケーション主導の配置決定や配置命令ではもっと小さい直

径になるかもしれない。この場合、2*nwkMaxDepthがネットワークの直径に上限を

規定するのに対し、nwkMaxDepthは下限を規定する。 
 

終的には、ツリーが動的に平衡していないため、nwkAddrAllocの値が0x00のとき、

長いデバイスの列などあるインストールシナリオでは、ネットワークのアドレス容

量が実際の容量に達するずっと前に使い果たされる可能性も存在する。 
 
確率的アドレス割り当てでは、nwkMaxDepthはネットワーク全域のホップの数に関

連している。これは確率的アドレス割り当てを使ったネットワークでは管理される

値ではない。 
 
3.6.1.9 アドレス衝突 
 
アドレス衝突は、同じネットワーク内のふたつのデバイスの nwkNetworkAddress が
同一の場合に起こる。このような衝突を防ぐ方法、たとえばツリーアドレス割り当

てを用いて割り当てられたアドレスの再使用を禁止することなどは、必ずしも有効

とは限らない。ここでは起こってしまうアドレス衝突をいかに検出し、修正するか

を説明する。NIB 属性 nwkUniqueAddr が FALSE の場合は、アドレス衝突検出をイ

ネーブルにしなければならない。 
 
ルーティングメッセージで使われるネットワークアドレスはルートディスカバリプ

ロセス中に検証されることに留意すること。device_annc は現在、アドレス検証用

にも使用される。検証はデバイス、リンク、ディスカバリまたは device_annc 時点

の情報のみに適用する。その他のとき、たとえば隣接デバイスに直接ユニキャスト
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を送信する前などは、アドレス検証を示すステータスコード値 0x0e のネットワー

クコマンドを送信して検証を実施する。 
デバイスがブロードキャストデータフレームを受信し、その結果アドレス衝突を発

見すると（下記3.6.1.9.2に解説）、通常通りそのフレームを再送するのではなく、

下記の3.6.1.9.321に解説する解決アクションをする前にそのフレームを廃棄する。 
 
3.6.1.9.1 アドレス情報取得 
 
NWK 層は NWK コマンド、データメッセージを含め、着信メッセージからアドレ

ス情報を取得する。データメッセージからのアドレス情報は、NIB のネットワーク

アドレスマップテーブルに加えられることで NWK 層に渡される。 
 
アドレス衝突を検出する機能は、Destination IEEE Address フィールドと Source 
IEEE Address フィールドのどちらかまたは両方をメッセージの NWK フレームに加

えることで強化される。nwkUniqueAddr が FALSE の場合、すべての NWK コマンド

メッセージにはソース IEEE アドレスが含まれ、さらにソースデバイスが認識して

いれば宛先 IEEE アドレスも含まれる。 
 
nwkUniqueAddr が FALSE の場合、ルートリクエストコマンドは、Sender’s IEEE 
address フィールドに送信側の IEEE アドレスを含む。これでデバイスは自分の隣接

デバイスの IEEE アドレスを確実に認識できる。 
 
3.6.1.9.2 アドレス衝突検出 

 
ネットワーク加入後、または衝突によるアドレス変更後、デバイスはメッセージを

送信する前に device_annc を送信、もしくはルートディスカバリを開始しなければ

ならない。NWK ヘッダに 64 ビット IEEE アドレスを含むフレームを受信すると、

NIB の nwkAddressMap 属性と隣接テーブルの内容の整合性がチェックされる。 
 
着信フレームの NWK ヘッダの Destination address フィールドが NIB の

nwkNetworkAddress 属性に等しい場合、NWK 層は Destination IEEE address フィール

ドが存在すれば、それと aExtendedAddress の値と比べてチェックする。 
 
隣接テーブルもしくはアドレスマップエントリが、64 ビットアドレスが無効な

IEEE アドレス（0x00....00）である場所にあれば、テーブル内の 64 ビットアドレス

は更新できる。しかし、64 ビットアドレスが無効な IEEE アドレスでなく、受信し

た 16 ビットアドレスに対応していない場合、そのデバイスはネットワークの他の

場所で衝突を検出したことになる。 
 
新規BTRを作成するブロードキャストフレームを受信したとき、NWKヘッダの

Source addressフィールドがNIBのnwkNetworkAddress属性に等しければ、

nwkNetworkAddress22でローカルアドレス衝突が検出されたことになる。 
アドレス衝突は3.6.1.9.3の説明のように解決される。 

                                                 
21 CCB #869

22 CCB#869 
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3.6.1.9.3 アドレス衝突解決 
 
ZigBee コーディネータやルータが、自分のものでないアドレスをもつユーザが複数

存在すると判断した場合、そのことをネットワークに通知する。その際、ステータ

スコードはアドレス衝突を示す 0x0d に、Destination address フィールドは原因とな

るアドレスにしたネットワークステータスコマンドをブロードキャストする。ネッ

トワークステータスコマンドは 0xFFFD、つまり macRxOnWhenIdle=TRUE のすべて

のデバイスにブロードキャストされる。デバイスは、nwkcMaxBroadcastJitter でバ

ウンドされたランダムジッタ量だけこのブロードキャストの開始を遅らせる。この

遅延の間に同じペイロードのネットワークステータスを受信すると、デバイスはこ

のブロードキャストをキャンセルする。 
 
デバイスが自分と同じネットワークアドレスをもつユーザが他にも存在すると判断

した場合、またはステータスコードがアドレス衝突を示す 0x0d で、Destination 
address フィールドが自分のアドレスであるネットワークステータスコマンドを受

信した場合、そのデバイスは新しいアドレスを入手しなければならない。 
 
ZigBee エンドデバイスで衝突が検出された場合、または nwkAddrAlloc が確率的ア

ドレス割り当てでない場合、デバイスは新しいアドレスを取得するために再加入を

実行しなければならない。そうでない場合は、新しいアドレスを必要とするデバイ

スは NIB エントリにあるすべてのアドレスを避けながらランダムにアドレスを選

ばなくてはならない。 
 
親デバイスが子アドレスの衝突を検出またはその通知を受けた場合、親は子のため

に新しいアドレスを選び、そのアドレスを通知する再加入レスポンスコマンドフレ

ームを一方的に子に送る。アドレス変更を次上位層に通知するために、ステータス

が ‘Network Address Update’、ShortAddrパラメータ23の値が新規ネットワークアドレ

スのNLME-NWK-STATUS.indicationが発行される。 
 
3.6.1.10 ネットワークからの離脱 
 
ここでは、デバイスがネットワークから自らを除く方法、また親がデバイスに離脱

をリクエストする方法を説明する。どちらの場合においても、取り除かれたデバイ

スの子があった場合は、その子も取り除かれるかもしれない。 
 
3.6.1.10.1 デバイスがネットワークから自らの除去を開始する方法 
 
ここでは、図 3.42 のように次上位層から NLME-LEAVE.request プリミティブ受信

した場合、その応答としてデバイスがどのように自分をネットワークから除去し始

めるのかを説明する。 
 

                                                 
23 CCB#814 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



ZigBee Specification 355
Document 053474r17 

 
 

 
図 3.42 離脱手順の開始 

 
ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネータの NWK 層が、DeviceAddress パラメー

タが NULL（そのデバイスが自分を除去することを示している）の NLME-
LEAVE.request プリミティブを受信したとき、そのデバイスは離脱コマンドフレー

ムを送信する。その際、DstAddr パラメータが MAC ブロードキャストを示す 0xffff
に設定された MCPS-DATA.request プリミティブを用いる。離脱コマンドフレーム

の Command options フィールドの Request サブフィールドは、0 に設定される。離

脱コマンドの Command options フィールドの Remove children サブフィールドの値は、

NLME-LEAVE.request プリミティブの RemoveChildren パラメータの値を反映する。

また、離脱コマンドの Rejoin サブフィールドの値は、NLME-LEAVE.request プリミ

ティブの Rejoin パラメータの値を反映する。離脱コマンドの送信後、

DeviceAddress パラメータが NULL の NLME-LEAVE.confirm プリミティブが次の上

位層に発行される。離脱コマンドフレームが正常に送信されると、Status パラメー

タは SUCCESS になる。異常時は、NLME-LEAVE.confirm の Status パラメータは、

MCPS-DATA.confirm プリミティブで戻された Status パラメータと同じ値になる。 
 
NLME-LEAVE.request プリミティブの受け手側デバイスが ZigBee エンドデバイス

であれば、そのデバイスは離脱コマンドフレームを送信しなければならないが、そ

の際、DstAddr パラメータが MAC ユニキャストを示す、自分の親デバイスの 16 ビ

ットネットワークアドレスに設定された MCPS-DATA.request プリミティブを用い

る。離脱コマンドフレームの Command options フィールドの Request フィールドお

よび Remove children サブフィールドは、0 に設定される。離脱コマンドの送信後、

NIB の nwkExtendedPANId 属性が 0x0000000000000000 に設定され、DeviceAddress
パラメータが NULL の NLME-LEAVE.confirm プリミティブが次上位層に発行され

る。離脱コマンドフレームが正常に送信されると、Status パラメータは SUCCESS
になる。異常時は、NLME-LEAVE.confirm の Status パラメータは、 MCPS-
DATA.confirm プリミティブで戻された Status パラメータと同じ値になる。 
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3.6.1.10.2 デバイスが自分の子をネットワークから除去する方法 
 
ここでは、図 3.43 のように次上位層から NLME-LEAVE.request プリミティブ受信

した場合、その応答としてデバイスが自分の子デバイスのひとつをネットワークか

らの除去する手順をどのように開始するのかを説明する。 
 

 
図 3.43 デバイスが子を取り除く手順 

 
ZigBee コーディネータまたは ZigBee ルータの NWK 層が、DeviceAddress パラメー

タが子デバイスの 64 ビット IEEE アドレスと同じ NLME-LEAVE.request プリミティ

ブを受信したとき、その子デバイスに対応する隣接テーブルエントリの

Relationship フィールドの値が未認証の子であることを示す 0x05 でなければ、その

デバイスはネットワーク離脱コマンドフレームを送信する。その際、DstAddr パラ

メータがその子デバイスの 16 ビットネットワークアドレスに設定された MCPS-
DATA.request プリミティブを用いる。離脱コマンドフレームの Command options フ
ィールドの Request サブフィールドは、ネットワークからの離脱リクエストを示す

1 に設定される。離脱コマンドの Command options フィールドの Remove children の

サブフィールドの値は、NLME-LEAVE.request プリミティブの RemoveChildren パラ

メータの値を反映する。また、離脱コマンドの Rejoin サブフィールドの値は、

NLME-LEAVE.request プリミティブの Rejoin パラメータの値を反映する。 
 
取り除かれるデバイスに対応する隣接テーブルエントリの Relationship フィールド

の値が、未認証の子であることを示す 0x05 であれば、そのデバイスはネットワー

ク離脱コマンドフレームを送信してはならない。 
 
次に NWK 層は、DeviceAddress パラメータが取り除かれる子デバイスの 64 ビット

IEEE アドレスに設定した NLME-LEAVE.confirm プリミティブを発行する。離脱コ

マンドフレームが送信されなかった場合、つまり未認証の子の場合は、NLME-
LEAVE.confirm プリミティブの Status パラメータの値は SUCCESS になる。それ以

外は、NLME-LEAVE.confirm の Status パラメータは、MCPS-DATA.confirm プリミ

ティブで戻された Status パラメータと同じ値になる。 
 
子デバイスが取り除かれると、親の NWK 層は隣接テーブル、その他その子デバイ

スに関連する内部データ構成を修正し、そのデバイスがもうこのネットワーク上に
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ないことを示す。そのデバイスが取り除かれた後に、次上位層がその子デバイスに

フレームをアドレスして送信するのはエラーである。 
 
未認証の子デバイスが認証前にネットワークから取り除かれると、離脱リクエスト

されるデバイスが以前使っていたアドレスは、次に加入する別のデバイスに割り当

てることが可能である。 
 
ZigBee エンドデバイスには取り除く子デバイスがなく、 NULL でない

DeviceAddress パラメータの NLME-LEAVE.request プリミティブを受信するはずは

ない。 
 
3.6.1.10.3 離脱コマンドフレーム受信時 
 
図 3.44 のように NWK 層が MCPS-DATA.inidication プリミティブを介して離脱コマ

ンドフレームを受信すると、デバイスはそのコマンドフレームの Command options
フィールドの Request サブフィールドの値をチェックする。Request サブフィールド

の値が 0 の場合、NWK 層は Device address パラメータが離脱コマンドフレームの

Source IEEE address サブフィールドの値と同じ NLME-LEAVE.indication プリミティ

ブを発行する。デバイスはまた隣接テーブル、その他離脱デバイスに関連する内部

データ構成を修正し、そのデバイスがもうネットワーク上にないことを示す。その

デバイスが離脱した後に、次上位層がデバイスにフレームをアドレスして送信する

のはエラーである。 
 

 
図 3.44 離脱コマンドの受信時 
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図 3.45 ZED の離脱コマンド受信時 

 
ZigBee ルータの NWK 層が上記のように離脱コマンドを受信したときに、以下の条

件があえば受信者は DstAddr パラメータが MAC ブロードキャストを示す 0xffff に
設定された MCPS-DATA.request プリミティブを用いて離脱コマンドフレームを送

信する。まず、そのコマンドフレームを伝達した MCPS-DATA.indication の SrcAddr
パラメータが受け手の親の 16 ビットアドレスであり、さらに Command options フ

ィールドの Request サブフィールドの値が１である、もしくは Remove children サブ

フィールドの値が 1 であると判明した場合とする。離脱コマンドフレームの

Command options フィールドの Request サブフィールドは、0 に設定される。 
 
発信離脱コマンドのCommand optionsフィールドのRemove childrenサブフィールド

の値は、着信離脱コマンドフレームの同じフィールドの値を反映する。離脱コマン

ドフレームの送信後、NIBのnwkExtendedPANId属性が0x0000000000000000に設定さ

れ、DeviceAddressパラメータがNULLのNLME-LEAVE.indicationプリミティブが上

位層に発行される。 
 
NWK層が3.6.5の解説のように、離脱手順の信頼性を高めるための再試行テクニッ

クを用いる可能性もあるが、この注意書き以外、このメカニズムはこの仕様の範囲

外である。 
 
3.6.1.11 ZigBee コーディネータ構成変更 
 
ZigBee コーディネータデバイスの次上位層が、ネットワーク構成の変更を希望する

場合、MAC サブレイヤに PIB の変更開始を要求する。ZigBee コーディネータ構成

の項目は以下通りである。 
 
• デバイスが親になる希望の有無 
• MACスーパーフレームのビーコンオーダ 
• MACスーパーフレームのスーパーフレームオーダ 
• バッテリ寿命延長モードが使用されるかどうか 

 
ZigBeeコーディネータ構成への変更は、NLMEへのNLME-NETWORK-
FORMATION.requestプリミティブの発行で開始される。この試行のステータスは
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NLME-NETWORK-FORMATION.confirmプリミティブを介して戻される。 
 
これらの変更がMACサブレイヤに課す効果の詳細については、IEEE802.15.4-2003 
[B1]を参照すること。 
 
3.6.1.12 デバイスリセット 
 
新しいネットワークに加入しようとする前、およびデバイスがネットワークへの再

加入を意図しない離脱を試みた後は、 初の起動後直ちにデバイスの NWK 層をリ

セットしなければならない。その他の場合には、このプロセスを開始してはならな

い。リセットは NLME-RESET.request プリミティブを NLME に発行すると開始され、

試行のステータスは NLME-RESET.confirm プリミティブで戻される。リセットプロ

セスでデバイスのルーティングテーブルエントリがクリアされる。 
デバイスの中には、不揮発性メモリに NWK 層の変数値を格納し、リセット後にそ

れらを再格納するものもあるかもしれない。このために NLME-RESET.request の
WarmStart パラメータが使われることもある。nwkAddrAlloc が 0x00 のとき、デバイ

スは加入や再加入の際必ず自分の親からネットワークアドレスを入手する。新しい

ネットワークアドレスは、以前のものと異なっている可能性がある。そのような場

合、リセットされたデバイスと通信しているすべてのデバイスは、上位層プロトコ

ルを利用しそのデバイスを再度見つけなければならない。nwkAddrAlloc が 0x02 の

とき、デバイスはネットワーク再加入の際に同じアドレスを使用する可能性がある

ので、同じネットワークに再加入する予定がない場合以外は、リセット時にアドレ

ス廃棄をしてはならない。 
 
3.6.1.13 PAN ID 衝突管理 
 
16 ビット PAN ID は固有ナンバーではないために、PAN ID 衝突の発生する可能性

がある。次のセクションではどのように―ネットワークレポートコマンドフレーム

およびネットワークアップデートコマンドフレームを通じて―ネットワークの

PANId が更新されるかを解説する。 
 
3.6.1.13.1 PAN ID 衝突検出 
 
ネットワーク上で操作可能で、ビーコンフレームの PAN ID は自分の PAN ID と一

致しているが、ビーコンペイロードの EPID が存在しないもしくは

nwkExtendedPANID に等しくない MLME-BEACON-NOTIFY.indication を受信したデ

バイスは、PAN ID 衝突を検出したと考えられる。 
 
PAN ID 衝突を検出したノードは、タイプ「PAN ID 衝突」のネットワークレポート

コマンドフレームを作成する。これは NIB の nwkManagerAddr 属性でアドレスが指

定されたデバイスに送信される。Report information フィールドには、ローカルネイ

バフッドで使用されているすべての 16 ビット PAN ID のリストが含まれる。この

リストがどのように作成されるかはこの仕様の範囲外であるが、タイプ「アクティ

ブ」の MLME-SCAN.request の結果から作成されることが推奨される。 
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3.6.1.13.2 ネットワークレポートコマンドフレーム受信時 
 
NIB の nwkManagerAddr パラメータ内の 16 ビットネットワークアドレスで指定され

るデバイスは、タイプ「PAN ID 衝突」のネットワークレポートコマンドフレーム

を受信する。 
 
ネットワークレポートコマンドフレームを受信すると、指定のネットワーク層マネ

ージャ24は、そのネットワーク用に新しい16ビットPAN IDを選択する。新規のPAN 
IDは無作為に選ばれるが、選択されたPAN IDがローカルネイバフッドで使用され

ていないか、またネットワークレポートコマンドフレームのReport informationフィ

ールドに含まれていないかチェックが行われる。 
新しいPAN IDが選ばれると、指定のネットワーク層マネージャ25はまず、NIB属性

nwkUpdateId（必要に応じて一回りしたら0に戻しているもの）をインクリメントし、

タイプ「PAN ID更新」のネットワークアップデートコマンドフレームを構築する。

Update informationフィールドは、新規PAN IDの値に設定される。 
 
このコマンドフレームが送信されると、指定のネットワーク層マネージャ26は

nwkNetworkBroadcastDeliveryTimeの秒数値のタイマを開始する。タイマが満了する

と、ZigBeeコーディネータは今の自分のPAN IDをMLME-START.requestを再発行し

て新しく選ばれたPAN IDに変更する。 
 
ネットワークアップデートコマンドフレームを送信すると、指定のネットワーク層

マネージャ27は、Network Addrパラメータを0に、StatusパラメータをPAN Identifier 
Updateにそれぞれ設定したNLME-NWK-STATUS.indication プリミティブを作成する。 
 
3.6.1.13.3 ネットワークアップデートコマンドフレーム受信時 
 
タイプ「PAN ID更新」のネットワークアップデートコマンドフレームを受信する

と、デバイスはnwkNetworkBroadcastDeliveryTimeの秒数値のタイマを開始する。タ

イマが満了すると、デバイスは今の自分のPAN IDをUpdate informationフィールド

の値に変更する。 
 
ネットワークアップデートコマンドフレームを送信すると、デバイスはNetwork 
Addrパラメータを0に、StatusパラメータをPAN Identifier Updateにそれぞれ設定した

NLME-NWK-STATUS.indication プリミティブを作成する。 
 
NIBのnwkManagerAddr属性で指定されたデバイスからネットワークアップデートコ

マンドを受信すると、Update IDフィールドに含まれる値はNIBのnwkUpdateId属性

に格納される。また、ビーコンペイロードも更新される。 
 

                                                 
24 CCB#819 

25 CCB #819 

26 CCB #819 

27 CCB #819
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3.6.2 送受信 
 
3.6.2.1 送信 
 
現在接続しているデバイスだけが、NWK 層からデータフレームを送信する。接続

していないデバイスがフレームの送信リクエストを受信した場合、そのフレームを

廃棄し、ステータスが INVALID_REQUEST の NLDE-DATA.confirm プリミティブ

を発行して上位層にエラーを通知する。 
 
NWK 層によって処理される、または NWK 層内で生成されるすべてのフレームは、

図 3.5 で解説の一般的なフレームフォーマットに従って構築され MAC サブレイヤ

データサービスを利用して送信される。 
 
Source address フィールド、Destination address フィールドに加えて、すべての NWK
層送信には Raduis フィールドと Sequence number フィールドが含まれる。上位層で

発信されたデータフレームに対しては、Raduis フィールドの値は NLDE-
DATA.request プリミティブの Radius パラメータを使って供給される。値が与えら

れない場合は、NWK ヘッダの Raduis フィールドは、NIB の nwkMaxDepth 属性値

の 2 倍に設定される（3.5 参照）。すべてのデバイスの NWK 層は、ランダムな値

で初期化されるシーケンスナンバを保持する。次上位層からの新規 NWK データフ

レーム送信リクエストがあったため、あるいは NWK 層に新しい NWK 層コマンド

フレームを構築する必要がある場合、いずれにしても NWK 層が新しい NWK フレ

ームを構築するたびに、そのシーケンスナンバは 1 ずつインクリメントされる。イ

ンクリメント後、シーケンスナンバの値はフレームの NWK ヘッダの Sequence 
number フィールドに書き入れられる。 
 
NPDU が完了すると、そのフレームにセキュリティが必要な場合は、セキュリティ

サービスプロバイダに回され、指定のセキュリティスイートに従って（4.2.2 参

照）次のプロセスに進む。NLDE-DATA.request の SecurityEnable パラメータが

FALSE の場合、セキュリティプロセスは必要ではない。nwkSecurityLevel で指定の

NWK セキュリティレベルが 0 の場合、または上位層で発信されたフレームと

nwkSecureAllFrames NIB 属性が 0x00 に設定されていれば、Frame control フィールド

の Security サブフィールドは常に 0 に設定される。 
 
セキュリティプロセスが正常に完了すると、セキュリティスイートは NWK 層にフ

レームを送信用に戻す。正しく処理されたフレームには補助ヘッダが付加されてい

る。フレームのセキュリティプロセスが失敗し、そのフレームがデータフレームで

あった場合、そのフレームは上位層に NLDE-DATA.confirm プリミティブのステー

タスを通知する。セキュリティプロセスが失敗で、そのフレームがネットワークコ

マンドフレームであった場合、そのフレームは廃棄されそれ以上の処理が行なわれ

ない。 
 
フレームが構築され送信準備が整うと、そのフレームは MAC データサービスに回

される。MCPS-DATA.request プリミティブを MAC サブレイヤに発行し、NPDU 送

信が開始される。その後、MCPS-DATA.confirm プリミティブが送信結果を戻す。 
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3.6.2.2 受信と拒否 
 
データを受信するためには、デバイスはレシーバをイネーブルにする必要がある。

次上位層は NLME-SYNC.request プリミティブを利用して受信を開始することがで

きる。ビーコンがイネーブルなネットワークでは、NWK 層でこのプリミティブが

受信されると、デバイスは自分の親の次のビーコンと同期し、選択的にその後のビ

ーコンを追跡する。これを行なうため、NWK 層は MAC サブレイヤに MLME-
SYNC.request を発行する。ビーコンがイネーブルでないネットワークでは、

NLME-SYNC.request によって、macRxOnWhenIdle が FALSE に設定されたデバイス

の NWK 層がそのデバイスの親をポーリングする。その際、MLME-POLL.request プ
リミティブが使用される。 
 
ビーコンがイネーブルでないネットワークでは、ZigBee コーディネータまたは

ZigBee ルータの NWK 層は、そのデバイスの送信時以外は常に、可能な限りレシー

バがイネーブルであるようにする。ビーコンがイネーブルなネットワークでは、デ

バイスが自分と親のスーパーフレームがアクティブな期間で、送信を行なっていな

いときは、NWK 層はレシーバがイネーブルであるようにする。NWK 層はこのた

めに MAC PIB の macRxOnWhenIdle 属性の利用が可能である。 
 
レシーバがイネーブルになると、NWK 層は MAC データサービスを介してフレー

ムの受信を開始する。各フレームを受信すると、NWK ヘッダの Raduis フィールド

は 1 ずつデクリメントされる。デクリメントされた結果、この値が 0 まで下がると、

どんな状況でもそのフレームが再送信されることはない。しかし、それが次上位層

に渡される、あるいは NWK 層で処理される（概略は本仕様の別箇所）ことは可能

である。以下のデータフレームは、NLDE-DATA.indication プリミティブを使用し

次上位層に渡される。： 
 

• デバイスがメンバであるブロードキャストグループに一致するブロードキャ

ストアドレスをもつフレーム 
• 宛先アドレスがデバイスのネットワークアドレスに一致するユニキャストデ

ータフレームおよびソースアドレスデータフレーム 
• グループ ID が nwkGroupIDTable のリストにあるマルチキャストデータフレ

ーム 
 
受信デバイスが ZigBee コーディネータまたは稼働中の ZigBee ルータであれば、以

下のようにデータフレームを処理する。なお、ここでの稼働中のルータとは、すで

に NLME-START-ROUTER.request を呼び出しているルータである。 
 

• ブロードキャストおよびマルチキャストデータフレームは、3.6.5および3.6.6
で概要説明の手順に従い中継される。 

• デバイスのネットワークアドレスと一致しない宛先アドレスのユニキャスト

データフレームは、3.6.3.3で概要説明の手順に従い中継される。（その他の

場合、ユニキャストデータフレームは直ちに廃棄される。） 
• デバイスのネットワークアドレスと一致しない宛先アドレスのソースルート

のデータフレームは、3.6.3.3.2で概要説明の手順に従い中継される。 
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• ルートリクエストコマンドフレームの処理手順を3.6.3.5.2に概要する。 
• 宛先アドレスがデバイスのネットワークアドレスに一致するルートリプライ

コマンドフレームの処理手順を3.6.3.5.3に概要する。 
• 宛先アドレスがデバイスのネットワークアドレスに一致しないルートリプラ

イコマンドフレームは直ちに廃棄される。ネットワークステータスコマンド

フレームはデータフレームと同じように処理される。 
 
NWK 層は、NLDE-DATA.indication プリミティブを使って次上位層にデータフレー

ムの受信を知らせる。 
 
フレームを受信すると、NLDE は Frame control フィールドの Security サブフィール

ドの値をチェックする。この値が 0 以外の場合、指定のセキュリティスイートに従

った次のプロセスのため、NLDE はフレームをセキュリティサービスプロバイダ

（4.2.2 参照）に渡す。Security サブフィールドが 0 に設定され、NIB の

nwkSecurityLevel 属性が 0 以外であり、着信フレームが NWK コマンドフレームの場

合は、NLDE はフレームを廃棄する。Security サブフィールドが 0 に設定され、NIB
の nwkSecurityLevel 属性が 0 以外であり、着信フレームが NWK データフレームの

場合は、NLDE は nwkSecureAllFrames NIB 属性をチェックする。この属性が 0x01
に設定されていれば、NLDE はそのフレームが自分宛であった場合、つまり他のデ

バイスに転送する必要がない場合、そのフレームを受け入れるしかない。 
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3.6.3 ルーティング 
 
ZigBee コーディネータおよびルータは、以下の機能を備えるものとする： 
 

• 上位層の代わりにデータフレームを中継 
• 他の ZigBee ルータの代わりにデータフレームを中継 
• 続くデータフレームのルート確立のためにルートディスカバリに参加 
• エンドデバイスの代わりにルートディスカバリに参加 
• ルート修復に参加 
• ルートディスカバリで定められた通りのパスコストメトリックを採用 

 
ZigBee コーディネータまたはルータは、以下の機能の提供が可能である： 
 

• 適な利用可能ルートを記録するためにルーティングテーブルを保守 
• 上位層の代わりにルートディスカバリを開始 
• 他の ZigBee ルータの代わりにルートディスカバリを開始 
• ルート修復を開始 
• 隣接ルーティングを実施 

 
3.6.3.1 ルーティングコスト 
 
ZigBee のルーティングアルゴリズムでは、ルートディスカバリおよび保守の間のル

ート比較にパスコストメトリックを用いる。このメトリックを算出するため、リン

クコストとして知られるコストがパスの各リンクに関連付けられ、リンクコスト値

はパス全体のコストを求めるのに合計される。 
 
さらに式の形にすると、長さLのパスPを[D1,D2...DL]と順序付いたデバイスとし、長

さ 2 のサブパスとしてリンク[Di,Di+1]と定義すると、パスコストは 
 

 
で表され、C{[Di,Di+1]}の各値がリンクコストとなる。リンクｌに対するリンクコス

トC{l}はインターバル[0...7]の値の以下のような関数となる。 

 
Plはリンクl上のパケットデリバリの確率を定義する。 
 
このように、リンクコストに対して定数値 7 を与えることが可能であり、もしくは

受信の確率Plを反映する値を与えることが可能である。それは具体的には確率の逆

数で、そのリンクが使われるたびにそのリンクでひとつのパケットを通すのに必要

な想定試行回数を順に反映する。両方の選択肢のあるデバイスではNIB属性
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nwkReportConstantCostの値をTRUEに設定し、強制的に定数リンクコストを与える

ことが可能である。NIBのnwkSymLink属性値がTRUEの場合、

nwkReportConstantCost属性の値はFALSEで、NWK層は上述の方法でルーティング

コストを計算する。28

 
しかしながら、どのようにPlを見積りあるいは測定するかという疑問が残る。これ

は主として実装の問題で、実装者が自由に創意を施すことができる。実際に受信ビ

ーコンとデータフレームを数え、喪失フレーム検出用に適当なシーケンスナンバを

監視することで時間をかけてPlを見積ることができる。一般にこれが受信確率の

も正確な計測法とみなされている。しかし、誰もが利用可能で も簡単な方法は、

IEEE802.15.4-2003 MACおよびPHYで提供されるフレームごとのLQI値の平均に基

づいて見積もることである。その他の方法が使われた場合でも、初期コストの見積

りは平均LQIに基づかなければならない。平均LQI値をC{l}値にマップするにはテー

ブル駆動の機能の使用が可能である。不正確なコストはZigBeeルーティングアルゴ

リズムの操作性能を阻害するので、実装者が製品ハードウエアで実行されたテスト

から得られたデータに対し自分のテーブルをチェックすることを強く推奨する。 
 

                                                 
28 CCB #809 
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3.6.3.2 ルーティングテーブル 
 
ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネータはルーティングテーブルを保守するこ

とができる。ZigBee ルーティングテーブルエントリに格納される情報を表 3.51 に

示す。もう使用されないエントリからテーブルスペースを再利用するためにルーテ

ィングテーブルエントリのエージングおよびリタイヤメントの実行を推奨するが、

それらはこの仕様の範囲外である。 
 

表 3.51 ルーティングテーブルエントリ 
フィールド名 サイズ 説明 

Destination address 
(宛先アドレス) 

2 オクテット このルートの 16 ビットネットワークアドレスまたは 
グループ ID。宛先アドレスが ZigBee ルータ、ZigBee
コーディネータ、あるいはエンドデバイスで、

nwkAddrAlloc の値が 0x02 の場合、このフィールドは 
そのデバイスの実際の 16 ビットアドレスとなる。宛先

デバイスがエンドデバイスで、nwkAddrAlloc の値が

0x00 の場合、このフィールドはデバイスの親の 16 ビッ

トネットワークアドレスとなる。 
Status (ステータス) 3 ビット ルートのステータス。値については表 3.52 参照。 
No route cache 
(ルートキャッシュなし) 

1 ビット このアドレスの宛先はソースルートを格納しないこと

を示すフラグ。 
Many-to-one (多対一) 1 ビット 宛先が多対一ルートリクエストを発行したコンセント

レータであることを示すフラグ。 
Route record required 
(ルートレコードリクエ

スト) 

1 ビット 次のデータパケットに先立って、ルートレコードコマ

ンドフレームの宛先への送信が必要であることを示す

フラグ。 
Group ID flag 
(グループ ID フラグ) 

1 ビット 宛先アドレスがグループ ID であることを示すフラグ。

Next-hop address 2 オクテット 宛先への経路の次ホップの 16 ビットネットワークアド

レス。 (次ホップアドレス) 
 
表 3.52 でルート Status フィールドの値を表示する。 

 
表 3.52 ルートステータス値 

数表値 ステータス 
0x0 ACTIVE (アクティブ) 
0x1 DISCOVERY_UNDERWAY 

 (ディスカバリ進行中) 
0x2 DISCOVERY_FAILED 

(ディスカバリ失敗) 
0x3 INACTIVE (非アクティブ) 
0x4 VALIDATION_UNDERWAY 

(検証進行中) 
0x5-0x7 予約 

 
ここではルーティングアルゴリズムについて説明を行なう。“ルーティングテーブ

ルキャパシティ”は、特定の宛先のデバイスへのルートを確立するためにデバイス

が自らのルーティングテーブルを使用する能力があるという状況を説明する用語で

ある。次のような場合、デバイスにはルーティングテーブルキャパシティがあると

考えられる。 
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• そのデバイスが ZigBee コーディネータまたは ZigBee ルータの場合 
• そのデバイスがルーティングテーブルを保守している場合 
• そのデバイスのルーティングテーブルエントリに空きがある場合、またはす

でに宛先に対応するルーティングテーブルエントリがある場合 
 
ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネータがルーティングテーブルを保守してい

る場合、表 3.53 の情報を含むルートディスカバリテーブルも保守しているはずで

ある。ルーティングテーブルエントリは長命であるが、一方ルートディスカバリテ

ーブルエントリは一回のルートディスカバリの間だけ持続し、再利用が可能である。 
 

表 3.53 ルートディスカバリテーブルエントリ 
フィールド名 サイズ 説明 

Route request ID 
(ルートリクエス

ト ID) 

1 オクテット デバイスがルートリクエストを開始するたびにインクリメン

トされるルートリクエストコマンドフレームに対するシーケ

ンスナンバ 
Source address 
(ソースアドレス) 

2 オクテット ルートリクエスト開始者の 16 ビットネットワークアドレス 

Sender address 
(送信者アドレス) 

2 オクテット このエントリのルートリクエスト ID およびソースアドレス

に対応した 新の 低コストのルートリクエストコマンドフ

レームを送信したデバイスの 16 ビットネットワークアドレ

ス 
Forward cost 
(転送コスト) 

1 オクテット ルートリクエストのソースから現在のデバイスまでの累積パ

スコスト 
Residual cost 
(残余コスト) 

1 オクテット 現在のデバイスから宛先デバイスまでの累積パスコスト 

Expiration time 2 オクテット ルートディスカバリが満了するまでをミリセカンド数で表示

す る カ ウ ン ト ダ ウ ン タ イ マ 。 初 の 値 は
nwkRouteDiscoveryTime 

(満了時間) 

 
次のような場合、デバイスには“ルートディスカバリテーブルキャパシティ”があ

ると考えられる。 
 

• そのデバイスがルートディスカバリテーブルを保守している場合 
• そのデバイスのルートディスカバリテーブルに空きがある場合 

 
ルーティングテーブルキャパシティ、ルートディスカバリテーブルキャパシティと

もに持ち合わせるデバイスは“ルーティングキャパシティ”があると考えられる。 
 
ルートディスカバリ中、特定のルートのディスカバリへの参加のために ZigBee ル

ータまたは ZigBee コーディネータによる保守が必要な情報は、ルーティングテー

ブルエントリとルートディスカバリテーブルエントリの間に配置される。ディスカ

バリが完了すると、NWK 層が発見されたルートに沿ってルーティングを実行する

ためには、ルーティングテーブルエントリのみの保守が必要である。これまで、ル

ーティングテーブルエントリと対応するルートディスカバリテーブルエントリとの

（およびその逆の）関係について論じてきた。テーブル内のエントリには共通要素

がないために、このやりとりの管理は実装者次第である。しかし、この点に関し、

ルートディスカバリを定義する固有の“キー”は、そのデバイスが生成しコマンド
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フレームペイロードに届けられたルートディスカバリコマンドフレームのソースア

ドレスおよびルートリクエスト ID であることに留意してほしい。 
 
デバイスが多対一のルートリクエストを開始する機能をもっているとき、そのデバ

イスはルートレコードテーブルも保守することができる（表 3.45 参照）。 
 
3.6.3.3 ユニキャストフレーム受信時 
 
MAC サブレイヤからユニキャストフレームを、または次上位層から NLDE-
DATA.request を受信すると、NWK 層は次の手順に従ってそれをルートする。 
 
受信側のデバイスがZigBeeルータまたはZigBeeコーディネータであり、フレームの

宛先がZigBeeエンドデバイスかつその受信デバイスの子である場合、3.6.2.1の説明

のように、フレームはMCPS-DATA.requestプリミティブを利用して直接宛先にルー

トされる。フレームはまた次ホップの宛先アドレスを 後の宛先アドレスと同じに

設定する。また、デバイスがルータ、コーディネータ、あるいはエンドデバイスで、

nwkAddrAllocの値が 0x02 の場合は、デバイスのrouting addressをそのネットワーク

アドレスになるように定義すること。そのデバイスがエンドデバイスで

nwkAddrAllocの値が 0x00 の場合は、その親のネットワークアドレスになるように

定義すること。フレームのrouting destinationは、そのフレームのNWK宛先のルーテ

ィングアドレスになるように定義すること。分散型アドレス割り当てでは、そのア

ドレスからすべてのデバイスのルーティングアドレスを得られるということに留意

すること。詳細については3.6.1.6参照。 
 
ZigBeeルータまたはZigBeeコーディネータは、フレームのルーティング先に対応す

るエントリに関し、隣接テーブルを確認することができる。そのようなエントリが

あった場合、デバイスは3.6.2.1の説明のように、MCPS-DATA.requestプリミティブ

を利用してフレームを直接宛先にルートすることが可能である。 
 
ルーティングキャパシティを持つデバイスは、フレームのルーティング先に対応す

るエントリのために、自分のルーティングテーブルを確認する。そのようなエント

リ が あ り 、 そ の エ ン ト リ の ル ー ト ス テ ー タ ス 値 が ACTIVE ま た は

VALIDATION_UNDERWAYの場合、デバイスはMCPS-DATA.requestプリミティブ

を利用してそのフレームを中継し、そのエントリのルートStatusフィールドがまだ

ACTIVEでなければACTIVEに設定する。ルーティングテーブルエントリのMany-to-
oneフィールドがTRUEに設定されている場合、NWKは3.6.3.5.4に概要の手順に従い、

ルートレコードコマンドフレームの送信の是非を決定する。 
 
ユニキャストフレームを中継しているとき、MCPS-DATA.request プリミティブの

SrcAddrMode パラメータおよび DstAddrMode パラメータはともに、16 ビットアド

レッシングを示す値 0x02 である。SrcPANId パラメータおよび DstPANId パラメー

タはともに、MAC PIB の macPANId 属性が中継中のデバイスに供給した値とする。

SrcAddr パラメータは中継中のデバイスの MAC PIB の macShortAddress の値に設定

され、DstAddr パラメータはルーティング先に対応したルーティングテーブルエン
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トリの Next-hop address フィールドで与えられる値となる。TxOptions パラメータの

ビット b0 は、アクノリッジされた送信を示す 1 に設定される。 
 
フレームのルーティング先に対応するルーティングテーブルエントリはあるが、そ

のエントリのルートStatusフィールドの値がDISCOVERY_UNDERWAYのデバイス

の場合、ディスカバリテーブルを調べてディスカバリを開始したかどうか判断する。

そのデバイスがディスカバリを開始していれば、フレームはルートディスカバリが

すでに開始されたものとして処理される。開始していなければ、デバイスは

3.6.3.5.1に説明のようにルートディスカバリを開始しなければならない。NIB属性

nwkUseTreeRoutingの値がTRUEという条件で、ルートディスカバリを延期して選択

的にフレームをバッファしたり、階層ルーティングを利用してツリーに従いフレー

ムをルートしたりすることが可能である。フレームがツリーに従いルートされる場

合、NWKヘッダのFrame controlフィールドのDiscover routeサブフィールドは、0x00
に設定にしなければならない。 
 
フレームのルーティング先に対応するルーティングテーブルエントリはあるが、そ

のエントリのルートStatusフィールドの値がDISCOVERY_FAILEDまたはINACTIVE
のデバイスの場合、NIB属性nwkUseTreeRoutingの値がTRUEという条件で、デバイ

スは階層ルーティングを利用してツリーに従いフレームをルートしたりすることが

可能である。ステータス値がACTIVEまたはVALIDATION_UNDERWAYのルーテ

ィング先のルーティングテーブルエントリのないデバイスの場合、次上位層からフ

レームを受信すると、ルーティング先に対応するエントリに対しソースルートテー

ブルをチェックする。そのようなエントリが 見つかり、その長 さ が

nwkMaxSourceRouteより小さい場合、デバイスは3.6.3.3.1に説明のようにソースルー

ティングを利用してフレームを送信する。デバイスにルーティング先に対するルー

ティングテーブルエントリがなく、ソースルーティングを利用してフレームを発信

していなければ、デバイスはNWKヘッダのFrame controlフィールドのDiscover route
サブフィールドを調べる。Discover routeサブフィールドの値が 0x01 であれば、そ

のデバイスは 3.6.3.5.1 の説明のようにルートディスカバリを開始する。Discover 
routeサブフィールドの値が 0 で、NIB属性nwkUseTreeRoutingの値がTRUEであれば、

そのデバイスは階層ルーティングを利用してツリーに従いルートする。Discover 
routeサブフィールドの値が 0 で、NIB属性nwkUseTreeRoutingの値がFALSEであれば、

フレームのルーティング先に対応するルーティングテーブルはなく、そのフレーム

は廃棄され、NLDEはステータス値がROUTE_ERRORのNLDE-DATA.confirmプリミ

ティブを発行する。 
 
ルーティングキャパシティがないデバイスは、NIB 属性 nwkUseTreeRouting の値が

TRUE という条件で、階層ルーティングを利用してツリーに従いルートを行なう。

NIB 属性 nwkUseTreeRouting の値が FALSE であれば、フレームは廃棄される。フレ

ームが現在のデバイスの NHL からの NLDE-DATA.request の結果であれば、NLDE
はステータス値が ROUTE_ERROR の NLDE-DATA.confirm プリミティブを発行す

る。フレームが他のデバイスの代理で中継されている場合は、NLME はフレームの

ソースであるデバイス宛に、ルーティングキャパシティがないことを示す 0x04 と

いう値のステータスのネットワークステータスコマンドフレームを発行する。また、

NLME は次上位層に NLME-NWK-STATUS.indication も発行するが、その際
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NetworkAddr パラメータはフレームの 16 ビットネットワークアドレスと同じにし、

Status パラメータは 0x04 にしてルーティングキャパシティの欠如を示す。 
 
階層ルーティングに関して、宛先がデバイスの子孫であれば、そのデバイスが適切

な子にフレームをルートする。宛先が子でありエンドデバイスである場合は、フレ

ームの配送が子デバイスの macRxOnWhenIdle ステータスのために失敗することも

ある。子の macRxOnWhenIdle が FALSE に設定されていると、IEEE 802.15.4-2003 
[B1] での説明の通り、フレーム配送に間接送信を使用することも可能である。宛先

が子孫でない場合、デバイスは自分の親にフレームをルートする。 
 
ネットワークの他のすべてのデバイスは、ZigBee コーディネータの子孫であり、す

べてのデバイスが ZigBee エンドデバイスのいずれかの子孫であることはない。深

さ d におけるアドレス A の ZigBee ルータについて、次の論理式が真であれば、ア

ドレス D の宛先デバイスは子孫である： 
 

A < D < A + Cskip (d-1) 
 

Cskip(d)の定義については、3.6.1.6を参照すること。 
 
 
宛先が受信側デバイスの子孫と判断されると、次ホップのデバイスのアドレス N
は： 
 

N = D 
 
で求められ、ZigBee エンドデバイスに関しては D>A+RM･Cskip(d)で、それ以外は

以下の通り： 
 

 
 
ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネータの NWK 層が、何らかの理由によりユ

ニキャストフレームまたはマルチキャストフレームの配送に失敗した場合、そのル

ータあるいはコーディネータはその失敗を報告しようと 大限の努力をする。ただ

し NLME-NWK-STATUS の配送の失敗の結果として失敗が報告されることはない。

この失敗報告は次の２つのうちのどちらかの形式となる。失敗フレームが次上位層

からのリクエストの結果として中継されていた場合、NWK 層はエラーとともに

NLDE-DATA.confirm を次上位層に発行する。そのプリミティブの NetworkAddr パ

ラメータの値は、フレームの目的のアドレスとなる。フレームが他のデバイスの代

理で中継されていた場合は、中継デバイスはネットワークステータスコマンドフレ

ームをそのフレームのソースに返送する。ネットワークステータスコマンドフレー

ムの Destination address フィールドは、失敗データフレームの Destination address フ
ィールドの値とする。 
 
いずれの場合でも、報告される失敗理由は表 3.42 のものとなる。 
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3.6.3.3.1 ソースルートのデータフレームの発信 
 
次上位層からデータフレームを受信したとき、上述のようにソースルーティングを

利用したフレームの送信が判断されると、ルートレコードテーブルからソースルー

トが検索される。 
 
中間中継ノードがない場合、フレームはソースルーティングなしで直接ルーティン

グ先に送信されるが、その際ルーティング先を示す DstAddr パラメータ値の MCPS-
DATA.request プリミティブを利用する。 
 
ひとつでも中継ノードがある場合、NWK ヘッダ Frame control フィールドのソース

ルートフラグが設定され、NWK header source route サブフィールドが存在すること

になる。Source route サブフレームの Relay count サブフィールドは、中継リストの

中継数と同じ値になる。Relay index サブフィールドは、中継数より 1 少ない値とな

る。Relay list サブフィールドは、中継アドレスリストを含み、 下位オクテットフ

ァーストとなる。宛先に も近い中継が 初にリストされ、発信元に も近い中継

が 後にリストされる。 
 
デバイスは MCPS-DATA.request プリミティブを使ってフレームを中継する。

DstAddr パラメータは中継リストの 終中継アドレスの値となる。 
 
3.6.3.3.2 ソースルートのデータフレームの中継 
 
3.6.3.3での説明のように、MACサブレイヤからソースルートのデータフレームを受

信したとき、Source routeサブフレームのRelay indexサブフィールドの値が 0 の場合、

デバイスはフレームのNWKヘッダのDestination addressフィールドを確認する。そ

の値が NIB の nwkNetworkAddress 属性と同じだった場合、フレームは NLDE-
DATA.indicationプリミティブを利用して次上位層に渡される。Destination addressフ
ィールドがNIBのnwkNetworkAddress属性と同じでなく、受信側デバイスがZigBeeル
ータまたはZigBeeコーディネータの場合、デバイスはMCPC-DATA.requestプリミテ

ィブを利用して直接NWKヘッダ先にフレームを中継する。それ以外の場合は、フ

レームはそのまま廃棄される。 
 
Relay index サブフィールドの値が 0 以外であれば、デバイスは自分のネットワーク

アドレスと中継リストの中継インデックスのアドレスとを比較する。アドレスが一

致しない場合、フレームは廃棄され、それ以降の処理は実行されない。一致する場

合は、デバイスは Relay index サブフィールドを 1 だけデクリメントして、Relay list
サブフィールドで自分のアドレスの直前のアドレスにそのフレームを中継する。 
 
ソースルートのデータフレームを中継しているときは、デバイスの NWK 層はまた

フレームのソースアドレスに対応するルーティングテーブルエントリも調べる。ル

ーティングテーブルエントリのいずれの Route cache フィールドの値も FALSE でな

い場合、ルーティングテーブルエントリの Route record required フィールドは

FALSE に設定される。 
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3.6.3.4 リンクステータスメッセージ 
 
ワイヤレスリンクは非対称であることがある。つまり、ワイヤレスリンクは一方向

ではよく機能しても、他方向には機能しない可能性がある。ルートリプライはルー

トリクエストで発見されたリンクに沿って後方に進むため、失敗が起こりうるので

ある。 
多対一のルーティングおよび二方向ルートディスカバリ（nwkSymLink=TRUE）に

関しては、両方向に信頼できるルートを発見する必要がある。このためルータは、

定期的に１ホップブロードキャストとしてリンクステータスを送信し、隣接デバイ

スとリンクコスト情報を交換する。逆方向リンクコスト情報がルートディスカバリ

中に使われ、必ず発見されたルートが両方向で高品質のリンクを使用するようにす

る。 
 
3.6.3.4.1 リンクステータスコマンドフレームの開始 
 
ネットワークに加入するとき、ZigBee ルータまたはコーディネータは、

nwkLinkStatusPeriod 秒毎に定期的にリンクステータスコマンドをひとつ、1 ホップ

ブロードキャストとして再試行なしで送信する。必要であればもっと頻繁に送信す

ることも可能である。他のノードとの同期化を避けるためにランダムジッタが加え

られる。リンクステータスコマンドフレームフォーマットに関しては 3.4.8 参照。 
 
3.6.3.4.2 リンクステータスコマンドフレーム受信時 

 
ZigBee ルータまたはコーディネータがリンクステータスコマンドフレームを受信す

ると、送信デバイスに対応する隣接テーブルエントリの Age フィールドが 0 にリセ

ットされる。ひとつのフレームがカバーするアドレスのリストは、リンクステータ

スリストの 初から 後のアドレス、Command options フィールドの 初のフレー

ムビットおよび 後のフレームビットと決められている。受信側のネットワークア

ドレスがフレームのカバーする範囲外にあれば、フレームは廃棄され、処理は終了

する。範囲内にあれば、リンクステータスリストが検索される。受信側のアドレス

が見つかると、送信側に対応する隣接テーブルエントリの Outgoing cost フィールド

は、リンクステータスエントリの着信コスト値に設定される。受信側のアドレスが

見つからない場合、Outgoing cost フィールドは 0 に設定される。 
 
エンドデバイスは、リンクステータスコマンドフレームを処理しない。 
 
3.6.3.4.3 隣接テーブルのエージング 
 
リンクステータスメッセージを使用しているデバイスでは、隣接テーブルのルータ

用 Age フィールドは、nwkLinkStatusPeriod 毎にインクリメントされる。その値が

nwkRouterAgeLimit を超えていた場合、隣接テーブルエントリの Outgoing cost フィ

ールドは 0 に設定される。言い換えれば、デバイスがルータ隣接デバイスからの

nwkRouterAgeLimit リンクステータスメッセージの受信に連続して失敗した場合、

古い発信コスト情報は廃棄されるということである。この場合、隣接エントリは失

効しているとみなされる。新しい隣接デバイス用にエントリを作る必要があれば、
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再利用も可能である。エンドデバイスはリンクステータスメッセージを発行しない

ので、失効とみなされることはない。nwkAddrAlloc の値が 0x00 のとき、親戚の隣

接テーブルエントリは失効とみなされてはならず再利用されてはならない。 
 
3.6.3.5 ルートディスカバリ 
 
ルートディスカバリは、ネットワークデバイスがNWKを通して協同してルートを

発見、確立する手順である。Unicast route discovery（ユニキャストルートディスカ

バリ）は、常にあるソースデバイスとある宛先デバイスに関して実行される。

Multicast route discovery（マルチキャストルートディスカバリ）は、あるソースデ

バイスとマルチキャストグループに関して実行される。Many-to-one route discovery
（多対一ルートディスカバリ）は、ソースデバイスが決められた範囲内のすべての

ZigBeeルータおよびZigBeeコーディネータから自分までのルートを確立するために

実行する。多対一ルートディスカバリを開始するソースデバイスは、コンセントレ

ータとして指定され、本ドキュメント内ではそのように称される。本節3.6.3.5を通

して、destination address（宛先アドレス）は、16 ビットブロードキャストアドレス

の場合も、特定のデバイスの 16 ビットネットワークアドレスの場合もありえて、

またはマルチキャストグループIDとして知られる 16 ビットマルチキャストアドレ

スの場合もありうる。宛先アドレスがあるデバイスのルーティングアドレスであり、

Route request optionフィールドにマルチキャストビットが設定されていないルート

リクエストコマンドは、unicast route request（ユニキャストルートリクエスト）で

ある。Route request optionフィールドにマルチキャストビットが設定されているル

ートリクエストコマンドは、multicast  route request（マルチキャストルートリクエ

スト）である。マルチキャストルートリクエストのDestination addressフィールドは、

マルチキャストグループIDでなければならない。Destination addressサブフィールド

がブロードキャストアドレスのルートリクエストコマンドペイロード（表 3.54 参

照）は、many-to-one route request（多対一ルートリクエスト）である。多対一ルー

トリクエストのRoute request optionフィールドのマルチキャストビットは、0 に設定

されなければならない。 
 
3.6.3.5.1 ルートディスカバリの開始 

 
デバイスに対するユニキャストルートディスカバリ手順は、次のような場合に、

ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネータ上で NWK 層によって開始される。 
 
・DstAddrMode パラメータの値が 0x02 の NLME-ROUTE-DISCOVERY.request プリ

ミティブを次上位層から受信したとき。 
・または、DstAddrMode が 0x02 に、Discover route サブフィールドが 0x01 にそれぞ

れ設定され、宛先デバイス（DstAddr パラメータで示された 16 ビットネットワ

ークアドレス）のルーティングアドレスに対応するルーティングテーブルエント

リがない NLDE-DATA.request プリミティブを次上位層から受信したとき。 
・または、NWK ヘッダの Destination address フィールドが現在のデバイスのアドレ

スでも、現在のデバイスの子エンドデバイスでも、ブロードキャストアドレスで

もないフレームを MAC サブレイヤから受信したとき。そして： 
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• Frame control フィールドの Discover route サブフィールドの値が 0x01 で、 
• そのフレームのルーティング先に対応するルーティングテーブルエントリが

なく、 
• 受信フレームの NWK ヘッダの Source address フィールドの値が現在のデバ

イスの子エンドデバイスのひとつの 16 ビットネットワークアドレスと同じ

である。あるいは、 
• NIB の nwkUseTreeRouting 属性の値が TRUE である。 

 
マルチキャストアドレスのルートディスカバリ手順は、NWK層が次上位層からの

DstAddrModeパラメータの値が 0x01 のNLME-ROUTE-DISCOVERY.requestプリミテ

ィブの受信に応じて、または3.6.6.2.2の説明のように開始する。 
 
ルートディスカバリを開始したデバイスに宛先デバイスのルーティングアドレスに

対応するルーティングテーブルエントリがない場合、そのデバイスはステータスが

DISCOVERY_UNDERWAY のルーティングテーブルエントリを確立する。そのデ

バイスにすでに宛先のルーティングアドレスに対応するルーティングテーブルエン

トリで、ステータスが ACTIVE または VALIDATION_UNDERWAY のものがあれば、

そのエントリが使われ、そのエントリの Status フィールドはその現在の値を維持す

る。ACTIVE または VALIDATION_UNDERWAY 以外のステータスのルーティング

テーブルエントリがあれば、そのエントリが使われ、ステータスは

DISCOVERY_UNDERWAY に設定されなければならない。また、同じ開始者で同

じルートリクエスト ID のエントリがまだない場合、デバイスは対応するルートデ

ィスカバリテーブルエントリを確立しなければならない。 
 
ルートリクエストコマンドフレームを発行する各デバイスは、ルートリクエストID
を生成するためのカウンタを保持しなければならない。新規のルートリクエストコ

マンドフレームが作成されると、ルートリクエストカウンタがインクリメントされ、

その値がRoute request identifierフィールドにあるデバイスのルートディスカバリテ

ーブルに格納される。ルーティングテーブルおよびルートディスカバリテーブルの

その他のフィールドは、3.6.3.2の説明のように設定される。 
 
NWK 層はルートディスカバリの間受信フレームをバッファするか、またはフレー

ムがユニキャストフレームで NIB 属性 nwkUseTreeRouting の値が TRUE の場合、

NWK ヘッダの Frame control フィールドの Discover route サブフィールドを 0 に設定

し、ツリー沿いにデータフレームを転送するかを選択することができる。 
 
デバイスが一度ルートディスカバリテーブルとルーティングテーブルエントリを作

成すると、ルートリクエストコマンドフレームが図 3.12 に解説のペイロードで作

成される。個々のフィールドは以下のように設定される： 
 

• Command frame identifier フィールドは、そのコマンドフレームがルートリク

エストであることを示すように設定されなければならない。表 3.40 参照。 
• Route request identifier フィールドは、ルートディスカバリテーブルエントリ

に格納された値に設定されなければならない。 
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• マルチキャストフラグおよび Destination address フィールドは、ルートが発

見されるであろう宛先アドレスに合わせて設定されなければならない。 
• Path cost フィールドは 0 に設定されなければならない。 

 
一度作成されると、ルートリクエストコマンドフレームはブロードキャストの準備

が整い、MCPS-DATA.request プリミティブを使って MAC サブレイヤに渡される。

ルートディスカバリの開始でルートリクエストコマンドフレームをブロードキャス

トするとき、NWK 層は 初のブロードキャスト後 nwkcInitialRREQRetries の回数ブ

ロードキャストを再試行する。結果的に 高送信回数は nwkcInitialRREQRetries +1
となる。再試行の間隔は nwkcRREQRetryInterval ミリ秒ずつあけられる。 
 
多対一ルートディスカバリは、ZigBeeルータまたはコーディネータのNWK層が、

DstAddrModeパラメータの値が 0x00 のNLME-ROUTE-DISCOVERY.requestプリミテ

ィブを次上位層から受信したときに開始される。多対一ルートリクエストコマンド

フレームは再試行されない。しかしながら、ディスカバリテーブルエントリはそれ

でもnwkcRouteDiscoveryTime期間中29ループ検出をするために作成される。NLME-
ROUTE-DISCOVERY.requestプリミティブのNoRouteCacheパラメータがTRUEの場

合、コマンドフレームペイロードのCommand optionsフィールドのMany-to-oneサブ

フィールドは 2 に設定される。TRUEでなければ、1 に設定される。この場合、

NWK層はルートレコードテーブルを保持していなければならない点に注意するこ

と。NWKヘッダのDestination addressフィールドは、すべてのルータのブロードキ

ャストアドレスとなる 0xfffcに設定する。ブロードキャスト範囲は

nwkConcentratorRadiusの値に設定される。多対一ルートディスカバリを開始するソ

ースデバイスはコンセントレータとして指定され、本ドキュメント内ではそのよう

に称される。またNIB属性nwkIsConcentratorはTRUEに設定される。デバイスの

nwkIsConcentratorがTRUEで、nwkConcentratorDiscoveryTimeの値が 0 でない場合、

ネットワーク層はnwkConcentratorDiscoveryTime毎にルートリクエストコマンドフレ

ームを発行しなければならない。 
 
3.6.3.5.2 ルートリクエストコマンドフレーム受信時 
 
ルートリクエストコマンドフレームの受信時、デバイスがエンドデバイスであれば、

そのフレームを廃棄する。エンドデバイスでなければ、デバイスは自分にルーティ

ングキャパシティがあるか判断する。 
 
デバイスにルーティングキャパシティがなく、ルートリクエストがマルチキャスト

ルートリクエストまたは多対一リクエストであれば、ルートリクエストは廃棄され

ルートリクエストプロセスは終了される。 
 
nwkAddrAlloc が 0x00 でデバイスにルーティングキャパシティがなく、ルートリク

エストがユニキャストルートリクエストであれば、デバイスはフレームが有効なパ

スを通って受信されたものかチェックする。そのフレームがそのデバイスの子のひ

とつから受信されたもので、ソースデバイスがその子デバイスの子孫であればパス

                                                 
29 CCB #844 
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は有効である。または、そのフレームがそのデバイスの親デバイスから受信された

もので、ソースデバイスがその子デバイスの子孫でなければパスは有効である。ル

ートリクエストコマンドフレームが有効なパスを通って受信されたものでなければ、

そのフレームは廃棄される。 
有効なパスを通って受信されたものであれば、デバイスはそれが予定の宛先である

かチェックする。またそのコマンドフレームの宛先が子エンドデバイスのひとつで

あるかもチェックするが、そのためにルートリクエストコマンドフレームペイロー

ドのDestination addressフィールドと、もし子エンドデバイスがいくつかあればそれ

ぞれのアドレスを比較する。デバイスか子エンドデバイスのひとつのどちらかがル

ートリクエストコマンドフレームの宛先であれば、ルートリプライコマンドフレー

ムが返される。ルートリクエストにルートリプライコマンドフレームで返答すると

き、デバイスはFrame typeフィールドを 0x01 に設定してフレームを構築する。ルー

トリプライのソースアドレスはルートリプライを作成しているデバイスの 16 ビッ

トネットワークアドレスに設定され、宛先アドレスはルートリクエストの発信者を

宛先として考慮して計算された次ホップアドレスに設定されなければならない。次

ホップデバイスから現在のデバイスまでのリンクコストは3.6.3.1の説明通り算出さ

れ、ルートリプライコマンドフレームのPath costフィールドに挿入される。ルート

リプライコマンドフレームは、MCPS-DATA.requestプリミティブを発行して次ホッ

プのデバイスにユニキャストされる。 
デバイスがルートリクエストコマンドフレームの宛先でない場合、そのデバイスは

そのフレームを送信した前のデバイスから3.6.3.1の説明通りリンクコストを算出す

る。この値はルートリクエストコマンドフレームに格納されたパスコスト値に加え

られる。ルートリクエストコマンドフレームはその後、MCPS-DATA.requestサービ

スプリミティブを用いて宛先にユニキャストされる。このユニキャスト送信のため

の次ホップは、フレームがペイロードのDestination addressフィールドで識別される

デバイス宛のデータフレームであったときと同様に決定される。 
 
デバイスにルーティングキャパシティがあり、受信したリクエストがユニキャスト

ルートリクエストであれば、デバイスはルートリクエストコマンドフレームペイロ

ードの Destination address フィールドと自分のアドレスを比べて、そのコマンドフ

レームの宛先が自分であるかどうか確認する。また、自分に子エンドデバイスがあ

れば、そのそれぞれのアドレスとルートリクエストコマンドフレームペイロードの

Destination address フィールドとを比べて、そのコマンドフレームの宛先が自分の子

エンドデバイスのひとつであるかどうかも確認する。自分も子も宛先でなければ、

デバイスは同じルートリクエスト ID と Source address フィールドをもつルートディ

スカバリテーブル（表 3.53 参照）エントリが存在するかどうか判定する。そのよ

うなエントリがない場合、エントリが作成される。 
 
デバイスにルーティングキャパシティがあり、受信したルートリクエストフレーム

の Route request command options フィールドの Multicast サブフィールドがマルチキ

ャストルートリクエストを示していれば、デバイスは nwkGroupIDTable に Group 
identifer フィールドがフレームの Destination address フィールドと一致するエントリ

がすでに存在するかどうか判定する。一致するエントリがあった場合、デバイスは

同じルートリクエスト ID と Source address フィールドをもつルートディスカバリテ
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ーブル（表 3.53 参照）エントリが存在するかどうか判定する。そのようなエント

リがない場合、エントリが作成される。 
 
多対一ルートリクエストおよび通常のルートリクエストに関しては、nwkSymLink
パラメータが TRUE であれば、ルートリクエストコマンドフレームの受信時、送信

デバイスに対応するエントリがあるか隣接テーブルが調べられる。そのようなエン

トリが見つからない場合、あるいはそのエントリの Outgoing cost フィールドの値が

0 の場合、フレームは廃棄され、ルートリクエスト処理を終了する。隣接デバイス

に対する Incoming コストと Outgoing コストの 大値はその Incoming コストの代わ

りにパスコスト計算に用いられる。これには再送信の前のルートリクエストフレー

ムの Path cost フィールドのインクリメントに使用される値が含まれる。 
 
ルートディスカバリテーブルエントリを作成するとき、そのフィールドはルートリ

クエストコマンドフレーム内の対応する値に設定される。唯一例外はForward cost
フィールドであるが、これは3.6.3.1の説明の通りリンクコスト算出にコマンドフレ

ームの前の送信者からのコストを用いて、それをルートリクエストコマンドフレー

ムに含まれるパスコストに加えることで決定される。この計算結果は新しく作られ

たルートディスカバリテーブルエントリのForward costフィールドに格納される。

nwkSymLink属性がTRUEに設定されている場合、デバイスはルーティングテーブル

エントリも作成するが、その際、Destination addressフィールドはルートリクエスト

コマンドフレームのソースアドレスに設定され、Next-hopフィールドはコマンドフ

レームを送信した前のデバイスのアドレスに設定される。Statusフィールドは

ACTIVEに設定される。デバイスはその後ルートリクエストコマンドフレームのソ

ースにルートリプライコマンドフレームを発行する。ソースアドレスとルートリク

エストIDペアに対するルートディスカバリテーブルエントリがすでにデバイスにあ

る場合、デバイスはルートリクエストコマンドフレームのパスコストが、ルートデ

ィスカバリテーブルエントリに格納されている転送コストより少ないかどうかを判

定する。まず3.6.3.1の説明のようにこのフレームを送信した前のデバイスからリン

クコストを算出し、それからそれをルートリクエストコマンドフレームのパスコス

ト値に加えることで比較を行なう。この値がルートディスカバリテーブルエントリ

の値より大きい場合、フレームは廃棄され、それ以上処理は必要ではない。この値

の方が小さければ、ルートディスカバリテーブルのForward costフィールドおよび

Sender addressフィールドは、新しいコストとルートリクエストコマンドフレームか

らの前のデバイスアドレスに更新される。 
 
nwkSymLink 属性が TRUE に設定されていて、受信したルートリクエストコマンド

フレームがユニキャストルートリクエストの場合、デバイスはルーティングテーブ

ルエントリも作成するが、その際、Destination address フィールドはルートリクエス

トコマンドフレームのソースアドレスに設定され、Next-hop フィールドはコマンド

フレームを送信した前のデバイスのアドレスに設定される。Status フィールドは

ACTIVE に設定される。デバイスはその後ルートリプライコマンドフレームで応答

する。これらの場合のいずれかにおいて、デバイスが自分の子エンドデバイスのひ

とつに代わって応答している場合、ルートリプライコマンドフレームペイロードの

応答側アドレスは、応答デバイスのアドレスではなく子エンドデバイスのアドレス

と同じに設定される。 
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ルーティングキャパシティを有するデバイスが受信したルートリクエストコマンド

フレームの宛先でないとき、そのデバイスは同じルートリクエスト ID と Source 
address フィールドをもつルートディスカバリテーブルエントリ（表 3.53 参照）が

存在するかどうか判定する。そのようなエントリがない場合、エントリが作成され

る。ルートリクエストタイマは nwkcRouteDiscoveryTime ミリ秒後に満了するように

設定される。宛先のルーティングアドレスに対応するルーティングテーブルエント

リが存在し、そのステータスが ACTIVE や VALIDATION_UNDERWAY でない場合、

ステータスは DISCOVERY_UNDERWAY に設定される。そのようなエントリが存

在せず、フレームがユニキャストルートリクエストであれば、エントリが作成され、

そのステータスは DISCOVERY_UNDERWAY に設定される。フレームが多対一ル

ートリクエストである場合、デバイスはルーティングテーブルエントリも作成する

が、その際、Destination address フィールドはルートリクエストコマンドフレームの

ソースアドレスと同じに設定され、Next-hop フィールドはコマンドフレームを送信

した前のデバイスのアドレスに設定される。フレームが多対一ルートリクエストの

場合（つまりコマンドフレームペイロードの Command options フィールドの Many-
to-one サブフィールドの値が 0 以外の場合）、ルーティングテーブルエントリの

Many-to-one フィールドは TRUE に設定される。Many-to-one サブフィールドの値が

2 の場合、No route cache フラグは TRUE に設定される。1 の場合、FALSE に設定さ

れる。ルーティングテーブルエントリが新規である場合、または No route cache フ
ラグが TRUE に設定された場合、あるいは Next-hop フィールドが変更した場合、

Route record required フィールドは TRUE に設定されなければならない。それ以外は

変更なしのままである。Status フィールドは ACTIVE に設定される。ルートリクエ

ストタイマが満了すると、デバイスはルートリクエストエントリをルートディスカ

バリテーブルから削除する。これが起きると、宛先のルーティングアドレスに対応

するルーティングテーブルエントリも削除されるのだが、それはその Status フィー

ルドの値が DISCOVERY_UNDERWAY で、その宛先アドレスに対するルートディ

スカバリの結果として作成されたルートディスカバリテーブルのエントリが他にな

い場合に限られる。 
 
ルートディスカバリテーブルにすでにエントリが存在する場合、ルートリクエスト

コマンドフレームのパスコストは、ルートディスカバリテーブルエントリの転送コ

ストの値と比較される。3.6.3.1の説明の通り、前のデバイスからリンクコストを算

出し、それをルートリクエストコマンドフレームのパスコスト値に加えることで比

較を行なう。このパスコストの方が大きければ、ルートリクエストコマンドフレー

ムは廃棄され、それ以上処理は必要ではない。このパスコストの方が小さければ、

ルートディスカバリテーブルのForward costフィールドおよびSender addressフィー

ルドは、新しいコストとルートリクエストコマンドフレームからの前のデバイスア

ドレスに更新される。さらに、ルートリクエストコマンドフレームのPath costフィ

ールドは、比較のため算出されたコストに更新される。nwkSymLink属性がTRUEに
設定されていて、受信したルートリクエストコマンドフレームがユニキャストルー

トリクエストの場合、デバイスはすべてのルーティングテーブルエントリを更新し

なければならないが、その際、Destination addressフィールドはルートリクエストコ

マンドフレームのソースアドレスに設定され、Next-hopフィールドはコマンドフレ

ームを送信した前のデバイスのアドレスに設定される。StatusフィールドはACTIVE
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に設定される。デバイスはその後MCPS-DATA.requestプリミティブを用いてルート

リクエストコマンドフレームをブロードキャストする。 
 
ルートリクエストコマンドフレームをブロードキャストするとき、NWK 層は以下

の式で計算されたランダムジッタ量だけ再送信を遅らせる： 
 
2 x R[nwkcMinRREQJitter, nwkcMaxRREQJitter] 
 
R[a,b]はインターバル[a,b]のランダム関数とする。このジッタ量の単位はミリ秒と

する。実装者はジッタ量を調整し大きいパスコストのルートリクエストコマンドフ

レームを、小さいコストのフレームより遅らせることが可能である。NWK 層はブ

ロードキャストを 初の中継後 nwkcRREQRetries の回数ブロードキャストを再試行

する。結果的に 高送信回数は nwkcRREQRetries +1 となる。同じソースで同じル

ートリクエスト ID のフレームが再送信待ちのフレームより小さいパスコストで届

いた場合、実装者は再送信待ちのルートリクエストコマンドフレームの廃棄を選択

してもよい。 
 
デバイスはまた、ペイロードの Destination フィールドのルーティングアドレスに対

応するルーティングテーブルエントリの Status フィールドを

DISCOVERY_UNDERWAY に設定する。そのようなエントリがない場合、エント

リが作成される。 
 
ルートリクエストにルートリプライコマンドフレームで応答するとき、ルートリク

エストのソースアドレスおよびルートリクエスト ID に対応するルートディスカバ

リテーブルエントリをもつデバイスは、Frame type フィールドが 0x01 に設定され

たコマンドフレームを構築する。NWK ヘッダの Source address フィールドは、現在

のデバイスの 16 ビットネットワークアドレスに設定され、Destination address フィ

ールドは対応するルートディスカバリテーブルエントリの Sender address フィール

ドの値に設定される。ルートリプライを構築するデバイスは、次のように Payload
フィールドを投入しなければならない。 
 

• NWK コマンド ID は、ルートリプライに設定しなければならない。 
• Route request identifier フィールドは、ルートリクエストコマンドフレームの

Route request identifier フィールドの値と同じに設定しなければならない。 
• Originator address フィールドは、ルートリクエストコマンドフレームの

NWK ヘッダのソースアドレスに設定されなければならない。 
• ルートリクエストコマンドフレームのNWKヘッダのソースアドレスに対応

するルートディスカバリテーブルエントリのSender addressフィールドを利用

して、デバイスは3.6.3.1の説明のようにリンクコストを算出する。このリン

クコストはPath costフィールドに入れられる。 
 
ルートリプライコマンドフレームはその後、MCPS-DATA.request プリミティブを用

いて、ルートディスカバリから入手した送信者アドレスを次ホップとして利用して

宛先にユニキャストされる。 
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3.6.3.5.3 ルートリプライコマンドフレームの受信時 
 
ルートリプライコマンドフレームを受信すると、デバイスは以下の手順を実行する。 
 
受信デバイスにルーティングキャパシティがなく、そのNIB属性nwkUseTreeRouting
の値がTRUEの場合、デバイスはあたかもルートリプライがツリールーティングを

利用して転送されているようにルートリプライを送信する。受信デバイスにルーテ

ィングキャパシティがなく、そのNIB属性nwkUseTreeRoutingの値がFALSEの場合、

デバイスはコマンドフレームを廃棄する。ルートリプライコマンドフレームを転送

する前に、デバイスはペイロードのPath costフィールドを更新するが、その際

3.6.3.1の説明のように次ホップデバイスから自分までのリンクコストを算出し、こ

れをRoute reply path costフィールドの値に加える。 
 
受信デバイスにルーティングキャパシティがある場合、デバイスはコマンドフレー

ムペイロードの Originator address フィールドの内容と自分のアドレスを比較して、

自分がルートリプライコマンドフレームの宛先かどうかをチェックする。もしそう

であれば、自分のルートディスカバリテーブルから、ルートリプライコマンドフレ

ームペイロードのルートリクエスト ID に対応するエントリを探す。そのようなエ

ントリがない場合、ルートリプライコマンドフレームは廃棄され、ルートリプライ

処理は終了する。ルートディスカバリテーブルエントリが存在すれば、デバイスは

自分のルーティングテーブルから、ルートリプライコマンドフレームの応答側アド

レスに対応するルーティングアドレスと同じ Destination address フィールドのエン

トリを探す。そのようなルーティングテーブルエントリがない場合、ルートリプラ

イコマンドフレームは廃棄される。ルートリプライコマンドフレームのルートリク

エスト ID に対応するルートディスカバリテーブルエントリが存在する場合、それ

もまた取り除かれ、ルートリプライ処理は終了する。ルーティングテーブルエント

リとルートディスカバリテーブルエントリが存在し、ルーティングテーブルエント

リの Status フィールドが DISCOVERY_UNDERWAY に設定されていれば、それは

VALIDATION_UNDERWAY に変更される。またはルーティングテーブルエントリ

の GroupId フラグが TRUE であれば ACTIVE に変更される。それ以外は、ルーティ

ングテーブルの Next-hop フィールドは、ルートリプライコマンドフレームを転送

した前のデバイスに設定される。ルートディスカバリテーブルエントリの Residual 
cost フィールドは、ルートリプライペイロードの Path cost フィールドに設定される。 
 
Status フィールドがすでに ACTIVE または VALIDATION_UNERWAY に設定されて

いれば、デバイスはルートリプライコマンドフレームのパスコストとルートディス

カバリテーブルエントリに記録されている残余コストを比べる。ルートリプライコ

マンドフレームのコストが小さければ、残余コストとルーティングテーブルエント

リの Next-hop フィールドを更新する。ルートリプライのパスコストの方が小さく

ない場合は、ルートリプライは廃棄されそれ以上の処理は行なわれない。 
 
ルートリプライを受信するデバイスが宛先でない場合、デバイスはルートリプライ

コマンドフレームペイロードの発信者アドレスとルートリクエスト ID に対応する

ルートディスカバリテーブルエントリを探す。そのようなルートディスカバリテー

ブルエントリが存在しない場合、ルートリプライコマンドフレームは廃棄される。
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ルートディスカバリテーブルエントリが存在すれば、ルートリプライコマンドフレ

ームのパスコスト値とルートディスカバリテーブルエントリの Residual cost フィー

ルドが比べられる。ルートディスカバリテーブルエントリ値がルートリプライ値よ

り小さい場合、ルートリプライコマンドフレームは廃棄される。 
そうでなければ、デバイスは Destination address フィールドがルートリプライコマ

ンドフレームの応答者のアドレスに対応するルーティングアドレスと同じルーティ

ングテーブルエントリを探す。この場合、ルートディスカバリテーブルエントリが

存在し、対応するルーティングテーブルエントリがなければ、それはエラーなので

ルートリプライコマンドフレームは廃棄される。Next-hop フィールドとルートリプ

ライコマンドフレームを転送した前のデバイスのアドレスとを置き換えると、ルー

ティングテーブルエントリは更新される。また Residual cost フィールドをルートリ

プライコマンドフレームの値に置き換えると、ルートディスカバリテーブルエント

リが更新される。 
 
ルートリプライの受信でルーティングテーブルエントリに対応する Next-hop フィ

ールドが修正され、そのルーティングテーブルエントリの GroupId フラグが TRUE
のときは、デバイスがルートリプライの宛先であればそのデバイスは対応するルー

トディスカバリテーブルエントリの Expiration time フィールドを

nwkcWaitBeforeValidation ミリ秒後に満了するように、デバイスがルートリプライの

宛先でなければ nwkcRouteDiscoveryTime ミリ秒に後に満了するように設定しなけれ

ばならない。 
 
デバイスは自分のルートエントリを変更後、ルートリプライを宛先に転送する。ル

ートリプライを転送する前に、パスコスト値が更新される。送信側はルートリプラ

イの宛先への次ホップを探すために、自分のルートディスカバリテーブルからルー

トリクエストIDとソースアドレスの一致するエントリを探し、送信側アドレスを抜

き出す。この次ホップアドレスは、3.6.3.1の説明のようにリンクコストを算出する

ために使用される。このコストはルートリプライのPath costフィールドに加えられ

る。コマンドフレームNWKヘッダの宛先アドレスは次ホップアドレスに設定され、

フレームはMCPS-DATA.requestプリミティブを用いて次ホップデバイスにユニキャ

ストされる。MCPS-DATA.requestプリミティブのDstAddrパラメータは、ルートデ

ィスカバリテーブルからの次ホップアドレスに設定される。 
 
NIB の nwkSymLink 属性の値が TRUE の場合、NWK 層はルートリプライコマンドフ

レームを中継するとき、逆ルーティングテーブルエントリがまだ存在しなければそ

れも作成する。ルーティングテーブルエントリの Destination address フィールドの

値は、ルートリプライコマンドフレームの Originator address アドレスフィールドに

対応しなければならない。Status フィールドの値は ACTIVE となる。Next hop 
address フィールドは、上述のように中継されているルートリプライコマンドの次

ホップアドレスに対応する値となる。逆ルーティングテーブルエントリが存在すれ

ば、Next hop address フィールドが必要に応じて更新される。 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 3 382 
Network Specification 

 
 

 

3.6.3.5.4 ルートレコードコマンドフレームの開始と処理 
 
ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネータの NWK 層が、次上位層からの NLDE-
DATA.request の結果としてユニキャストデータフレームを開始しようとしていて、

フレームの宛先アドレスに対応するルーティングテーブルエントリの Many-to-one
フィールドの値が TRUE の場合、NWK 層は同じルーティングテーブルエントリの

Route record required フィールドを調べる。Route record requiredfu フィールドの値も

TRUE の場合、NWK はデータフレームを送信する前にルートレコードコマンドを

宛先にユニキャストする。 
 
ZigBee ルータまたは ZigBee コーディネータの NWK 層が、自分の子エンドデバイ

スのひとつの代わりにユニキャストデータフレームを転送しようとしていて、宛先

のルーティングテーブルエントリの Many-to-one フィールドの値が TRUE の場合、

デバイスはデータフレームを中継する前にルートレコードコマンドを宛先にユニキ

ャストする。 
 
オプションとして、ルータまたはコーディネータが自分の子エンドデバイスが特定

のコンセントレータデバイスから受信したソースルートのデータフレームの経過を

追うことで 適化することが可能である。その結果、子エンドデバイスに代わって

そのコンセントレータにデバイスが送信するルートレコードコマンドの数を減らす

ことができる。 
 
ルートレコードコマンドを受信した各中継ノードは、自分のネットワークアドレス

をコマンドペイロードに加え、中継カウントをインクリメントし、メッセージを転

送する。使用可能な次ホップがない場合、または次ホップへの配送が失敗した場合、

またはペイロードにネットワークアドレス用の十分なスペースがない場合、コマン

ドフレームは廃棄されエラーコマンドは生成されない。 
 
宛先でルートレコードコマンドを受信すると、ルートはソースルートテーブルに格

納される。メッセージソースへのソースルートや中間ノードは、すべて新しいルー

ト情報に置き換えられる。 
 
3.6.3.6 ルートディスカバリテーブルエントリの満了 
 
ルートディスカバリテーブルエントリが作成されると、満了タイマが

nwkcRouteDiscoveryTime ミリ秒後に満了するように設定される。ルーティングテー

ブルの対応するエントリの GroupId フラグが TRUE のエントリに関しては、次ホッ

プに変更を必要とするルートリプライが受信されると、デバイスがルートリプライ

の宛先であれば対応するルートディスカバリテーブルエントリの Expiration time フ
ィールドは nwkcWaitBeforeValidation ミリ秒後に満了するように、デバイスがルー

トリプライの宛先でなければ nwkcRouteDiscoveryTime ミリ秒に後に満了するように

設定される。タイマが満了すると、デバイスはルートディスカバリテーブルからエ

ントリを削除する。デバイスがルートリクエストの発信者で、宛先アドレスに対応

するルーティングテーブルエントリの Status フィールドの値が

VALIDATION_UNDERWAY の場合、デバイスはルートを認証するためのメッセー
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ジ：メッセージバッファリングされた保留ルートディスカバリまたはステータスコ

ードが 0x0a（ルート認証）のネットワークステータスコマンドのどちらかを送信

する。宛先アドレスに対応するルーティングテーブルエントリが ACTIVE または

VALIDATION_UNDERWAY 以外の値の Status フィールドで、そのルーティングテ

ーブルエントリに対応するルートディスカバリテーブルに他のエントリがない場合、

そのルーティングテーブルエントリも削除される。 
 
3.6.3.7 ルートメンテナンス 
 
デバイス NWK は、Outgoing リンクのある、つまりデータフレームの送信を要求さ

れたことのある各隣接デバイスに対し失敗カウンタを保持する。Outgoing リンクが

失敗リンクに分類されると、デバイスは以下に説明のように応じる。実装者は単に

失敗カウントスキームを選んでこの失敗カウンタ値を生成することもできるが、よ

り正確なタイムウィンドウ表示スキームを使用することもできる。ただし修復作業

はネットワークにフラッディングを起こしたり、その他のトラフィック混乱を招く

可能性があるのであまり頻繁に修復を開始しないことに十分注意すること。 
 
3.6.3.7.1 リンク失敗の場合 
 
Many-to-one フィールドが TRUE に設定されているルーティングテーブルエントリ

を使って、デバイスがユニキャストデータフレームを転送しているあいだに、リン

ク失敗が起きると、多対一ルートの失敗を示す 0x0c というステータスコードのネ

ットワークステータスコマンドフレームが生成される。ネットワークステータスコ

マンドフレームの NWK ヘッダの Destination address フィールドは、エラーを起こし

たフレームの NWK ヘッダの Destination address フィールドと同じである。ネットワ

ークステータスコマンドペイロードの Destination address フィールドは、エラーを

起こしたフレームの NWK ヘッダの Source address フィールドと同じである。ネッ

トワークステータスコマンドフレームは、MCPS-DATA.request プリミティブを利用

してランダムなルータ隣接デバイスにユニキャストされる。多対一ルートなので、

すべての隣接デバイスが宛先に対してルーティングテーブルエントリを持っている

と想定される。ネットワークステータスコマンドフレームを受信すると、宛先に対

するルーティングテーブルエントリが存在しない場合、またはネットワークステー

タスコマンドフレームのルーティングテーブルエントリの次ホップへの配送が失敗

した場合、ネットワークステータスコマンドフレームは、MCPS-DATA.request プリ

ミティブを利用して、再びランダムなルータ隣接デバイスにユニキャストされる。

NWK ヘッダの範囲カウンタはネットワークステータスコマンドの 高中継回数を

限定する。ネットワークステータスコマンドフレームが宛先で受信されると、

NLME-NWK-STATUS.indication プリミティブを用いて次上位層まで渡される。

NWK 層はルートエラーのために多対一ルートを自動的には再ディスカバリしない。 
 
通常のユニキャストルーティングを使ってデバイスがユニキャストデータフレーム

を転送しているあいだにリンク失敗が起きると、デバイスは失敗の理由（表 3.42
参照）を示すステータスコードのネットワークステータスコマンドフレームを、フ

レームのソースデバイスに発行して戻し、失敗の理由を示すステータスコードの

NLME-NWK-STATUS.indication を次上位層に発行する。 
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コマンドフレームペイロードの Status code フィールドがリンク失敗を示す 0x01 ま

たは 0x02 という値のコマンドの宛先であるルータが、ネットワークステータスコ

マンドフレームを受信すると、NWK 層はコマンドフレームペイロードの

Destination address フィールドの値に対応するルーティングテーブルエントリがあれ

ばそれを取り除き、同じステータスコードを用いて NLME-NWK-
STATUS.indication を利用して失敗を次上位層に通知する。 
意図された宛先のエンドデバイスの親であるルータが、ネットワークステータスコ

マンドフレームを受信し、そのコマンドフレームペイロードの Status code フィール

ドがリンク失敗を示す 0x01 または 0x02 であれば、NWK 層はコマンドフレームペ

イロードの Destination address フィールドの値に対応するルーティングテーブルエ

ントリがあればそれを取り除く。その後、通常通りエンドデバイスにフレームを中

継する。 
 
エンドデバイスがネットワークステータスコマンドフレームを受信すると、NWK
層は NLME-NWK-STATUS.indication を利用して次上位層に失敗を通知する。 
 
エンドデバイスが自分の親へのリンク失敗を見つけると、親リンク失敗を示す（表

3.42 参照）0x09 という値の Status パラメータの NLME-NWK-STATUS.indication プ

リミティブを利用して次上位層に通知する。同様に、nwkUseTreeRouting の値が

TRUE でルーティングキャパシティのない ZigBee ルータが、自分の親へのリンク

失敗にあうと、親リンク失敗を示す 0x09 という値の Status パラメータの NLME-
NWK-STATUS.indication プリミティブを利用して次上位層に通知する。 
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3.6.4 ビーコン送信のスケジューリング 
 

マルチホップトポロジにおいては、デバイスとその隣接デバイスのビーコンフレー

ム同士またはビーコンフレームとデータ送信との衝突を避けるため、ビーコンのス

ケジューリングが必要である。ただし、ビーコンのスケジューリングが必要なのは、

ツリートポロジを実装するときであって、メッシュトポロジの場合は必要ではない。

これは ZigBee メッシュネットワークではビーコニングが許されないからである。 
 
3.6.4.1 スケジューリングの方法 
 
ZigBee コーディネータは、ネットワーク内のすべてのデバイスのビーコンオーダと

スーパーフレームオーダを決定する。（これらの属性についての詳細情報は[B1]参
照）マルチホップビーコニングネットワークのひとつの目的は、ルーティングノー

ドに電力を節約するためにスリープする機会を与えることであるため、ビーコンオ

ーダはスーパーフレームオーダよりずっと大きく設定しなければならない。このよ

うに属性を設定することで、隣接のすべてのデバイスのスーパーフレームのアクテ

ィブな部分を時間内に重複しないようにスケジュール化することが可能になる。言

い換えれば、時間がおおよそで(macBeaconInterval/macSuperframeDuration)重複しな

い時間枠に分けられ、ネットワーク内のすべてのデバイスのスーパーフレームのア

クティブな部分が、これらの重複しない時間枠のひとつを占めるのである。図 3.46
は、その結果のひとつのビーコンデバイスのフレーム構造の例である。 
 
 
 

 

ビーコン間隔 

非アクティブ期間 
スーパーフレーム 

持続時間 
 

図 3.46 ひとつのビーコンデバイスに対する標準的フレーム構造 
 
デバイスのビーコンフレームは、重複しない時間枠の始めに送信される。その送信

時間は親デバイスのビーコン送信時間と比べて計測される。このタイムオフセット

は、マルチホップビーコニングネットワークのすべてのデバイスのビーコンペイロ

ードに含まれる（Beacon payload パラメータの完全なリストについては 3.6.7 を参

照）。親の送信時間はビーコンフレームのタイムスタンプからタイムオフセットを

引いて計算できるので、ビーコンフレームを受信するデバイスは、隣接デバイスと

その隣接デバイスの親のビーコン送信時間がわかるのである。受信デバイスは自分

のビーコンフレームのローカルタイムスタンプと自分の隣接テーブルのビーコンペ

イロードに含まれるオフセットの両方を格納する。デバイスに自分の隣接デバイス

の親がいつアクティブか分らせる目的は、隠れたノードの問題を多少とも解決する
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ことで親－子通信リンクのインテグリティを維持することにある。つまり、デバイ

スは隣接デバイスの親と同時に送信することはないのである。 
 
ツリーネットワークでの通信は、ツリーに沿ってルートするための親－子リンクを

用いて行なわれる。すべての子は自分の親のビーコンを追跡するため、親からその

子への送信は間接送信テクニックで行なわれる。子からその親への送信は、親の

CAP の間に完了する。通信手順についての詳細は、IEEE802.15.4-2003[B1]を参照。 
 
ネットワークに加入しようとする新規デバイスは、3.6.1.4に概略の手順に従わなけ

ればならない。ネットワークに加入するプロセスでは、新規デバイスはMACスキ

ャン手順中に収集した情報に基づいて自らの隣接テーブルをビルドする。新規デバ

イスは、自分のスーパーフレーム構造のアクティブ部分とすべての隣接デバイスと

その親のアクティブ部分が重複しないように、この情報を使って自分のビーコン送

信とCAP（スーパーフレーム構造のアクティブ部分）のための適切な時間を選択す

る。ネイバフッドに利用可能な重複しない時間枠がない場合、デバイスはビーコン

を送信してはならず、ネットワーク上ではエンドデバイスとして機能しなければな

らない。利用可能な重複しない時間枠がある場合、親のビーコンフレームと新規デ

バイスのビーコンフレームの間のタイムオフセットが選ばれ、新規デバイスのビー

コンペイロードに含まれる。相互運用性が確保されるので、自分の隣接デバイスと

その親のスーパーフレームのアクティブ部分のあいだのビーコン送信を避けるビー

コン送信時間を選択するためのすべてのアルゴリズムが使用可能になる。 
 
ドリフトを抑制するために、新規デバイスは自分の親のビーコンを追跡し、自らの

ビーコン送信時間をふたつのあいだのタイムオフセットが持続させたままにするよ

う調整する。このためネットワーク内のすべてのデバイスのビーコンフレームは、

基本的に ZigBee コーディネータのビーコンフレームと同期化される。図 3.47 は親

のアクティブなスーパーフレーム部分と子のアクティブなスーパーフレーム部分の

あいだの関係を表している。 
 

 
図 3.47 親－子スーパーフレーム位置調整関係 

 
ネットワークでサポートできるデバイスの密度は、スーパーフレームオーダのビー

コンオーダに対する比率に反比例している。より比率が小さいほど、各デバイスの

非アクティブ期間はより長く、同じネイバフッドでビーコンフレームを送信できる
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デバイスがより多くなる。ツリーネットワークでは、スーパーフレームオーダを 0
（2.4GHz 帯で稼動時スーパーフレーム持続時間 15.36ms）、ビーコンオーダを 6 と

10 のあいだ（2.4GHz 帯でビーコン間隔 0.98304 秒～15.72864 秒）を利用すること

を推奨する。これらのスーパーフレームオーダ値とビーコンオーダ値を使うと、ネ

ットワーク内のデバイスに対する標準負荷サイクルは、周波数帯に関わらず～2%
と～0.1%のあいだになる。 
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3.6.5 ブロードキャスト通信 
 

ここでは ZigBee ネットワーク内で、どのようにブロードキャスト送信が行なわれ

るかを解説する。ネットワーク内のいずれのデバイスも、同じネットワーク内の他

の複数のデバイスに対してブロードキャスト送信を開始することが可能である。 
ブロードキャスト送信は、ローカル APS サブレイヤエンティティが NLDE-
DATA.request プリミティブを利用し、DstAddr パラメータを表 3.54 に示すようなブ

ロードキャストアドレスに設定して開始される。または、NWK 層が発信 NWK ヘ

ッダの構築にこれらの同じブロードキャストアドレスを用いることで開始される。 
 

表 3.54 ブロードキャストアドレス 
ブロードキャストアドレス 送信先グループ 

0xffff PAN 内のすべてのデバイス 
0xfffe 予約 

macRxOnWhenIdle = TRUE 0xfffd 
0xfffc すべてのルータおよびコーディネータ 
0xfffb 低電力ルータ限定 

0xfff8-0xfffa 予約 
 
ブロードキャスト MSDU を送信するために、ZigBee ルータまたはコーディネータ

の NWK 層は MAC サブレイヤに MCPS-DATA.request プリミティブを発行するが、

その際 DstAddrMode パラメータは 0x02（16 ビットネットワークアドレス）に、

DstAddr パラメータは 0xffff に設定される。ZigBee エンドデバイスでは、ブロード

キャストフレームの MAC 送信先アドレスは、そのエンドデバイスの親の 16 ビット

ネットワークアドレスと同じに設定される。PANId パラメータは ZigBee ネットワ

ークの PAN ID に設定される。本仕様では複数ネットワークに渡るブロードキャス

トをサポートしていない。ブロードキャスト送信では MAC サブレイヤアクノリッ

ジメントを使用してはならない。代わりに、受動アクノリッジメントメカニズムの

使用が可能である。受動アクノリッジメントとは、すべての ZigBee ルータおよび

ZigBee コーディネータが、自分の隣接デバイスがブロードキャスト送信を正常に中

継した記録をしておくことをいう。MAC サブレイヤアクノリッジメントは、

TxOptions パラメータのアクノリッジされた送信フラグを FALSE に設定して無効に

される。他の TxOptions パラメータはすべて、ネットワーク構成に基づいて設定さ

れる。 
 
macRxOnWhenIdle が TRUE の ZigBee コーディネータ、各 ZigBee ルータ、およびそ

のような ZigBee エンドデバイスは、ローカルで開始されたものであろうと隣接デ

バイスから受信されたものであろうと、すべての新規のブロードキャストトランザ

クションを記録する。この記録は BTR（Broadcast Transaction Record）と呼ばれ、

少なくともブロードキャストフレームのシーケンスナンバおよびソースアドレスを

含む。BTR は表 3.55 に示す nwkBroadcastTransactionTable(BTT)に格納される。 
 

表 3.55 ブロードキャストトランザクションレコード 
フィールド名 サイズ 解説 

Source Address 
(ソースアドレス) 

2 バイト ブロードキャストを開始したものの 16 ビットネットワー

クアドレス 
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表 3.55 ブロードキャストトランザクションレコード 
フィールド名 サイズ 解説 

Sequence Number 1 バイト
 

開始したもののブロードキャストの NWK 層シーケンスナ

ンバ (シーケンスナンバ) 
Expiration Time 1 バイト 本エントリが満了するまでの秒数を示すカウントダウンタ

イマ。 初の値は nwkNetworkBroadcastDeliveryTime。 (満了時間) 
 
あるデバイスが隣接デバイスからブロードキャストフレームを受信すると、デバイ

スはそのフレームの送信先アドレスと自分のデバイスタイプを比較する。送信先ア

ドレスが、表 3.54 に概要の受信側のデバイスタイプに対応しない場合、そのフレー

ムは廃棄される。送信先アドレスが、受信側のデバイスタイプに対応していれば、

デバイスはそのブロードキャストフレームのシーケンスナンバとソースアドレスと

自分の BTT のレコードとを比較する。 
デバイスの BTT にこの特定のブロードキャストフレームの BTR があれば、デバイ

スはその隣接デバイスがブロードキャストフレームを中継したと記録するため BTR
を更新してよい。またその場合、そのフレームは廃棄する。レコードがない場合、

デバイスは自分の BTT に新しい BTR を作成し、隣接デバイスをブロードキャスト

フレームを中継したと記録することが可能になる。NWK 層はその後、NLDE-
DATA.indication を使って、上位層に新しいブロードキャストフレームの受信を通

知する。Raduis フィールドの値が 0 より大きい場合、もしくはそのデバイスが

ZigBee エンドデバイスでない場合、そのフレームを再送信する。再送信しない場合

は、そのフレームを廃棄する。再送信の前に、ブロードキャストジッタと呼ばれる

ランダムな期間待機しなければならない。この期間は nwkcMacBroadcastJitter 属性

の値によって決められる。maxRxOnWhenIdle が FALSE の ZigBee エンドデバイスは、

ブロードキャストフレームの中継には参加してはならない。また自分たちから始ま

るブロードキャストフレーム用に BTT を保持する必要もない。 
 
ブロードキャストフレームの受信時に、NWK 層で BTT が一杯で満了したエントリ

もないことが判明すると、フレームは廃棄される。この場合、フレームは再送され

ず、次の上位層に渡されることもない。 
 
ビーコン不可の ZigBee ネットワークで動作している ZigBee コーディネータまたは

ZigBee ルータは、 大で nwkMaxBroadcastRetries 回、以前にブロードキャストされ

たフレームを再送信しなければならない。そのデバイスが受動アクノリッジメント

を サ ポ ー ト し て い な け れ ば 、 デ バ イ ス は フ レ ー ム を ち ょ う ど

nwkMaxBroadcastRetries 回数だけ再送信しなければならない。デバイスが受動アク

ノリッジメントをサポートしていて、その隣接デバイスのいずれも

nwkPassiveAckTimeout 秒経過中にブロードキャストフレームを中継しなかった場合、

高で nwkMaxBroadcastRetries 回数までフレームを再送し続けることになる。 
 
デ バ イ ス は 、 BTT エ ン ト リ の ス テ ー タ ス を 、 そ の 作 成 後

nwkNetworkBroadcastDeliveryTime 秒経過後に変更しなければならない。エントリス

テータスは満了したように変更されるので、新しいブロードキャストを受信したと

きに必要があればエントリを上書きすることが可能である。 
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macRxOnWhenIdle MAC PIB 属性が FALSE に設定された ZigBee ルータがブロード

キャスト送信を受信すると、上述のものとは違う再送信手順を利用することになる。

そのような ZigBee ルータは、MAC 層ユニキャストを利用して各隣接デバイスに

個々にフレームを即刻再送する。つまり、MCPS-DATA.request プリミティブの

DstAddr パラメータを、ブロードキャストアドレスではなく各隣接デバイスのアド

レスに設定するのである。同様に、macRxOnWhenIdle MAC PIB 属性が TRUE に設

定されたルータやコーディネータで、その隣接デバイスのひとつ以上が

macRxOnWhenIdle MAC PIB パラメータが FALSE に設定されたものは、宛先アドレ

スがすべてのデバイスへのブロードキャストを示す 0xffff の場合、これまでの節で

説明したものより一般的なブロードキャスト手順の実行に加えて、MAC 層ユニキ

ャストとしてこれらの隣接デバイスそれぞれに順番にブロードキャストフレームを

再送する。IEEE 802.15.4-2003 [B1]の説明のように、これらのユニキャストが確実

に宛先に到達するように、間接送信を用いることも可能である。 
すべての ZigBee ルータは、ブロードキャストの再送信を容易にするために、NWK
層で少なくとも 1 フレームをバッファすることができなければならない。 
 
図 3.48 は、ひとつのデバイスとふたつの隣接デバイス間のブロードキャストトラン

ザクションを表している。 

 
 

図 3.48 ブロードキャストトランザクションメッセージシーケンスチャート 
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3.6.6 マルチキャスト通信 
 
ここでは ZigBee ネットワーク内で、どのようにマルチキャスト送信が行なわれる

かを解説する。マルチキャストアドレッシングは、16 ビットマルチキャストグルー

プ ID を用いて行なわれる。ひとつのマルチキャストグループはノードの一集団で

あり、そのノードはすべて同じマルチキャストグループ ID で登録されていて、

MaxNonMemberRadius として知られる所定の範囲を超えないホップ間だけ物理的に

離れている。マルチキャストメッセージは特定の宛先グループに送信され、そのグ

ループのすべてのメンバに受信される。データフレームだけがマルチキャストであ

る。－つまり NWK コマンドフレームがマルチキャストであることはない。 
 
マルチキャストフレームは、宛先マルチキャストグループのメンバとメンバ以外の

両方によりネットワークに伝達される。パケットは、次のホップへの中継方法を決

定するパケットのモードフラグが示すようにふたつのモードのうちのひとつで送信

される。元となるメッセージがグループ内のメンバにより作成された場合、‘メン

バモード’と考えられ、ブロードキャストによって中継される。元となるメッセー

ジがグループの非メンバにより作成された場合、‘非メンバモード’と考えられ、

いずれかのグループメンバへのユニキャストにより中継される。いったん非メンバ

メッセージが宛先グループのいずれかのメンバに到達すると、すぐにメンバモード

型中継に変換され、誰が次にそれを中継するかに関わらず、パケットの持続するあ

いだずっとメンバモードである。 
 
エンドデバイスはマルチキャストメッセージを開始することができるが、マルチキ

ャストメッセージは macRxOnWhenIdle が FALSE のデバイスには送信されない。 
 
3.6.6.1 グループ ID テーブル 

 
デバイスの NWK 層はグループ ID テーブル nwkGroupIDTable を保持することがで

きるが、これは表 3.44 に示す NIB の属性でアクセス可能である。nwkGroupIDTable 
NIB 属性が存在すれば、そのデバイスがメンバであるグループの 16 ビットグルー

プ識別子（ID）一式が含まれることになる。 
 
オプションの nwkGroupIDTable NIB 属性は、必須の APS グループテーブル（表

2.18 参照）と機能的に重なるところがある点に注意すること。デバイスが両方のテ

ーブルを保持していれば、グループ宛フレームを受信するのに NWK 層マルチキャ

ストを使用することになるが、その際確実に APS グループテーブルにある各 16 ビ

ットグループ ID が NWK グループテーブルにもなければならない。 
 
また実装の観点から層に渡ってグループ ID のリストを複製することは無駄の多い

ことで、実装者がこの無駄を避けるために APS グループテーブルと NWK グループ

テーブルを結合させる方法を見つけるだろうと想定されているということに気をつ

けること。 
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3.6.6.2 次上位層からのマルチキャストフレーム受信時 
 
NWK層が次上位層からNLDE-DATA.requestを受信し、Multicast controlフィールドが

0x01 の場合、フレームの宛先アドレスに一致するGroup identifierフィールドがある

nwkGroupIDTableに、エントリが存在するかどうか判断する。一致するエントリが

見つかれば、NWK層はそのフレームを3.6.6.2.1に概要の手順に従いマルチキャスト

する。一致するエントリが見つからなかった場合、3.6.6.2.2の手順を用いて非メン

バモードマルチキャストとして起動される。 
 
3.6.6.2.1 メンバモードマルチキャストの開始 
 
NWK層は、Multicast controlフィールドのMulticast modeサブフィールドを 0x01（メ

ンバモード）に設定する。BTTテーブルが一杯で満了するエントリがない場合、メ

ッセージは送信されず、NLDEはステータス値がBT_TABLE_FULLのNLDE-
DATA.confirmプリミティブを発行する。BTTが一杯でない、もしくは満了になった

BTRを含んでいる場合、新しいBTRがローカルノードをソースとしてマルチキャス

トフレームのシーケンスナンバとともに作成される。その後、メッセージは3.6.6.3
の 終節に説明の手順で送信される。 
 
3.6.6.2.2 非メンバモードマルチキャストの開始 
 
NWK層はMulticast controlフィールドのMulticast modeサブフィールドを、0x00（非

メンバモード）に設定する。その後、NWK層は自分のルーティングテーブルにフ

レームのGroupID宛先に対応するエントリがないか確認する。そのようなエントリ

があった場合、NWK層はそのエントリのStatusフィールドを調べる。ステータスが

ACTIVEであれば、デバイスはそのフレームを（再）送信する。ステータスが

VALIDATION_UNDERWAYであれば、ステータスはACTIVEに変えられ、デバイ

スは3.6.6.4の 終節に説明の手順でフレームを送信し、NLDEはMCPS-
DATA.confirmプリミティブから受信したステータス値のNLDE-DATA.confirmプリ

ミティブを発行する。フレームのGroupID宛先に対応するルーティングテーブルエ

ントリがなく、DiscoverRouteパラメータの値が 0x00(ルートディスカバリ抑制)であ

れば、フレームは廃棄され、NLDEはステータス値が

ROUTE_DISCOVERY_FAILEDのNLDE-DATA.confirmプリミティブを発行する。

DiscoverRouteパラメータの値が 0x01（ルートディスカバリ可）で、フレームの

GroupID宛先に対応するルーティングテーブルエントリがない場合、デバイスは

3.6.3.5.1に解説のように直ちにルートディスカバリを開始する。ルートディスカバ

リを待つあいだ、オプションとしてフレームをバッファすることも可能である。バ

ッファしないとフレームは廃棄され、NLDEはステータス値が

FRAME_NOT_BUFFEREDのNLDE-DATA.confirmプリミティブを発行する。 
 
3.6.6.3 メンバモードマルチキャストフレーム受信時 

 
デバイスが隣接デバイスからメンバモードマルチキャストフレームを受信すると、

そのマルチキャストフレームのシーケンスナンバおよびソースアドレスと自分の

BTT のレコードとを比較する。自分の BTT にこの特定のマルチキャストフレーム
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の BTR があれば、デバイスはそのフレームを廃棄する。レコードがなく、BTT が

一杯で、満了したエントリもない場合、フレームは廃棄される。レコードはないが、

BTT が一杯でないあるいは満了したエントリがある場合、新しい BTR を作成し次

の節に概要のメッセージの処理を続ける。 
 
メンバモードマルチキャストフレームが隣接デバイスから受信され、BTT に加えら

れると、NWK 層は Group identifier フィールドがフレームの宛先グループ ID と一致

する nwkGroupIDTable にエントリが存在するかどうか判断する。一致するエントリ

があれば、メッセージは次の上位層に渡され、Multicast control フィールドの

Multicast mode サブフィールドは、0x01（メンバモード）に設定される。また、

NonmemberRadius サブフィールドの値は、Multicast control フィールドの

MaxNonmemberRadius サブフィールドの値に設定され、メッセージは次の節に概要

のように送信される。 
 
一致するエントリがない場合、NWK 層はフレームのマルチキャスト

NonmemberRadius フィールドを調べる。Multicast フィールドの NonmemberRadius
サブフィールドが 0 であれば、メッセージは新しく加えられた BTR とともに廃棄

されることになる。0 でない場合、0x07 より小さければ NonmemberRadius サブフィ

ールドはデクリメントされ、フレームは以下の節で概要のように送信される。 
各メンバモードマルチキャストメッセージは nwkMaxBroadcastRetries 回送信される。

ローカルデバイスから始まっていないメンバモードマルチキャストフレームに関し

ては、 初の送信が nwkcMaxBroadcastJitter 属性値で区切られたランダムな時間だ

け遅らされる。デバイスは特定のメンバモードマルチキャストメッセージの再送の

あいだを nwkPassiveAckTimeout 秒間遅らせる。ブロードキャストとは違い、マルチ

キャストには受動アクノリッジメントはない。ZigBee エンドデバイスは、マルチキ

ャストフレームの中継に参加してはならない。 
 
メンバモードマルチキャスト MSDU を送信するために、NWK 層は MAC サブレイ

ヤに MCPS-DATA.request プリミティブを発行する。その際、DstAddrMode パラメ

ータは 0x02（16 ビットネットワークアドレス）に、DstAddr パラメータは 0xffff に
設定されるが、これはブロードキャストネットワークアドレスである。PANId パラ

メータは、ZigBee ネットワークの PAN ID に設定される。メンバモードマルチキャ

スト送信は、MAC サブレイヤアクノリッジメントやブロードキャストに使われる

受動アクノリッジメントを使用してはならない。MAC サブレイヤアクノリッジメ

ントは、TxOptions パラメータのアクノリッジされた送信フラグを FALSE に設定し

ディスエーブル（不可）にされる。TxOptions パラメータのその他すべてのフラグ

は、ネットワーク構成に基づき設定される。 
 
3.6.6.4 非メンバモードマルチキャストフレーム受信時 

 
デバイスが隣接デバイスから非メンバモードマルチキャストフレームを受信すると、

NWK 層は nwkGroupIDTable にフレームの宛先アドレスに一致する Group identifier
フィールドのエントリが存在するか判断する。一致するエントリがあれば、

Multicast control フィールドは 0x01（メンバモード）に設定され、メッセージはメ

ンバモードマルチキャストで受信されたものと同様に処理される。一致する
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nwkGroupIDTable エントリがない場合、デバイスはそのフレームの GroupID 宛先に

対応するエントリがないかルーティングテーブルをチェックする。そのようなルー

ティングテーブルエントリがない場合、メッセージは廃棄される。そのようなエン

トリがあれば、NWK 層はそのエントリの Status フィールドを調べる。ステータス

が ACTIVE であれば、デバイスはフレームを（再）送信する。ステータスが

VALIDATION_UNDERWAY であれば、ステータスは ACTIVE に変えられ、デバイ

スはフレームを（再）送信する。非メンバモードマルチキャスト MSDU を送信す

るために、NWK 層は MAC サブレイヤに MCPS-DATA.request プリミティブを発行

する。その際、DstAddrMode パラメータは 0x02（16 ビットネットワークアドレ

ス）に、DstAddr パラメータは一致したルーティングテーブルエントリの設定通り

に次のホップに設定される。PANId パラメータは、ZigBee ネットワークの PANId
に設定される。MAC サブレイヤアクノリッジメントは、TxOptions パラメータのア

クノリッジされた送信フラグを TRUE に設定しイネーブル（可能）にされる。

TxOptions パラメータのその他すべてのフラグは、ネットワーク構成に基づき設定

される。 
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3.6.7 MAC ビーコン内の NWK 情報 
 
ここでは NWK 層が NWK 層固有の情報を隣接デバイスに伝達するために、MAC サ

ブレイヤビーコンフレームのビーコンペイロードをどのように使用するかについて

説明する。 
 
ビーコンペイロードには表 3.56 に示す情報が含まれる。これにより、NWK層はネ

ットワークディスカバリを実行中の新しいデバイスに追加情報を提供できるように

なり、これらの新しいデバイスは加入するネットワークや特定の隣接デバイスをよ

り効率的に選択することが可能になるのである。ネットワークディスカバリの手順

に関する詳しい解説は3.6.1.4.1.1を参照のこと。 
 

表 3.56 NWK Layer Infromation フィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

Protocol ID 
(プロトコル ID) 
 

整数 0x00 - 0xff このフィールドは使用するネットワー

ク層プロトコルを示す。本仕様の目的

上、常に ZigBee プロトコルを表す 0
に設定されている。0xff という値も

ZigBee アライアンスによる将来の使

用のために予約済みとする。 
Stack profile 
(ｽﾀｯｸﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ) 

0x00 - 0x0f ZigBee スタックプロファイル識別子

（ID） 
 

整数 

nwkcProtocolVersion 整数 0x00 - 0x0f ZigBee プロトコルのバージョン 
Router capacity 
(ルータキャパシティ)
 

ブール TRUE 
または FALSE 

この値は、このデバイスがルータ機能

デバイスからの加入リクエストを、受

け付ける場合は TRUE、受け付けない

場合は FALSE に設定される。 
Device depth 
(デバイス深度) 
 

整数 0x00 - 0x0f このデバイスのネットワーク深さ。

0x00 という値はこのデバイスがその

ネットワークにとって ZigBee コーデ

ィネータであることを示す。 
End device capacity 
(エンドデバイス 
キャパシティ) 
 

ブール TRUE 
または FALSE 

この値は、このデバイスが、ネットワ

ークに加入しようとしているエンドデ

バイスからの加入リクエストを、受け

付ける場合は TRUE、受け付けない場

合は FALSE に設定される。 
nwkExtendedPANId 
(nwk 拡張 PAN ID) 

64 ビット 
拡張アドレス

0x0000000000000001
- 0xfffffffffffffffe 
 

ビーコンを行なっているデバイスがメ

ンバである PAN のグローバルユニー

ク ID。デフォルトでは、ネットワー

クを形成した ZigBee コーディネータ

の 64 ビット IEEE アドレスだが、他

の値も可能であり、アドレスに必要な

構成はない。 
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表 3.56 NWK Layer Infromation フィールド 
名前 タイプ 有効範囲 解説 

TxOffset 

（続き） 

整数 0x000000 - 0xffffff 
 

この値はデバイスのビーコン送信時間

とその親のビーコン送信時間の間をシ

ンボルで計測した時間差を示してい

る。このオフセットは親のビーコン送

信時間を算出するためにデバイスのビ

ーコン送信時間から差し引かれる。こ

のパラメータはビーコンのないネット

ワークaではデフォルト値の 0xFFFFFF
に設定される。 

nwkUpdateId こ の フ ィ ー ル ド は NIBb か ら

nwkUpdataIdの値を反映する。 
0x00 - 0xFF 整数 

(nwk 更新 ID) 
a. CCB#818 
b. CCB#818 
 
ZigBee コーディネータの NWK 層は、ネットワーク形成後直ちにビーコンペイロー

ドを更新する。その他すべての ZigBee デバイスは、加入が完了後ただちに、また

ネットワーク構成（表 3.10 のパラメータのいずれか）が変更するといつでも、それ

を更新する。ビーコンペイロードは、MLME-SET.request プリミティブを用いて

MAC サブレイヤ PIB に書き込まれる。macBeaconPayloadLength 属性はビーコンペ

イロードの長さに設定され、ビーコンペイロードを表すオクテットシーケンスは、

macBeaconPayload 属性に書き込まれる。ビーコンペイロードを表すビットシーケン

スの書式設定を図 3.49 に示す。 
 
ビット 
0－7 

 
8-11 

 
12-15 

 
16-17 

 
18 

 
19-22 

 
23 

 
24-87 

 
88-111 

 
112-119 

Protocol 
ID 

(ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
ID) 

Stack 
Profile 
(ｽﾀｯｸ 

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ) 

nwkc 
Protocol 
Version 

予約 Router 
capacity 

(ﾙｰﾀ 
ｷｬﾊﾟｼﾃｨ)

Device
Depth 

(ﾃﾞﾊﾞｲｽ
深さ) 

End 
device 

capacity 
(ｴﾝﾄﾞ 
ﾃﾞﾊﾞｲｽ 
ｷｬﾊﾟｼﾃｨ)

nwk 
Extended 
PANId 

Tx nwk 
Offseta Update 

Idb

a. CCB#818 
b. CCB#818 

図 3.49 MAC サブレイヤビーコンペイロードフォーマット 
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3.6.8 永存データ 
 

実際の環境で動作しているデバイスは、手動またはプログラムでメンテナンス者に

リセットされるかもしれない。あるいは地域的であったりネットワーク規模の電力

障害、通常の保守管理中のバッテリ交換、衝撃など様々な理由で偶発的にリセット

されるかもしれない。以下の情報は動作中のネットワークの維持のために、リセッ

トされても保存されるべきである。 
 

• デバイスの PAN ID および拡張 PAN ID 
• デバイスの 16 ビットネットワークアドレス 
• 各接続子エンドデバイスの 64 ビット IEEE アドレスおよび 

16 ビットネットワークアドレス nwkAddrAlloc が 0 の場合は各接続ルータ子

のものも必要。 
• エンドデバイスに関しては、親デバイスの 16 ビットネットワークアドレス 
• 使用しているスタックプロファイル 
• デバイス深さ 

 
これらのデータを永存させる方法は、本仕様の範囲外である。 
 

3.6.9 省電力ルータ（LPR） 
 

省電力ルータ（Low Power Routers: LPR）とは、その無線電信を定期的にオフにす

ることで複数年間バッテリで作動するルータと定義される。LPR は加入段階での以

下の機能情報（表 3.47 参照）を見ることで高電力ルータ（High Power Routers: 
HPR）と区別される。 
 

• デバイスタイプ 1 
• アイドル時のレシーバ FALSE 

 
LPR デバイスでは、ネットワーク内でブロードキャストのネットワークコマンドフ

レームの受信が可能であるべきである。これは NWK ヘッダの宛先アドレスをすべ

てのルータおよびコーディネータに対するブロードキャストアドレスに設定するこ

とで可能になる（表 3.54 参照）。 
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3.7 NWK 層ステータス値 
 

ネットワーク（NWK）層応答プリミティブは、しばしば対応するリクエストのス

テータスを報告するパラメータを含んでいる。NWK 層ステータスパラメータの値

を表 3.57 に示す。 
 

表 3.57 NWK 層ステータス値 
名前 値 解説 

SUCCESS  (成功) 0x00 リクエストが正常に実行された。 
INVALID_PARAMETER 
(無効なパラメータ) 

0xc1 無効または範囲外パラメータが次の上位層からプリミテ

ィブに渡された。 
INVALID_REQUEST 
(無効なリクエスト) 

0xc2 次の上位層が無効または現在の NWK 層の状態では実行

できないリクエストを発行した。 
NOT_PERMITTED (不許可) 0xc3 NLME-JOIN.request が許可されなかった。 
STARTUP_FAILURE 
(開始失敗) 

0xc4 NLME-NETWORK-FORMATION.request がネットワーク

の開始に失敗した。 
ALREADY_PRESENT 
(既に存在) 

0xc5 NLME-DIRECT-JOIN.request に提供されたアドレスのデ

バイスがすでに NLME-DIRECT-JOIN.request が発行され

たデバイスの隣接テーブルに存在する。 
SYNC_FAILURE 
(SYNC 失敗) 

0xc6 NLME-SYNC.request が MAC 層で失敗したことを示すた

めに使用される。 
NEIGHBOR_TABLE_FULL 
(隣接テーブルが一杯) 

0xc7 隣接テーブルにこれ以上の空がないため NLME-JOIN-
DIRECTLY.request が失敗した。 

UNKNOWN_DEVICE 
(未知のデバイス) 

0xc8 リクエストの発行デバイスの隣接テーブルに、パラメー

タリストでアドレス指定されたデバイスがないため、

NLME-JOIN-DIRECTLY.request が失敗した。 
UNSUPPORTED_ 
ATTRIBUTE (非ｻﾎﾟｰﾄ属性) 

0xc9 不明な属性 ID で NLME-GET.request または NLME-
SET.request が発行された。 

NO_NETWORKS 
(ネットワークなし) 

0xca ネットワークが検出されない環境で NLME-JOIN.request
が発行された。 

Reserved 0xcb 予約 
MAX_FRM_COUNTER 
(フレームカウンタ 大) 

0xcc 発信フレームにセキュリティ処理が試されたが、フレー

ムカウンタが 大値に達したために失敗した。 
NO_KEY 
(キーなし) 

0xcd 発信フレームにセキュリティ処理が試されたが、処理用

のキーがないため失敗した。 
BAD_CCM_OUTPUT 
(不正 CCM 出力) 

0xce 発信フレームにセキュリティ処理が試されたが、セキュ

リティエンジンが誤った出力をしたため失敗した。 
NO_ROUTING CAPACITY 
(ルーティングキャパシティなし) 

0xcf ルーティングテーブルキャパシティまたはディスカバリ

テーブルキャパシティがないため、ルート検出試行が失

敗した。 
ROUTE_DISCOVERY_FAILED 
(ルートディスカバリ失敗) 

0xd0 ルーティングキャパシティがない以外の理由でルート検

出試行が失敗した。 
ROUTE_ERROR 
(ルートエラー) 

0xd1 送信中デバイスでルーティングに失敗したため NLDE-
DATA.request が失敗した。 

BT_TABLE_FULL 
(BT テーブルが一杯) 

0xd2 BTT に空がないためブロードキャストフレームまたは

メンバモードマルチキャスト送信試行に失敗した。 
FRAME_NOT_BUFFERED 0xd3 使用できるバッファリングが不十分なため NLDE-

DATA.request が失敗した。 (フレームバッファ不十分) 
非メンバモードマルチキャストフレームがルートディス

カバリを待つ間に廃棄された。 
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4 章 

 
SECURITY SERVICES SPECIFICATION 

セキュリティ サービス 仕様 
 

4.1 文書構成 
 

本書のこれ以降の部分では、ZigBeeスタックで利用できる様々なセキュリティサー

ビスについて、より詳細に規定していく。基本定義および基準は4.2で説明する。

セキュリティサービスの一般解説は 4.2.1 にあり、総体的なセキュリティのアーキ

テクチャが論じられ、本アーキテクチャにおける各層での基本的セキュリティサー

ビスが紹介される。4.2.2および4.2.1ではそれぞれ、ネットワーク（NWK）層とア

プリケーションサポートサブレイヤ（APS層）に対するZigBeeアライアンスのセキ

ュリティ仕様を説明し、セキュリティメカニズムを紹介し、プリミティブを提供す

るとともに、セキュリティ目的で使用されるフレームフォーマットの定義を行う。

4.5 ではNWK層、APS層に共通のセキュリティ要素を解説する。4.6 では、利用可能

なセキュリティ機能の基本機能説明を行う。 後に付録としてNWK層、APS層で

使われる暗号メカニズムやプロトコルを実装・試験するのに必要な技術詳細、テス

トベクターを提供する。  
 

 

4.2 一般解説 
 

ZigBee 用に提供されているセキュリティサービスは、キー確立、キートランスポ

ート（運搬）、フレーム保護、デバイス管理などのための方法を含んでいる。こ

れらのサービスが ZigBee デバイス内のセキュリティポリシーの実装の構成単位

となる。本書は、セキュリティサービス仕様およびこれらのサービスがどのよう

に使用されなければならないか、という機能説明を提供する。 
 

4.2.1 セキュリティのアーキテクチャおよび設計 
 

本章ではセキュリティアーキテクチャについて解説する。適用可能な部分では、

このアーキテクチャは IEEE Std.802.15.4 802[B1]セキュリティ仕様に既出のセキ

ュリティサービスを補完している。 
 

4.2.1.1 セキュリティの想定 
 

ZigBee セキュリティアーキテクチャで提供されるセキュリティのレベルは、対称

キーの管理、使用する保護機構、暗号メカニズムと関連セキュリティポリシーの

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 4 400 
Security Services Specification 

 
 

 

正しい実装、に依存する。セキュリティアーキテクチャにおける信頼性（トラス

ト）が、 終的にはキーイングマテリアルの安全な初期化およびインストールの

信頼性、そしてキーイングマテリアルの安全な処理および保管の信頼性に繋がる

のである。 
 

キー確立などのセキュリティプロトコルの実装は、完全なプロトコルの適切な実

行と、いかなる段階も省略しないことを、ランダムナンバ生成は、想定通りに作

動することを、各々前提にしている。さらに、秘密の（シークレット）キーは、

安全でない方法ではデバイス外で利用可能にならないものとする。つまり、キー

イングマテリアルがキートランスポート中など保護されている場合をのぞき、デ

バイスが他のデバイスに意図的または不注意で、自分のキーイングマテリアルを

送信することはない。ただし、例外としては、事前設定されていないデバイスが

ネットワークに加入する場合があげられる。この場合、ひとつのキーは保護され

ずに送信される可能性があるので、結果として短時間だがどのデバイスでもキー

を取得できる脆弱な状態になる。信頼できないデバイスがキーを取得できるので

あれば、このことが重大なセキュリティ侵害につながることもありうる。 
 
こうした想定のもと次のように警告する：アドホックネットワークデバイスは、

その低コストの性質上、概して不正使用防止ハードウエアを利用できない。故に、

デバイスへの物理的アクセスにより、セキュリティソフトウエア、ハードウエア

へのアクセスと同様に、秘密のキーイングマテリアル、その他特定部外秘の情報

へのアクセスを可能にするおそれがある。 
 
コストの制約上、ZigBee では、同じ無線を用いる異なるアプリケーションが論理

的には（例えばファイアウォールなどで）分離されていないと想定せざるをえな

い。加えて、所定のデバイスからすると、他のデバイスの異なるアプリケーショ

ン間で―または通信スタックそのものの異なる層の間であっても―暗号化分離が

本当に正しく実装されているかどうか検証することさえ（証明書を除いては）不

可能なのである。そのため、同じ無線を利用している分離されたアプリケーショ

ンは、互いに信頼しており、つまり、暗号タスクの分離は無いと仮定しなければ

ならない。さらに、下位層（例として APS、NWK、または MAC）はいずれのア

プリケーションでも十分にアクセスが可能である。こういった仮定の結果が、デ

バイスのオープントラストモデル（通信スタックの異なる層およびひとつのデバ

イスで動いているすべてのアプリケーションが互いに信頼している。）となる。 
 
要約すると： 
・ 提供されるセキュリティサービスは、異なるデバイス間のインターフェースのみ

を暗号的に保護する。 
・ 同一デバイス上の異なるスタック層の間のインターフェースの分離は、セキュリ

ティサービスアクセスポイントの適切な設計により、暗号化無しで整えられる。 
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4.2.1.2 セキュリティ設計選択 
 
１デバイス上のオープントラストモデル（4.2.1.1に解説）は、広範囲にわたる影

響がある。これにより同一デバイス上の異なる層での同じキーイングマテリアル

の再利用が可能になり、ふたつの通信しているデバイス上の特定の層の組（また

はアプリケーションの組）の間よりむしろデバイス間ベースで実現されるエンド

ツーエンドのセキュリティも可能になる。 
 

しかしながら、許可なしでネットワーク全域にフレームを運ぶためにネットワー

クを使用するという、有害ネットワークデバイスの機能に対する懸念もまた考慮

に入れるべきである。 
 
これらのことから以下のアーキテクチャ設計の選択が導かれる。： 

 
• 第一に、“フレーム生成を始めた層はその当初の保護に責任がある”という原則が

成り立つ。例えば、NWK コマンドフレームに保護が必要な場合、NWK 層のセ

キュリティが使われることになる。 
• 第二に、サービスが盗まれることに対する保護が必要な場合（つまり有害ネット

ワークデバイスに対する保護）、すべてのフレームに対して NWK 層セキュリテ

ィが使用される。ただしルータと新規加入したデバイス間で渡されるものは除く。

（新規加入のデバイスがアクティブなネットワークキーを受信するまで。）従っ

て、ネットワークに加入済みでアクティブなネットワークキーを正常に受信した

デバイスのみが、ネットワーク全体で 1 ホップより多く通信されたメッセージを

所有できることになる。 
• 第三に、オープントラストモデルによって、セキュリティは各層でのキーの再利

用をベースにすることが可能になる。例えば、アクティブなネットワークキーは、

APS 層ブロードキャストフレームや NWK 層フレームの保護に使われる。キーの

再利用はストレージコストの削減につながる。 
• 第四として、エンドツーエンドセキュリティは、発信元（ソース）デバイスと宛

先デバイスだけが共有キーにアクセスできるようにすることで可能となる。これ

により、危険にさらされている情報をもつデバイスへの信頼（トラスト）要件が

限定される。さらに、デバイス間でのメッセージのルーティングが、トラスト状

況に関係なく確実に実現可能となる。（そのためセキュリティが使用されると、

かなりの懸案事項の分類が容易になる。） 
• 第五として、デバイスの相互運用性を平易にするため、特定のネットワーク内の

すべてのデバイスおよびデバイスのすべての層が使用するセキュリティレベルは、

同じでなければならない。アプリケーションで、ペイロードに、所定のネットワ

ークが提供する以上のセキュリティが必要な場合、より高いセキュリティレベル

をもつ独自の別のネットワークを形成しなければならない。 
 

すべての実装で正しくアドレスされるべきポリシーがいくつかある。アプリケー

ションプロファイルは以下のポリシーを含んでいなければならない： 
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・ セキュリティ使用パケットおよびセキュリティ不使用パケットに起因するエラ

ー状態を取扱うこと。セキュリティマテリアルの同期外れを示す場合もあれば、

進行中の攻撃を示す場合もある。 

・ カウンタ同期外れおよびカウンタオーバーフローの検出および処理。 

・ キー同期外れの検出および処理 

・ 必要な場合、キーの期限切れおよび定期的な更新 
 

4.2.1.3 セキュリティキー 
 

複数の ZigBee デバイスからなるひとつのネットワークにおけるセキュリティは、

“リンク”キーと“ネットワーク”キーに基づいている。APL ピアエンティティ

間のユニキャスト通信は、2 つのデバイスで共有の 128 ビットリンクキーで保護

される。一方、ブロードキャスト通信は、そのネットワークのすべてのデバイス

で共有の 128 ビットネットワークキーで保護される。宛先となる受け手は、常に

正しいセキュリティ状況を知っていることになる。つまり、受信者はフレームが

リンクキーで保護されているかネットワークキーで保護されているか認識してい

る。 
 
デバイスは、リンクキーをキートランスポート、キー確立、プレインストール

（例えば工場でのインストール中などに）のいずれかを介して入手する。ネット

ワークキーは、キートランスポートまたはプレインストールを介して入手される。

リンクキーを入手するためのキー確立技術（4.2.3.1参照）は“マスタ”キーに基

づいている。（対応するリンクキーの確立のために）デバイスは、キートランス

ポートまたはプレインストールを介して、マスタキーを入手する必要がある。結

局、デバイス間のセキュリティは、これらのキーの安全な初期化とインストール

に依るのである。 
 
ネットワークキーには 2 つの異なるタイプがある：標準と高セキュリティである。

タイプにより、ネットワークキーの分配方法、ネットワークフレームカウンタの

初期化方法、を制御することが出来る。ただし、このタイプはどのようにメッセ

ージが保護されるかには影響しない。 
 
セキュリティが使用されているネットワークでは、様々なセキュリティサービス

を利用することができる。慎重を期するには、異なるセキュリティサービスに渡

るキーの再利用は避けるのが好ましい。そうしないと、予期せぬ相互作用により

セキュリティ漏洩の原因となる可能性がある。このように、これらの異なるサー

ビスは、リンクキーを用いて、ひとつの一方向性関数から計算されるキーを使用

する（4.5.3 に解説）。相互関係のないキーの使用により、異なるセキュリティプ

ロトコルの実行の論理的分離が確実になる。キーロードキーは、トランスポート

されるマスタとリンクキーの保護に使用され、キートランスポートキーは、トラ

ンスポートされるネットワークキーの保護に使用される。アクティブネットワー

クキーは、ZigBee の NWK 層と APL 層で使用することができる。このように、

同じネットワークキーと関連する送信、着信フレームカウンタは、これらすべて

の層で使用可能でなければならない。リンクキー、マスタキーは APS サブレイ
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ヤでのみ使用可能である。すなわち、リンクキーおよびマスタキーは APL 層で

のみ使用可能でなければならない。 
 
4.2.1.4 ZigBee セキュリティアーキテクチャ 

 
ZigBee セキュリティアーキテクチャには、プロトコルスタックのふたつの層での

セキュリティメカニズムが含まれる。NWK 層、APS 層は、各フレームの安全な

やりとりを担う。さらに、APS サブレイヤは、セキュリティリレーションシップ

の確立と維持のためのサービスを提供する。ZigBee デバイスオブジェクト

（ZDO）は、セキュリティポリシーとデバイスのセキュリティ構成を管理する。

図 1.1 は ZigBee プロトコルスタックの全体像である。APS 層、NWK 層で提供さ

れたセキュリティメカニズムは、仕様書の本バージョンにて説明されている。 
 

4.2.2 NWK層セキュリティ 
 

NWK層で生成したフレームにセキュリティが必要なとき、またはフレームが上

位層で生成しNIBのnwkSecureAllFrames属性値がTRUEのとき、ZigBeeは本仕様書

4.3.1に解説のフレーム保護メカニズムを使用する。ただし、NLDE-DATA.request
プリミティブのSecurityEnableパラメータがFALSEの場合は除く。これは明らかに

セキュリティを禁止しているからである。NWK層のフレーム保護メカニズムで

は、Advanced Encryption Standard (AES)[B8]を利用し、付録Aに説明のCCM*を使

用しなければならない。NWKフレームに適用のセキュリティレベルは、NIBの

nwkSecurityLevel属性によって決定される必要が有る。上位層は、アクティブな代

替ネットワークキーをセットアップし、どのセキュリティレベルを使用するか決

定することで、NWK層セキュリティを管理する。 
 
図 4.1 は、NWK フレームに含むことのできるセキュリティフィールドの一例で

ある。 

 

セキュリティスイートのアプリケーションが、 
補助ヘッダとインテグリティコードを追加する。 

暗号化された NWK ペイロード 
HDR 
補助 

 
上記の NWK フレームのすべてがインテグリティ保護されている。

図 4.1 NWK レベルのセキュリティ付 ZigBee フレーム 
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4.2.3 APL層セキュリティ 
 

APL 層で生成したフレームにセキュリティが必要なとき、APS サブレイヤがセキ

ュリティを処理しなければならない。APS 層のフレーム保護メカニズムは、本仕

様書 4.4.1 に解説する。APS 層ではリンクキーまたはネットワークキーに基づい

たフレームセキュリティが可能である。図 4.2 は、APL フレームに含むことので

きるセキュリティフィールドの一例である。APS 層はまた、アプリケーションお

よびキー確立、キートランスポート、デバイス管理サービス付きの ZDO を担う。 
 

 

セキュリティスイートのアプリケーションが、補

助ヘッダとインテグリティコードを追加する。 

補助 

HDR 
暗号化された APS ペイロード 

上記の APS フレームのすべてがインテグリティ保護されている。

 
図 4.2 APS レベルのセキュリティ付 ZigBee フレーム 

 
4.2.3.1 キー確立 

 
APSサブレイヤのキー確立サービスでは、ZigBeeデバイスが他のZigBeeデバイス

と共有の秘密のキー（いわゆる“リンクキー”。4.2.1.3参照。）を得ることがで

きるメカニズムを提供している。キー確立は、ふたつのエンティティ（ひとつの

開始デバイス、ひとつの応答デバイス）を必要とし、トラスト提供ステップで始

められる。 
 
トラスト情報（例：マスタキー）は、リンクキー確立の開始ポイントを提供する

が、帯域内または帯域外で提供可能である。トラスト情報が提供されると、キー

確立プロトコルには 3 つの概念ステップが必要となる。 
 
・ 短寿命データの交換 

・ リンクキーを導くためのこの短寿命データの使用 

・ このリンクキーが正しく算出されたという確認 
 
対称キーのキー確立（SKKE：Symmetric-Key Key Establishment）プロトコルでは、

開始デバイスが応答デバイスとマスタキーを使ってリンクキーを確立する。この

マスタキーは、製造中にプレインストールされているかもしれないし、トラスト

センタ（例：開始デバイス、応答デバイス、トラストセンタとして作動中の第三

者デバイス）によってインストールされるかもしれないし、ユーザ入力のデータ

に基づいているかもしれない（例：PIN、パスワード、キー）。マスタキーの秘

密と信頼性は、信頼基盤を維持するために守られなければならない。 
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4.2.3.2 トランスポートキー 
 

トランスポートキーサービスでは、別のデバイスやその他複数のデバイスへキー

をトランスポートする上での、保護された方法、および保護されていない方法を

提供している。保護されたトランスポートキーコマンドは、キーの送信元（例え

ばトラストセンタ）からその他のデバイスへマスタキー、リンクキー、またはネ

ットワークキーをトランスポートする方法を提供している。保護されていないト

ランスポートキーコマンドは、初期のキーでデバイスをロードする方法を提供す

る。このコマンドでは、ロードされているキーを暗号で保護することはない。こ

の場合、トランスポートされたキーのセキュリティは、非暗号の方法で実現され

る。例としては、秘密と信頼性を保証する帯域外チャネルを介したコマンドを通

信することがあげられる。 
 

4.2.3.3 デバイス更新 
 

デバイス更新サービスは、デバイス（例：ルータ）が、第二のデバイス（例：ト

ラストセンタ）に、第三のデバイスのステータスに更新すべき変更（例えばその

デバイスがネットワークに加入または離脱した）があったと通知する安全な方法

を提供する。これは、トラストセンタがアクティブなネットワークデバイスの正

確なリストを保守するメカニズムである。 
 

4.2.3.4 デバイス除去 
 
デバイス除去サービスは、デバイス（例：トラストセンタ）が、他のデバイス

（例：ルータ）にその子のひとつがネットワークから除去されるべきだと通知す

る安全な方法を提供する。例えば、デバイス除去サービスでは、ネットワークか

ら、ネットワークデバイスに対するトラストセンタのセキュリティ要件を満たさ

ないデバイスを除去するのに用いることが可能である。 
 

4.2.3.5 リクエストキー 
 

リクエストキーサービスは、デバイスが他のデバイス（例：自分のトラストセン

タ）から、アクティブネットワークキーやエンドツーエンドアプリケーションマ

スタキーを要求するのに安全な方法を提供する。 
 

4.2.3.6 スイッチキー 
 
スイッチキーサービスは、デバイスが（例：トラストセンタ）他のデバイスに違

うアクティブネットワークキーに切り替えるべきだと通知するのに安全な方法を

提供する。 
 
4.2.3.7 エンティティ認証 
 
エンティティ認証サービスは、デバイスが共有キーに基づく信頼性を備えながら

同時に他のデバイスと情報を同期化する上での安全な方法を提供する。 
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4.2.3.8 許可設定テーブル（Permisson Configuration Table） 
 
許可設定テーブルは、どのデバイスが特定のタイプのコマンドの実行を認められ

ているか示し、それぞれの場合においてリンクキーセキュリティが必要かどうか

決定する。 
 

4.2.4 トラストセンタの役割 
 

セキュリティの目的上、ZigBee では“トラストセンタ”の役割を定義している。

トラストセンタは、ネットワーク内のデバイスがネットワークおよびエンドツー

エンドアプリケーション構成管理のためにキーを配信する上で、信頼されている

デバイスのことである。そのネットワークのすべてのメンバが、だたひとつのト

ラストセンタを認識している必要があり、セキュリティ保護された各々のネット

ワークには、トラストセンタがひとつだけ存在する必要がある。 
 
高セキュリティの商業用アプリケーションでは（4.6.2.1 参照）、トラストセンタ

アドレスと 初のマスタキーを、デバイスに 初から組み込んでおくことが可能

である。もしくは、アプリケーションが一瞬のあいだの脆弱性を許容するのであ

れば、マスタキーを帯域内の非保護のキートランスポートで送信することもでき

る。事前組込みでない場合、デバイスのトラストセンタは、ZigBee コーディネー

タまたは ZigBee コーディネータによって指定されたデバイスがデフォルトに設

定されている。 
 
低セキュリティの住居用アプリケーションでは（4.6.2.2 参照）、デバイスは現在

のネットワークキーを用いて自分のトラストセンタと安全に通信を行なう。この

ネットワークキーは、事前設定もしくは帯域内の非保護のキートランスポートで

送信される。 
 
信頼性管理の目的上、デバイスは非保護のキートランスポートで、自分のトラス

トセンタから発信されている 初のマスタキーまたはアクティブなネットワーク

キーを受け入れる。ネットワーク管理の目的上、デバイスは 初のアクティブな

ネットワークキーと更新されたネットワークキーを、自分のトラストセンタから

のみ受け入れる。構成目的上、デバイスはふたつのデバイス間のエンドツーエン

ドセキュリティ確立を意図したマスタキーまたはリンクキーを、自分のトラスト

センタからのみ受け入れる。 初のマスタキーやネットワークキーは別にして、

追加されるリンクキー、マスタキー、ネットワークキーは、一般に保護されたキ

ートランスポートによってデバイスのトラストセンタから発信された場合だけ受

け入れられる。 
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4.3 NWK 層セキュリティ 
 

NWK 層は、安全に発信フレームを送信し、安全に着信フレームを受信するのに

必要なステップの処理を担う。上位層は、キーとフレームカウンタを適切に設定

し、使用するセキュリティレベルを規定することで、セキュリティ処理作業を制

御する。 
 

4.3.1 フレームセキュリティ 
 

発信NWKフレーム、着信NWKフレームのセキュリティ処理に必要なステップの

詳細を4.3.1.1および4.3.1.2にそれぞれ解説する。 
 

4.3.1.1 発信フレームのセキュリティ処理 
 

NWK 層にフレームがあり、それがヘッダ NwkHeader とペイロード Payload から

成り、セキュリティ保護を必要とし nwkSecurityLevel >0 の場合、およびそれが

NWK データフレームであれば NLDE-DATA.request の SecurityEnabled パラメータ

の値が TRUE の場合、NWK 層は以下のようにセキュリティを適用しなければな

らない。 
 
ス テ ッ プ 1 ： NIB か ら nwkActiveKeySeqNumber を 取 得 し 、 NIB の

nwkSecurityMaterialSet属性からアクティブネットワークキーKey、発信フレームカ

ウンタOutgoingFrameCounter、キーシーケンスナンバKeySeqNumberを回収するた

めにそれを使用する。NIBのnwkSecurityLevelからセキュリティレベルを取得する。

発信フレームカウンタの値が整数 232 -1 の 4 オクテット表示である、もしくはキ

ーが取得できなければ、セキュリティ処理は失敗となり、それ以上のセキュリテ

ィ処理はこのフレームでは実行されない。 
 
ステップ 2：補助ヘッダ AuxiliaryHeader の構築 (4.5.1 参照) 
 
a. セキュリティ制御フィールドを以下のように設定 

 

 i. セキュリティレベルサブフィールドは、ステップ 1 の結果のセキュリティレ

ベルにする。 

 ii. キーID サブフィールドは、01（アクティブネットワークキー）に設定。 

 iii. 拡張ノンスサブフィールドは 1に設定。 

 

b. ソースアドレスフィールドをローカルデバイスの 64 ビット拡張アドレスに設定

する。 

 

c. フレームカウンタフィールドをステップ 1 の発信フレームカウンタに設定する。 

 

d. キーシーケンスナンバフィールドをステップ 1 のシーケンスナンバフィールド

に設定する。 
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ステップ 3：CCM*モード暗号化、認証を付属文書 A に説明のように以下の例示

にしたがって実行する。 
 
a. ステップ 1 のセキュリティレベルに対応し、パラメータ M を、表 4.38 から取得

する。 
 

b. ビット列 Key は、ステップ 1 で取得したキーにする。 
 
c. ノンスNは、ステップaでのセキュリティ制御フィールド、ステップdでのフレー

ムカウンタフィールド、およびステップｃのソースアドレスフィールドを用いて構

築された 13 オクテットストリングである。（4.5.2.2参照） 

 

d. セキュリティレベルが暗号化を必要とする場合、オクテットストリング a は、

ストリング NwkHeader || AuxiliaryHeader で、オクテットストリング m は、ストリン

グ Payload でなければならない。それ以外だと、オクテットストリング a は、

NwkHeader || AuxiliaryHeader || Payload となり、オクテットストリング m は、長さ 0
のストリングになる。 

 
ステップ 4：ステップ 3 呼び出された CCM*モードが‘invalid（無効）’と出力す

ると、セキュリティ処理は失敗となり、このフレームでのこれ以降のセキュリテ

ィ処理は行なわれない。 
 
ステップ 5：c をステップ 3 の出力値にする。セキュリティレベルが暗号化を必

要とする場合、セキュリティ保護された発信フレームは、NwkHeader || 
AuxiliaryHeader || c でなければならない。それ以外だと、セキュリティ保護され

た発信フレームは、NwkHeader || AuxiliaryHeader || Payload || c となる。 
 
ス テ ッ プ 6 ： セ キ ュ リ テ ィ 保 護 さ れ た 発 信 フ レ ー ム の サ イ ズ が

aMaxMACFrameSize（IEEE Std. 802.15.4 802 [B1] 参照）より大きい場合、セキュ

リティ処理は失敗となり、このフレームでのこれ以降のセキュリティ処理は行な

われない。 
 
ステップ 7：ステップ 1 の発信フレームカウンタが 1 だけインクリメントされ、

NIB の nwkActiveKeySeqNumber で参照されるネットワークセキュリティマテリア

ルデスクリプタの発信フレームカウンタ OutgoingFrameCounter エレメントに格納

される。つまり、フレームを保護するために使われるキーと関係する発信フレー

ムカウンタ値が更新される。 
 
ステップ 8：セキュリティ制御フィールドのセキュリティレベルサブフィールド

は、3 ビットすべて 0 ストリング‘000’で上書きされる。 
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4.3.1.2 着信フレームのセキュリティ処理 
 

NWK 層が、NWK ヘッダフレーム制御フィールドのセキュリティサブフィールド

に示されるようにセキュリティ保護されたフレーム（ヘッダ NwkHeader、補助ヘ

ッダ AuxiliaryHeader、ペイロード SecurePayload）を受信した場合、以下のよう

にセキュリティ処理を実行する。 
 
ステップ 1：NIBのnwkSecurityLevel属性からセキュリティレベルを決定する。こ

の値でAuxiliaryHeaderのセキュリティ制御フィールドの 3 ビットのセキュリティ

レベルサブフィールドを上書きする。補助ヘッダAuxiliaryHeaderからシーケンス

ナンバSequenceNumber、送信者アドレスSenderAddress、受信フレームカウント

ReceivedFrameCount を決定する（ 4.5.1 参照）。受信フレームカウンタ

ReceivedFrameCounter【註：ReceivedFrameCount？用語不統一】の値が、整数 232 -
1 の 4 オクテット表示であれば、セキュリティ処理の失敗が次の上位層に‘フレ

ームカウンタが正しくない bad frame counter’というステータスで表示され、こ

のフレームでのこれ以降のセキュリティ処理は行なわれない。 
 
ステップ 2：シーケンスナンバSequenceNumberをNIBのnwkSecurityMaterialSet属性

のいずれかのキーのシーケンスナンバに一致確認することで、適切なセキュリテ

ィマテリアル（キーおよびその他の属性から構成）を取得する。SenderAddressに
対応する隣接テーブルエントリのリレーションシップフィールドの値が 0x01
（子）の場合、そのフィールドは 0x05（未認証の子）に設定される。セキュリ

ティマテリアルが取得できないと、セキュリティ処理の失敗が次の上位層に‘フ

レームセキュリティ失敗’というステータスで表示され、このフレームでのこれ

以降のセキュリティ処理は行なわれない31。 
 
ステップ 3：ステップ 2 で取得したセキュリティマテリアルから、SenderAddress
に対応する着信フレームカウントFrameCountがあり、かつReceivedFrameCountが
FrameCountより少ない場合、セキュリティ処理の失敗が次の上位層に‘フレーム

カウンタ不正 bad frame counter’というステータスで表示され、このフレームで

のこれ以降のセキュリティ処理は行なわれない32。 
 
ステップ 4：CCM*モード複合化、認証確認を A.2 に説明のように以下の例示に

したがって実行する。 
 
a. ステップ 1のセキュリティレベルに対応するパラメータ M を、表 4.38 から取得

する。 

 

b. ビット列 Key は、ステップ 2 で取得したキーにする。 

 

c. ノンスNは補助ヘッダAuxiliaryHeaderのセキュリティ制御フィールド、フレーム

カウンタフィールド、ソースアドレスフィールドを用いて構築された 13 オクテッ

トストリングである（4.5.2.2参照）。セキュリティ制御フィールドのセキュリティ

レベルサブフィールドは、ステップ 1 で上書きされていて、このときはNIBの
nwkSecurityLevel属性から決定された値になっていることに注意する。 
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d. オクテットストリングSecuredPayloadは、Payload1|| Payload2と解析され、右端の

ストリングPayload2はＭオクテットストリングである。この動作に失敗した場合、

セキュリティ処理の失敗が次の上位層に‘フレームセキュリティ失敗 frame security 
failed’というステータスで通知され、このフレームでのこれ以降のセキュリティ処

理は行なわれない33。 
 

e. セキュリティレベルが暗号化を必要とする場合、オクテットストリングaは、ス

トリングNwkHeader || AuxiliaryHeaderで、オクテットストリングcは、ストリング

SecuredPayloadでなければならない。それ以外の場合、オクテットストリングaは、

NwkHeader || AuxiliaryHeader|| Payload1となり、オクテットストリングcは、ストリン

グPayload2になる。 
 
ステップ 5：CCM の結果を戻す。 
 
a. ステップ 4 で呼び出された CCM*モードが‘invalid（無効）’と出力すると、セキ

ュリティ処理の失敗が次の上位層に‘フレームセキュリティ失敗 frame security failed’
というステータスで通知され、このフレームでのこれ以降のセキュリティ処理は行

なわれない。 

 

b. mをステップ 4 の出力値にする。セキュリティレベルで暗号化を必要とする場合、

オクテットストリングUnsecuredNwkFrame (非保護NWKフレーム)を、ストリング

NwkHeader || mに設定する。それ以外の場合、オクテットストリング

UnsecuredNwkFrameを、ストリングNwkHeader || Payload1に設定する。 
 
ステップ 6：フレームカウント FrameCount を(ReceivedFrameConut +1)に設定し、

NIB に FrameCount と送信者アドレス SenderAddress の両方を格納する。

UnsecuredNwkFrame は、今度はセキュリティ保護されていない受信ネットワーク

フレームを表し、セキュリティ処理は成功となる。フレームカウントとアドレス

情報のストレージが使用可能なメモリを超えないように、NWK 層セキュリティ

に必要な着信フレームカウンタ用に割り当てられたメモリは、M*N 単位としな

ければならない。 M と N はそれぞれ NIB の nwkSecurityMaterialSet 、
nwkNeighborTable のカーディナリティ（基数）を表す。 
 
ステップ 7：受信フレームのシーケンスナンバが、nwkSecurityMaterialSet の新し

い方のエントリのものであれば、nwkActiveKeySeqNumber を受信したシーケンス

ナンバに設定する。 
 
ステップ 8：NIB の nwkNeighborTable に、拡張アドレスが SenderAddress に一致

し、リレーションシップフィールドの値が 0x05(未認証の子)のエントリがあれば、

そのエントリのリレーションシップフィールドの値を 0x01（子）に設定する。 
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4.3.2 セキュリティ保護されたNPDUフレーム 
 

NWK層フレームフォーマットは（3.3.1 参照）、NWKヘッダとNWKペイロードフ

ィールドから成り立っている。NWKヘッダはフレーム制御フィールド、ルーティ

ングフィールドから成り立っている。NPDUフレームにセキュリティが適用される

と、NWKフレーム制御フィールドのセキュリティビットが、補助フレームヘッダ

の存在を示す「1」に設定される。補助フレームヘッダのフォーマットは、4.5.1に
記載されている。セキュリティ保護されたNWK層フレームのフォーマットは、図

4.3 に示すとおりである。補助フレームヘッダは、NWKヘッダとペイロードフィ

ールドの間に位置する。 
 

オクテット：変数 14 変数 
Encrypted 
payload 
(暗号化された 
ペイロード) 

Encrypted message integrity code 
(暗号化されたメッセージ 
インテグリティコード(MIC)) 

オリジナル NWK ヘッダ 
([B3] 7.1 参照) 

Auxiliary 
frame header 
(補助フレー

ムヘッダ) 
安全なフレームペイロード＝CCM*の出力 

NWK ヘッダ全体 セキュリティ保護された NWK ペイロード 

図 4.3 セキュリティ保護された NWK 層フレームフォーマット 
 

4.3.3 セキュリティ関連NIB属性 
 

NWK PIB には、NWK 層のセキュリティ管理に必要な属性が含まれる。これらの

属性はぞれぞれ、 NLME-GET.request プリミティブで読みとり、 NLME-
SET.request プリミティブで書き込むことが可能である。表 4.1 から表 4.3 に NWK 
PIB に含まれるセキュリティ関連属性を示す。 
 

表 4.1 NIB セキュリティ属性 
属性 ID タイプ 範囲 説明 初期値 
nwkSecurityLevel 0xa0 オクテット 0x00-07 発信および着信 NWK フレ

ームに対するセキュリティ

レベル 
許容セキュリティレベル ID
は表 4.38 に記載 

0x05 

nwkSecurity- 
MaterialSet 

0xa1 0、1、または 2
セット分の 
ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ 
ﾏﾃﾘｱﾙﾃﾞｽｸﾘﾌﾟﾀ 
（表 4.2 参照） 

変数 アクティブキーと代替ネッ

トワークキーの保守が可能

なネットワークセキュリテ

ィマテリアルデスクリプタ

のセット 

- 

nwkActiveKey 
SeqNumber 

0xa2 オクテット 0x00-0xFF nwkSecurityMaterialSet のア

クティブネットワークキー

のシーケンスナンバ 

0x00 

nwkAllFresh 0xa3 ブール TRUE/ 着信フレームカウント用メ

モリが超過しているとき、 
着信 NWK フレームの新し

さを確認すべきかどうかを

示す。 

TRUE 
FALSE 
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表 4.1 NIB セキュリティ属性 
属性 ID タイプ 範囲 説明 初期値 
nwkSecureAll 
Frames 

0xa5 ブール TRUE/ TRUE 着信および発信 NWK デー

タフレームにセキュリティ

を適用すべきかどうか示

す。0x01 に設定すると、セ

キュリティ処理がすべての

着信・発信フレームに適用

される。ただし、フレーム

制御フィールドのセキュリ

ティサブフィールドが 0 の 

FALSE 

現在のデバイス宛のデータ

フレームは除く。この属性

値が 0x01 であれば、NWK
層はフレーム制御フィール

ドのセキュリティサブフィ

ールドが 0 のフレームを中

継 し な い 。 NLDE-
DATA.request プリミティブ

の セ キ ュ リ テ ィ 可 の

（SecurityEnable）パラメー

タはこの属性の設定に優先

する。 
 

表 4.2 ネットワークセキュリティマテリアルデスクリプタの要素 
名前 タイプ 範囲 説明 初期値 
KeySeqNumber オクテット 0x00-0xFF トラストセンタからネットワーク

キーに割り当てられるシーケンス

ナンバ。これはキー更新および着

信フレームセキュリティ動作の目

的でネットワークキーを区別する

ために使われる。 

00 

OutgoingFrame 
Counter 

指定の 
4 オクテットの

セット 

0x00000000- 
0xFFFFFFFF 

発信フレームに使われる発信フレ

ームカウンタ 
0x00000000

IncomingFrame 
CounterSet 

着信フレーム 
カウンタデス

クリプタ値の

一式 
(表 4.3 参照) 

変数 着信フレームカウンタ値と対応デ

バイスアドレスのセット 
設定なし 

Key 指定の 
16 オクテット

のセット 

- キーの実際の値 ‐ 

KeyType オクテット 0x00-0xff キーのタイプ 0x01 
0x01=標準 
0x05=高セキュリティ 
その他の値はすべて予約済 
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表 4.3 着信フレームカウンタデスクリプタの要素 
名前 タイプ 範囲 説明 初期値 
SenderAddress デバイス 

アドレス 
任意の有効な

64 ビット 
アドレス 

拡張デバイス 
アドレス 

デバイスにより

固定 

IncomingFrame 
Counter 

指定の 
4 オクテットの

セット 

0x00000000- 0x00000000 着信フレームに使われる着信

フレームカウンタ 0xFFFFFFFF 
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4.4 APS 層セキュリティ 
 

APS 層は、送信されるフレームを秘匿し、安全に受信し、かつ暗号キーを確立し

保全することに責任がある。上位層は APS 層にプリミティブを発行し暗号キー

のマネージメントを制御する。 
Table 4.4 はキー・マネージメントとメンテナンスに使用出来るプリミティブを示

す。また、上位層は送信フレームを保護する場合、どのレベルのセキュリティを

使用するが決める。 
 

表 4.4 APS 層セキュリティ・プリミティブ 
APSME  

セキュリティ 
プリミティブ 

Request 
(要求) 

Confirm
(確認) 

lndication
(通知) 

Response
(応答) 詳細 

APSME-
ESTABLISH-
KEY 

副節 
4.4.2.1 

副節
4.4.2.2 

副節
4.4.2.3 

副節
4.4.2.4 

SKKE メソッド を使用し他の

ZigBee デバイスと リンクキーを確

立する。 

APSME-
TRANSPORT
-KEY 

副節 
4.4.3.1  副節

4.4.3.2  
あるデバイスから他のデバイスへ 
セキュリティマテリアルをトラン

スポートする。 

APSME-
UPDATE-
DEVICE 

副節 
4.4.4.1  副節

4.4.4.2  

新しいデバイスが加入またはあっ

たデバイスがネットワークを離脱

した時に トラストセンターに知ら

せる。 

APSME-
REMOVE-
DEVICE 

副節 
4.4.5.1  副節

4.4.5.2  

トラストセンターが、あるルータ

の子の一つがネットワークから切

り離されるべきことをそのルータ

に知らせる時に使われる。 

APSME-
REQUEST-
KEY 

副節 
4.4.6.1  副節

4.4.6.2  

あるデバイスから、トラストセン

ターにアプリケーション マスター 
key か アクティブ ネットワークキ

ーを送ることを要求する時に使わ

れる。 

APSME-
SWITCH-
KEY 

副節 
4.4.7.1  副節

4.4.7.2  

トラストセンターから、あるデバ

イスに新しいネットワークキーに

スイッチすることを指示する時に

使わせる。 
APSME-
AUTHENTIC
ATE 

副節 
4.4.8.1 

２つのデバイスが、相互に認証す

る場合に使われる。 
副節
4.4.8.2 

副節
4.4.8.3  
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4.4.1 フレームセキュリティ 
 

送受信される APS フレームのセキュリティ処理の詳細なステップは 副節 4.4.1.1
と 4.4.1.2 にそれぞれ記述される。 

 
4.4.1.1 送信フレームのセキュリティ処理 

 
もし APS 層がフレームを持ち、それがヘッダーの ApsHeader と ペイロード

Payload を持つなら、 それはセキュリティ保護が必要であり、nwkSecurityLeve >0
ならば次に述べるセキュリティが適用される：: 
 
1 次のプロシーデュアを使ってセキュリティマテリアルとキー識別子

KeyIdentifier を得る。 
もしセキュリティマテリアルまたはキー識別子が得られなかったら、セキュリテ

ィ処理は失敗しさらなる処理はこのフレームでは行われない。 
 
a  もしフレームが APSDE-DATA.request プリミティブの結果なら： 

 
i もし TxOptions パラメータが、アクティブネットワークキーがデータフレー

ムを守るために要求されることを定義していたら、セキュリティマテリアルは

アクティブ  ネットワークキー、送出フレームカウンタ、かつ NIB の

nwkSecurityMaterialSet 属性からシークエンス番号を取り出すために NIB から

nwkActiveKeySeqNumber を使って得られる。 
KeyIdentifier は「01」にセットされる(即ち アクティブ ネットワークキー)。 
ii その他の場合、送出フレームの目的地アドレスに関連したセキュリティマテ

リアルは AIB の apsDeviceKeyPairSet 属性から得られる。KeyIdentifier は「00」
にセットされる (即ち、data key)。 

 
b  もしフレームが保護を要求する APS コマンドの結果だったら、 

 
i 初に AIB の apsDeviceKeyPairSet 属性から送出フレームの目的地アドレス

に関連するセキュリティマテリアルを取り出す試行がなされる。トランスポー

トキーコマンド を除いた全てのケースに対し、KeyIdentifier は「00」にセット

される(即ち、data key)。トランスポートキーコマンドの場合、ネットワークキ

ーをトランスポートしている時、 KeyIdentifier は「02」にセットされる (即ち、 
key-transport key)、またアプリケーションリンクキー、アプリケーションマスタ

ーキー、またはトラストセンターマスターキーをトランスポートしている時、

「03」にセットされる (即ち、key-load key)。キートランスポートとキーロード

キーに関しては副節 4.5.3 を見よ。 
ii もし 初の試行が失敗した時、セキュリティマテリアルは NIB の

nwkSecurityMaterialSet 属性からアクティブ ネットワークキー、送出フレームカ

ウンタ、シークエンス番号 を取り出すために NIB から nwkActiveKeySeqNumber 
を使って得られる。KeyIdentifier は「01」にセットされる(即ち、 アクティブ ネ
ットワークキー)。 
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2 もし KeyIdentifier が 01(即ち アクティブ ネットワークキー)なら、APS 層は 初

に NWK 層がセキュリティを適用していないか確認する。もし NWK 層がセキュ

リティを適用していたら、APS 層はセキュリティを適用してはならない。APS 層

は NWK 層 が セ キ ュ リ テ ィ を 適 用 し て い る か 確 認 す る 時 、 NIB の 
nwkSecureAllFrames 属性の値が TRUE であり、nwkSecurityLevel NIB 属性がゼロで

ない値を持つかをチェックする。 
 

3 ステップ１で得られたセキュリティマテリアルから送出フレームカウンタを抽

出する (そしてもし KeyIdentifier が 01 なら、キーシークエンス番号を)。もし送出

フレームカウンタが整数 2 の 32 乗―1 の 4 オクテット表記をその値として持つな

ら、あるいはもし key が得られなかったら、セキュリティ処理は失敗し、このフ

レームに対し処理はこれ以上されない。 
 

4 NIB の nwkSecurityLevel 属性からセキュリティレベルを得る。 
 

5 補助ヘッダー AuxiliaryHeader を構成する（副節 4.5.1 参照)。security control フ
ィールド は次のようにセットされる： 

 
a  security level サブフィールドはステップ４から得たセキュリティレベルである。 

i  key identifier サブフィールドは KeyIdentifier にセットされる。 
ii  extended nonce サブフィールドは 0 にセットされる。 

 
b  frame counter フィールドはステップ３からの送出フレームカウンタにセットさ

れる。. 
 
c もし KeyIdentifier が 01 なら、 key sequence number フィールド は存在しステッ

プ３からの  key sequence number にセットされる。それ以外の場合は、  key 
sequence number フィールドは存在しない。 
 
6  CCM* モード 暗号化と認証処理を実行する。その規定は 副節 A.2 を見よ。そ

して次の除外ケースがある： 
 

a  パラメータ M はステップ３からのセキュリティレベルに対応する Table 4.38 か
ら得られる。 
 
b ビットストリング Key はステップ１から得られるキーである。 
 
c  nonce N はステップ５からセキュリティコントロールとフレームカウンターフ

ィールド、そしてローカルデバイスの 64 ビット拡張アドレスを使って構成され

る 13 オクテットストリングである。 (副節 4.5.2.2 を見よ) 
 

d もしセキュリティレベルが暗号化を要求していたら、オクテットストリング a 
は ストリング ApsHeader || AuxiliaryHeader とオクテットストリング m は string 
Payload である。 それ以外の場合は、オクテットストリング a は string ApsHeader 
||AuxiliaryHeader || Payload 、そしてオクテットストリング m は長さ 0 のストリン

グとなる。 
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7 もしステップ６で起動された CCM* モードが「不正」と出力したら、セキュリ

ティ処理は失敗しこのフレームについて処理は終わる。 
 

8  c をステップ６からの出力とする。もしセキュリティレベルが暗号化を求めて

いたら、セキュアな送出フレームは ApsHeader || AuxiliaryHeader || c、それ以外の

場合はセキュアな送出出力は ApsHeader || AuxiliaryHeader || Payload || c である。 
 

9 もしセキュアな送出フレームのサイズが aMaxMACFrameSize オクテットよりも

大きい MSDU になったら ( IEEE Std. 802.15.4 802 [B1]参照)、セキュリティ処理は

失敗でこのフレームにおいてさらなる処理は行われない。 
 

10 ステップ３から送出フレームカウンタは、送出フレームを保護するために使

われたキーに対応する NIB、 AIB、それと MAC PIB の適正なロケーションにイ

ンクリメントされストアされる。  
 

11 3 ビットのオールゼロストリング「000」で security control フィールド の 
security level サブフィールドを上書きする。 

 
4.4.1.2 入力フレームのセキュリティ処理 

 
もし APS 層 が APS header frame control フィールド の security サブフィールドに

よって指示されたようにセキュアなフレーム(その構成は header ApsHeader、補助

ヘッダー AuxiliaryHeader、 payload SecuredPayload)を受信したとき、APS 層 は次

のようなセキュリティ処理を行う： 
 

1  シークエンスナンバー SequenceNumber, キー識別子 KeyIdentifier と、補助ヘッ

ダー AuxiliaryHeader から受信されたフレームカウンタ値 ReceivedFrameCounter 
を決める。もし ReceivedFrameCounter が整数 2 の 32 乗-1 の 4 オクテット表示だ

ったら、セキュリティは失敗し、このフレームの更なる処理は行われない。 
 

2 インデックスとして APS フレームのソースアドレスを使って、NIB のアドレス

マップテーブルからソースアドレス SourceAddress を決める。 
 もしソースアドレスが不完全または利用できなかったなら、セキュリティ処理

は失敗しこのフレームに対してさらなる処理は行われない。 
 

3 次に述べる方法で適正なセキュリティマテリアルを得る。もし、セキュリティ

マテリアルが得られなければ、セキュリティ処理は失敗しこのフレームにおいて

さらなる処理は行われない。 
 

a もし  KeyIdentifier が「00」  (即ち、data key)だったら、入力フレームの

SourceAddress に関連したセキュリティマテリアルは AIB の DeviceKeyPairSet から

得られる。 
 

b もし KeyIdentifier が「01」 (即ち ネットワークキー)だったら、セキュリティマ

テリアルは, SequenceNumber を、NIB の nwkSecurityMaterialSet 属性 にあるどのキ

ーかにマッチングすることにより得られる。 
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c もし KeyIdentifier が「02」 (即ち key-transport key)だったら、入力フレームの

SourceAddress に関連するセキュリティマテリアルは AIB の e apsDeviceKeyPairSet 
属性から得られる；この処理のためのキーは key-transport key のために副節 4.5.3
で規定されるようにセキュリティマテリアルから得られる。 
 
d もし  KeyIdentifier が「03」  (即ち  key-load key)だったら、入力フレームの

SourceAddress に関連するセキュリティマテリアルは, AIB の apsDeviceKeyPairSet 
属性 から得られ、この処理のキーは key-load key に関して副節 4.5.3 で規定され

るようにセキュリティマテリアルから引き出される。 
 
4 もしステップ３で得られたセキュリティマテリアルからの SourceAddress に対

応 す る 受 信 フ レ ー ム カ ウ ン ト  FrameCount が あ れ ば 、 そ し て も し

ReceivedFrameCount が FrameCount より小さければ、セキュリティ処理は失敗し、

このフレームに関し更なる処理は行われない。 
 
5 セキュリティレベル SecLevel を次のように決める。もし ApsHeader の frame 
control フィールド の frame type サブフィールド が APS data フレームを示してい

たら、SecLevel は NIB の nwkSecurityLevel 属性にセットされる。その他の場合は、

SecLevel は 7 (ENC-MIC-128)にセットされる。AuxiliaryHeader の security control フ
ィールドの security level サブフィールドを SecLevel の値に上書きする。 
 
6 副節 A.3 で規定した CCM* モード 複合化と認証チェック処理を実行する。この

とき、次の処理を行う； 
 
a パラメータ M はステップ５からセキュリティレベルに対応した Table 4.38 から

得る。 
 
b bit string Key はステップ３から得られたキーである。 
 
c nonce N は AuxiliaryHeader からの security control and frame counter フィールドと、

ステップ 2 からの SourceAddress を使って構成された 13 オクテットストリングで

ある。 (副節 4.5.2.2 参照) 
 
d オクテットストリング SecuredPayload を Payload1 || Payload2 のように解析して、

このとき、一番右の string Payload2 は M-octet string である。もしこの処理が失敗

したら、セキュリティ処理は失敗し、このフレーム対してさらなる処理は行われ

ない。 
 
e もしセキュリティレベルが暗号化を要求していたら、 octet string a は string 
ApsHeader || AuxiliaryHeader そして octet string c は string 
SecuredPayload.である。それ以外の場合は、 octet string a は string ApsHeader|| 
AuxiliaryHeader || Payload そして octet string c は string Payload である。 
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7  CCM* 処理の結果を返す。： 
 
a もしステップ６で起動された CCM* モード が「不正」の出力をしたら、セキ

ュリティ処理は失敗しこのフレームに対しさらなる処理は行われない。 
 
b ステップ 6 の出力を m とする。もし セキュリティレベル が暗号化を要求して

いたら、octet string UnsecuredApsFrame を string ApsHeader || m にセットする。そ

れ以外の場合は、 octet string UnsecuredApsFrame を string ApsHeader || Payload に

セットする。 
 
8 FrameCount を (ReceivedFrameCount + 1)にセットし、ステップ３で得られたよ

うに適正なセキュリティマテリアルにある FrameCount と SourceAddress をストア

する。もしこの frame count と address information がこのタイプの情報が超過した

といってメモリーアロケーションを起こし、NIB の nwkAllFresh 属性が TRUE な

らば、セキュリティ処理は失敗しこのフレームに対しさらなる処理は行われない。

それ以外の場合はセキュリティ処理は成功した。 
 
9 もし受信したフレームのシークエンス番号が新たな nwkSecurityMaterialSet のエ

ントリに属しているなら、nwkActiveKeySeqNumber は受信したシークエンス番号

にセットされる。 
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4.4.2 キー確立（Key-Establishment）サービス 
 

APSME は２つのデバイスが相互のリンクキーを確立するサービスを用意する。

初期の信頼できる情報（例えばマスターキーなど）はキー確立のプロトコルが実

行される前に各デバイスに搭載されてなければならない（初期の信頼情報の準備

メカニズムに関しては 副節 4.4.3 を見よ）。 
 

4.4.2.1 APSME-ESTABLISH-KEY.request 
 

APSME-ESTABLISH-KEY request プリミティブ は キー確立プロトコルを発行す

るとき使用される。この プリミティブ は他のデバイスと安全に通信する必要

がある場合に使用できる。 
あるデバイスは要求開始者として、他方はその応答者として機能する。 
開始者は  次を以て発行しキー確立プロトコルを開始する。 
・ 応答者デバイスのアドレスを示すパラメータを持つ APSME-ESTABLISH-

KEY.request 
・ どの キー確立 プロトコル を使用するかの指示 (現行では SKKE). 

 
4.4.2.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのインターフェースは以下の通りである。 
 

APSME-ESTABLISH-KEY.request   { 
        ResponderAddress, 

 UseParent, 
 ResponderParentAddress, 
 KeyEstablishmentMethod 
 } 

 
表 4.5 にこのプリミティブのパラメータを解説する。 

 
表 4.5 APSME-ESTABLISH-KEY.request パラメータ 

パラメータ 名 タイプ 範囲 説明 

Responder-
Address 

デバイス 
アドレス 

適正な 
64 ビット 
アドレス 

応答者デバイスの 64-bit 拡張 address  

UseParent Boolean TRUE|FALSE 

このパラメータは開始者と応答者の間で

メッセージを転送するのに応答者の親が

使用されるか否かを規定する。 
TRUE: 親を使用 
FALSE: 親を使用しない 

Responder-
ParentAddress DeviceAddress 

適正な 
64-ビット 
アドレス 

もし useParent が TRUE なら、

ResponderParentAddress パラメータには

応答者の親デバイスの拡張 64-bit address 
が入る。 それ以外の場合はこのパラメ

ータは使われずセットする必要はない。
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表 4.5 APSME-ESTABLISH-KEY.request パラメータ 
パラメータ 名 タイプ 範囲 説明 

KeyEstablishment
-Method lnteger 

要求されたキー確立メソッドは下のどれ

か一つである。 OX00－OX03 0x00＝SKKE メソッド 
0x01-0x03＝reserved 

 
4.4.2.1.2 生成タイミング 

 
開始者デバイスの上位層は 応答者デバイスとリンクキーの確立を求める時にこ

のプリミティブを生成する。もし開始者デバイスが応答者の親を代理人として使

用したい場合（NWK セキュリティの目的）、 UseParent パラメータを TRUE に

セットし、ResponderParentAddress パラメータを応答者の親の 64 ビット拡張アド

レスにする。 
 

4.4.2.1.3 受信時の動作 
 

APSME-ESTABLISH_KEY.request プリミティブの受信時に 
KeyEstablishmentMethod パラメータ が SKKE であった場合、APSME に SKKE プ

ロトコルを実行させる。副節 4.4.2.6 に記述してある様に。 
開始者のローカル APSME  はこのプロトコルの発動者として機能し、

ResponderAddress パラメータ で指示された APSME  は このプロトコルの応答

者として機能する。また、 
UseParent パラメータは、一連のメッセージが ResponderParentAddress パラメータ 
で与えられた応答者の親経由で転送されるかを制御する。 
 
4.4.2.2 APSME-ESTABLISH-KEY.confirm  

 
このプリミティブはキー確立 プロトコル の完了あるいは失敗を ZDO に対し発行

される。 
 

4.4.2.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
 

APSME-ESTABLISH-KEY.confirm     { 
Address, 
Status 
} 

 
表 4.6 は APSME-ESTABLISH-KEY.confirm プリミティブのパラメタを記述してい

る。表 4.10 はこのプリミティブのステータスパラメタで返されるコードを記述し

ている。このコード群の他には、一つのプロトコルメッセージを送っているとき、

もし、SUCCESS 以外の値にステータスパラメタがセットされた NLDE-
DATA.confirm プ リ ミ テ ィ ブ  が 発 行 さ れ た と き 、 APSME-ESTABLISH-
KEY.confirm プリミティブ のステータスパラメタは NWK 層が受け取ったのと同

じ値にセットされる。 
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表 4.6 APSME-ESTABLISH-KEY.confirm パラメータ 
名 タイプ 範囲 説明 

Address DeviceAddress 適正な 64 ビットアドレス 
キー確立プロトコルが実行される時

それを使うデバイスの 64-bit 拡張 
アドレス 

Status 
表 4.10 によって示される値か
NLDE-DATA.confirm  このパラメータはキー確立プロトコ

ルの 終的ステータスを示す。 
Enumeration 

プリミティブから返される値. 

 
4.4.2.2.2 生成タイミング 

 
応答者と開始者デバイスの双方の APSME はキー確立 プロトコル の完了時に

ZDO にこのプリミティブを発行する。 
 

4.4.2.2.3 受信時の動作 
 
もし キー確立が成功なら、開始者と応答者の AIB は新しいリンクキーを更新し、

開始者は応答者と安全に通信する。もし失敗したなら AIB は更新されない。 
 
4.4.2.3 APSME-ESTABLISH-KEY.indication 

 
応答者の APSME は開始者からキー確立メッセージ(例： SKKE-1 フレーム)を受

け取ったとき、その ZDO にこのプリミティブを発行する。 
 
4.4.2.3.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのインターフェースは以下の通りである 
 

APSME-ESTABLISH-KEY.indication { 
InitiatorAddress, 
KeyEstablishmentMethod 
} 

 
表 4.7 は APSME-ESTABLISH-KEY.indication プリミティブのパラメータを記述し

ている。 
 

表 4.7 APSME-ESTABLISH-KEY.indication パラメータ 
名 タイプ 範囲 説明 

lnitiatorAddress DeviceAddress 
適正な 
 64 ビット

アドレス 

開始者デバイスの 64-bit 拡張アド

レス 

KeyEstablishmentMethod lnteger 0x00-0x03 

要求されたキー確立メソッドは次

のうち一つである。 
0x00＝SKKE メソッド 
0x01-0x03＝reserved 
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4.4.2.3.2 生成タイミング 
 
応答者デバイスの APSME は開始者からキー確立プロトコル(例： SKKE-1 フレー

ム)を開始する要求を受け取り、かつ開始者に関するマスターキーが AIB に存在

する時、ZDO にこのプリミティブを発行する。 
 

4.4.2.3.3 受信時の動作 
 
APSME-ESTABLISH-KEY.indication プリミティブを受け取った時、ZDO は開始者

に対しキーを確立すべきか判断するためにキー確立メソッドと開始者アドレスパ

ラメータを使用する。ZDO は APSME-ESTABLISH-KEY.response プリミティブを

使用して応答する。 
 

4.4.2.4 APSME-ESTABLISH-KEY.response 
 
応答者デバイスの ZDO は APSME-ESTABLISH-KEY.indication プリミティブに応

答するために APSME-ESTABLISHKEY.response プリミティブを使用する。ZDO
はキー確立を続けるか停止するか決定する。この決定は APSMEESTABLISH- 
KEY.response プリミティブの Accept パラメータに反映される 

 
4.4.2.4.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSME-ESTABLISH-KEY.response { 
InitiatorAddress, 
Accept 
} 

 
表 4.8 は APSME-ESTABLISH-KEY.response プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 4.8 APSME-ESTABLISH-KEY.response パラメータ 

名 タイプ 範囲 説明 

lnitiatorAddress DeviceAddress 適正な 64 ビット

アドレス 
キー確立を開始したデバイスの 64-bit
拡張アドレス 

Accept Boolean TRUE|FALSE 

このパラメータはキー確立プロトコ

ルを実行する開始者の要求に対する

応答を示す。応答は次のうちのどれ

かである。 
TRUE＝Accept 
FALSE＝Reject 
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4.4.2.4.2 生成タイミング 
 

APSME-ESTABLISH-KEY.response プリミティブは ZDO によって生成され、開始

者デバイスからのキー確立プロトコル開始の要求に従う様に APSME に用意され

る（即ち、APSMEESTABLISH-KEY.indication の受信後である）。この プリミ

ティブは応答者の ZDO に、その開始者とキーを確立することを受け入れるか拒

否するか、を決定する機会を与える。 
この決定の全ての他の範疇に付け加えて、応答者の ZDO は副節 4.6.3.8 に記述さ

れる permissions configuration table をチェックする。 
 
4.4.2.4.3 受信時の動作 

 
も し Accept パ ラ メ ー タ が TRUE な ら 、 応 答 者 の APSME は

KeyEstablishmentMethod パラメータで指示されるキー確立プロトコルを実行しよ

うとする。もし KeyEstablishmentMethod が SKKE に等しければ、APSME は副節

4.4.2.6 に記述される SKKE プロトコルを実行する。ローカルの APSME はこのプ

ロトコルの応答者として機能し、開始者アドレスパラメータで示される APSME
はこのプロトコルの開始者として機能する。もし Accept パラメータが FALSE な

らば、ローカルの APSME は保持されているキー確立プロトコルに含まれている

全ての中間的なデータを停止・削除する。 
もし TransportKeyData パラメータ の UseParent サブパラメータと 
nwkSecureAllFrame NIB 属性の両方が TRUE ならば、コマンド・フレームは副節 
4.6.3.7 に記述されているようにトンネルコマンドに埋め込まれ、トンネルコマン

ドはトランスポートキーコマンド の代わりに送られる。 
 

4.4.2.5 データサービスメッセージ・シークエンスチャート 
 
図 4.4 は２つのデバイス間のキー確立の成功に必要なプリミティブのシークエン

スを示す。 
 

 
図 4.4  APSME-ESTABLISHKEY プリミティブの成功裏完了のチャート 
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4.4.2.6 SKKE プロトコル 
 
開始者と応答者の APSME は副節 B.2.1 に例示され、副節 B.1 に規格化されてい

る symmetric-key keyagreement スキームを実行する。共有キー(副節 B.1 必須ステ

ップ 2 に規格化されているように)は開始者と応答者デバイスに共有されたマス

ターキーであり、それは AIB の apsDeviceKeyPairSet 属性にある正当なマスター

キー要素から得られるものである。 
副節 B.1 で決められたスキームの間に送られるメッセージ群は表 4.9 で与えられ

たフレーム名にアサインされる。 
これらの SKKE フレームのフォーマットは 副節 4.4.9.1 に記述されている。開始

者デバイスは SKKE-1 と SKKE-3 フレームを送り、応答者は SKKE-2 と SKKE-4
フレームを送る。さらに、もし、APSME-ESTABLISH-KEY.request プリミティブ

の  UseParent パラメータ  が TRUE ならば、応答者デバイスの親（APSME-
ESTABLISH-KEY.request プリミティブの ResponderParentAddress パラメータに指

示されているように）開始者と応答者の間に立ってメッセージを代理人として転

送する。 
キー確立スキームの間、もし応答者か開始者デバイスが表 4.10 にリストされてい

るエラー条件のどれかに該当しているかを検知したら、このスキームは中止され

ローカルの APSME は表 4.10 に示された様にセットされた Status パラメータで

APSME-ESTABLISH-KEY.confirm プリミティブを発行する。 
もし、エラーが起こらなければ（即ち、キー同意スキームの出力は正しかった）、

開始者と応答者は導入されたキー（KeyData）は新たな共有キーと見なされる。 
開始者と応答者の両方はそれらのＡＩＢにこのリンクキーを付け加え更新し、対

応する送信と受信されるフレームカウントをゼロにし、SUCCESS にセットした

Status パラメータの APSME-ESTABLISH-KEY.confirm プリミティブを発行する。 
 

表 4.9 フレーム 名と Symmetric-Key Key ASIreement Seheme Messageのマッピング 
フレーム名 説明 Reference 

SKKE-1 action step 1 (副節 B.7.1)の間、開始者によって送られる 副節 4.4.2.6.2 
SKKE-2 action step 2 (副節 B.7.2)の間、応答者によって送られる 副節 4.4.2.6.3 
SKKE-3 action step 8 (副節 B.7.1)の間、開始者によって送られる 副節 4.4.2.6.4 
SKKE-4 action step 9 (副節 B.7.2)の間、応答者によって送られる 副節 4.4.2.6.5 
 
表 4.10 Symmetric-Key Key Agreement Error Condition と ステータスコードのマッピング 

ステータス説明 ステータスコード value 
エラー無し SUCCESS 0x00 
不適正なパラメータがキー確立プリミティブの

一つに入力された 
INVALID_PARAMETER 0x01 

マスターキーが無い NO_MASTER_KEY 0x02 
チャレンジが不適正： 
action step 3 (副節 B.7.1)間の開始者 
action step 3 (副節 B.7.2)間の応答者 

INVALID_CHALLENGE 0x03 

SKG の出力が不適正： 
action step 4 (副節 B.7.1)間の開始者 
action step 3 (副節 B.7.2)間の応答者 

INVALID_SKG 0x04 
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表 4.10 Symmetric-Key Key Agreement Error Condition と ステータスコードのマッピング 
ステータス説明 ステータスコード value 

MAC 変換の出力が不適正： 
action step 8 (副節 B.7.1)間の開始者 
action step 10 (副節 B.7.2)間の応答者 

INVALID_MAC 0x05 

タグ確認の変換の出力が不適正： 
action step 12 (副節 B.7.1)間の開始者 
action step 8 (副節 B.7.2)間の応答者 

INVALID_KEY 0x06 

AIB の apsSecurityTimeOutPeriod 属性よりも長い

時間期待されるメッセージの受信を開始者ある

いは応答者のどちらかがが待った。 
TIMEOUT 0x07 

開始者か応答者のどちらかが SKKE フレームを

変な順序で受け取った 
BAD_FRAME 0x08 

 
4.4.2.6.1 初の SKKE-1 フレームの生成と送信 
 
SKKE プロトコルは SKKE-1 フレームを送信して開始者から始まる。SKKE-1 コ
マンド フレームは副節 4.4.9.1 に記述されている。 
もし、APSME-ESTABLISH-KEY.request プリミティブの UseParent パラメータ が

FALSE だったら、開始者デバイスはプロトコルを直接応答者デバイスに SKKE-1 
フレームを送ることによって始める。(APSME-ESTABLISH-KEY.request プリミテ

ィブの ResponderAddress パラメータに指示されているように)そうでなければ、開

始 者 デ バ イ ス は （ APSME-ESTABLISH-KEY.request プ リ ミ テ ィ ブ  の

ResponderParentAddress パラメータに指示されているように）この SKKE-1 フレー

ム を応答者デバイスの親に送ってプロトコルを開始する。SKKE-1 フレームはで

フォールトのＮＷＫ層セキュリティにセットされた NLDE-DATA.request プリミテ

ィブを使って送られる。 
 

4.4.2.6.2 SKKE-1 フレームの受信時 
 
もし SKKE-1 フレーム の応答者の address フィールドがローカルデバイスのアド

レスと異なっていたら、APSME は次のステップを踏む： 
 
1 もし応答者のアドレスフィールドで与えられたこのデバイスがローカルデバイ

スの子でなかったら、SKKE-1 フレームは破棄される。 
 
2 それ以外の場合は、ローカルデバイスの APSME は次のパラメタをセットして

NLDE-DATA.request プリミティブを使って応答者デバイスに SKKE-1 フレームを

送る。 
. DestAddr パラメータ ：SKKE-1 フレームの応答者アドレスフィールドにその

64 ビットアドレスに対応する 16 ビットアドレスをセット。 
. DiscoverRoute パラメータ：0x01 にセット。 
. SecurityEnable パラメータ：FALSE にセット。 

 
それ以外は APSME は次のステップを踏む： 
もしそのデバイスが開始者のアドレスフィールドに対応するマスターキーを持っ

ていなかったら： 
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1 SKKE-1 フレームは破棄され、APSME-ESTABLISHKEY.confirm プリミティブが

発行され、その Status パラメータは NO_MASTER_KEY(表 4.10 参照)にセットさ

れる。APSME はこの SKKE プロトコルの実行を停止する。 
 
2 その他の場合は、 APSME は APSME-ESTABLISH-KEY.indication プリミティブ

の 開始者アドレスパラメータを SKKE-1 フレームの開始者アドレスフィールドに

セットし、KeyEstablishmentMethod パラメータを 0(即ち、SKKE プロトコル)にセ

ットする。 
 
3 APSME-ESTABLISH-KEY.indication プリミティブを発行後、かつ対応する

APSME-ESTABLISH-KEY.response プリミティブを受信後、APSME は受け取った

APSME-ESTABLISH-KEY.response プリミティブの 開始者アドレスと Accept パラ

メータを確認する。もし、開始者アドレスパラメータが SKKE-1 フレームの開始

者アドレスにセットされ、Accept パラメータが FALSE にセットされていれば、

APSME は SKKE プロトコルを停止し SKKE-1 フレームを破棄する。 
 
その他の場合： 
 
1 デバイスは副節 4.4.9.1 に記述されるように SKKE-2 フレームを作る。もし、

SKKE-1 フレームの出所が SKKE-1 フレーム の開始者アドレスフィールドに示さ

れたデバイスと同じなら、デバイスはこの SKKE-2 フレームを直接、開始者デバ

イスに NLDE-DATA.request プリミティブを使用して送り、そのときの DestAddr
パラメータは SKKE-1 フレームの出所に、DiscoverRoute パラメータは 0x01 に、

SecurityEnable パラメータは TRUE にセットされる。その他の場合は、デバイス

は SKKE-2 フレームをその親に、NLDE-DATA.request プリミティブを使用して送

り、そのとき、DiscoverRoute パラメータは 0x01 に、SecurityEnable パラメータは

FALSE にセットされる。 
 
4.4.2.6.3 SKKE-2 フレームの受信時 

 
もし SKKE-2 フレームの開始者アドレスフィールドがローカルデバイスのアドレ

スに一致しないなら、APSME は次のステップを実行する： 
 
1 もし応答者アドレスフィールドのデバイスがローカルデバイスの子ではなけれ

ば、SKKE-2 フレームは破棄される。 
 
2 その他の場合、デバイスは SKKE-2 フレームを開始者デバイスに送り、その時、

NLDE-DATA.request プリミティブを使用し、NWK 層はでフォールトレベルにセ

ットされる。 
 
その他の場合、デバイスは SKKE-3 フレームを副節 4.4.9.1 に記述されているよう

に作成する。もし SKKE-2 フレーム の出所が SKKE-2 フレームの応答者アドレス

フィールドと同じなら、デバイスはこの SKKE-3 フレームを直接応答者デバイス

に送る。他の場合は SKKE-3 フレームを応答者の親に送る。SKKE-3 フレームは
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NLDE-DATA.request プリミティブを使用して送られ、その時、NWK 層セキュリ

ティはでフォールトの NWK 層セキュリティレベルにセットされる。. 
 

4.4.2.6.4 SKKE-3 フレームの受信時 
 

もし SKKE-3 フレームの応答者アドレスフィールドがローカルデバイスアドレス

と一致しなかったら、APSME は次のステップを実行する： 
 
1 もし SKKE-3 フレームの応答者アドレスフィールドがローカルデバイスアドレ

スと一致しなかったら、APSME は次のステップを実行する： 
i もし応答者アドレスフィールドによって指定されたデバイスがローカルデバイ

スアドレスと一致しなかったら SKKE-3 フレームは破棄される。 
ii それ以外はデバイスは SKKE-3 を応答者デバイスに送りその時使用する NLDE-
DATA.request プリミティブの NWK 層セキュリティはディスエイブルされている。 
iii それ以外は、デバイスは SKKE-3 data フィールドを処理し、もしそのプロト

コルが不成功だったら、 APSME-ESTABLISH-KEY.confirm プリミティブを発行

し Address パラメータを開始者のアドレスにセットし、Status パラメータを適正

にセットする。 
 
2 もしデバイスの見地から見て、プロトコルが成功なら、デバイスは SKKE-4 フ

レームを生成しそのやり方は副節 4.4.9.1 に記述されている。もし SKKE-3 フレー

ムの出所がその SKKE-3 フレームの開始者アドレスフィールドが同じなら、デバ

イスはこの SKKE-4 フレームを開始者デバイスに直接送る。その時、NLDE-
DATA.request プリミティブを使用し、NWK 層セキュリティはデフォールトレベ

ルにセットされる。それ以外は、デバイスは SKKE-4 フレームをその親に送る。

その時、NLDE-DATA.request プリミティブを使用し、NWK 層セキュリティはデ

ィスエイブルにする。 
後にデバイスは APSME-ESTABLISH-KEY.confirm プリミティブを Address パラ

メータを開始者アドレス送り Status パラメータをサクセスにセットする。 
 
4.4.2.6.5 SKKE-4 フレームの受信時 

 
もし、SKKE-4 フレームの開始者アドレスフィールドがローカルデバイスのアド

レスに一致しなかったら、APSME は次のステップを実行する： 
 
1 もし応答者アドレスフィールドで与えられたデバイスがローカルデバイスの子

でなかったら、SKKE-4 フレームは破棄される。 
 
2 それ以外は、ローカルデバイスの APSME は SKKE-4 フレームを開始者デバイ

スに送る。その時、NLDE-DATA.request プリミティブを使用し、NWK 層をでフ

ォールトレベルにセットする。 
 
そ れ 以 外 は 、 APSME は SKKE-4 フ レ ー ム を 処 理 す る 。 そ の 時 、

APSMEESTABLISH-KEY.confirm プリミティブを使用し Address パラメータを応

答者アドレスに、また Status パラメータを適正にセットする。 
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4.4.3 トランスポート・キー サービス 

 
APSME は開始者にキーイングマテリアルを応答者にトランスポートすることを

許可するサービスを用意する。トランスポートされるキーイングマテリアルの

種々のタイプは 表 4.12 から 4.15 に示されている。 
 

4.4.3.1 APSME-TRANSPORT-KEY.request 
 
APSME-TRANSPORT-KEY.request プリミティブはキーを他のデバイスにトラン

スポートするために使われる。 
 

4.4.3.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 

このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSME-TRANSPORT-KEY.request { 
DestAddress, 
KeyType, 
TransportKeyData 
} 

 
表 4.11 に APSME-TRANSPORT-KEY.request プリミティブのパラメータが記述さ

れている。 
 

表 4.11 APSME-TRANSPORT-KEY.request パラメータ 
パラメータ 名 タイプ 範囲 説明 

DestAddress Device
address 

適正な 
64 ビット 
アドレス 

目的地デバイスの 64-bit 拡張アドレス 

KeyType lnteger 0x00 – 0x06 トランスポートされるキーマテリアルのタイプを定義

する。 表 4.12 を参照 

TransportKeyData 可変 可変 

身元確認（アイデンチフィケーション）とユーセッジ

パラメターとトランスポートされるキー。 このパラ

メータのタイプは次の KeyType パラメータによる：

KeyType＝0x00  表 4.13 参照 
KeyType＝0x01  表 4.14 参照 
KeyType＝0x02  表 4.15 参照 
KeyType＝0x03  表 4.15 参照 
KeyType＝0x04  表 4.13 参照 
KeyType＝0x05  表 4.14 参照 
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表 4.1 2  トランスポート・キー プリミティブの KeyType パラメータ 
Enumeration value 説明 

Trust-center マ
スター key 

0x00 キーは、トラストセンターと他のデバイス間でリンクキーをセットアッ

プするために使用されるマスターキーを示す。 

Standard 
network key 0x01 

キーは、スタンダードセキュリティモードで使われるネットワークキー

であること、それとキートランスポートあるいはスタンダードネットワ

ークキーを使って配布されても良いことを示す。 
Application 
master key 0x02 キーは、普通のデバイス間でリンクキーをセットアップするために使用

されるマスターキーであることを示す。 
Application 
linkkey 0x03 キーは、２つのデバイス間のセキュリティのベースとして使われるリン

クキーであることを示す。 
Trust Center 

linkkey 0x04 キーは、トラストセンターと他のデバイス間のセキュリティのベースと

して使われるリンクキーであることを示す。 
High-security 
network key 

キーは、ハイセキュリティで使われるネットワークキーであり、キート

ランスポートのみで配布されてよいことを示す。 
0x05 

 
表 4.13  マスター キー または リンクキーの TransportKeyData パラメータ 

パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

ParentAddress Deviceaddress 
適正な 
64 ビット 
アドレス 

DestAddress で与えられる目的デバイスの親の 
64-bit 拡張アドレス 

16 オクテット

のセット 
Key 可変 トラストセンターのマスターまたはリンクキー 

 
表 4.14 ネットワーク キーの TransportKeyData パラメータ  

パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

KeySeqNumber Octet 0x00 -
0xFF 

トラストセンターによってネットワークキーに指定

されたシークエンス番号、またキーアップデートと

受信されるフレームセキュリティ処理のためのネッ

トワークキーを見分けるために使われる。 

NetworkKey 16 オクテッ

トのセット 可変 ネットワークキー 

UseParent Boolean TRUE|FA
LSE 

このパラメータは目的デバイスにキーを転送するた

めに目的デバイスの親を使用するがを決める。 
TRUE＝親を使う 
FALSE＝親を使わない 

ParentAddress 

もし useParent が TRUE なら、 ParentAddress パラメ

ータには目的デバイスの親の 64 ビット拡張アドレ

スが入る。その他の場合は、このパラメータは使わ

れず、セットする必要もない。 

Deviceaddress 
適正な 
64 ビット

アドレス 
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表 4.15 アプリケーション マスター またはリンクキーの TransportKeyData パラメータ 
パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

PartnerAddress Deviceaddress 
適正は 64
ビットア

ドレス 

このマスターキーを送られたデバイスの 64 ビット

拡張アドレス 

lnitiator Boolean TRUE| 
このパラメータはマスターキーの目的デバイスがそ

れを要求したか否かを示す。 
TRUE＝目的デバイスがこのキーを要求した 
FALSE＝それ以外 

FALSE 

16 オクテット

のセット 
マスター又はリンクキー (KeyType パラメータに指

定されたように) 
Key 可変 

 
4.4.3.1.2 生成タイミング 

 
開始者デバイスの ZDO はこのプリミティブをキーを応答者デバイスにトランス

ポートすることが必要な場合に生成する。 
 

4.4.3.1.3 受信時の動作 
 
 APSME-TRANSPORT-KEY.request プリミティブ の受信は APSME にトランスポ

ートキーコマンドパケット(副節 4.4.9.2 を参照)を生成させる。 
もし KeyType パラメータが 0x00 から 0x04 までなら(即ち、トラストセンター マ
スターあるいは リンクキー)、トランスポート・キーの key descriptor フィールド

は次のようにセットされる： 
 
・ key サブフィールドは TransportKeyData パラメータの Key サブパラメータにセ

ットされる。 
・ destination address サブフィールドは DestinationAddress パラメータにセットさ

れる。 
・ソースアドレス サブフィールドはローカルデバイスアドレスにセットされる。 

 
この コマンド フレームはセキュリティ保護されている。記述は副節 4.4.1.1 にあ

る。そして、もしセキュリティの処理が成功すれば、それは TransportKeyData パ

ラメータの ParentAddress サブパラメータ に示されたデバイスに送られる。その

時、 NLDE-DATA.request プリミティブが発行される。 
もし DestinationAddress パラメータ がすべてゼロなら、セキュアなコマンドフレ

ームがデバイスの rx-off-when-idle な全ての子にユニキャストされる。これらのユ

ニキャストは、成功するまで、あるいは次の KeyType パラメータが 0x01 又は

0x05 の APSME-TRANSPORTKEY.request プリミティブが受け取られるまで、あ

るいは、推奨される 大ポーリング間隔の 2 倍の期間が過ぎるまで、繰り返され

る。 
もし KeyType パラメータが 0x01 または 0x05(即ち、ネットワーク キー)なら、ト

ランスポートキーコマンドの key descriptor フィールドは次のようにセットされ

る： 
・ key サブフィールドは TransportKeyData パラメータ の Key サブパラメータにセ

ットされる。 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 4 432 
Security Services Specification 

 
 

 

・シークエンスナンバー  サブフィールドは TransportKeyData パラメータの

KeySeqNumber サブパラメータにセットされる。 
・destination address サブフィールドは DestinationAddress パラメータにセットさ

れる。 
・ソースアドレス サブフィールドはローカルデバイスアドレスにセットされる。 

 
このコマンドフレームはセキュリティ保護されておりそれは副節 4.4.1.1 に記述さ

れてるとおり。そして、もしセキュリティ処理が成功すれば、TransportKeyData
パラメータ(もし TransportKeyData パラメータの UseParent サブパラメータが

TRUE) または DestinationAddress パラメータ (もし UseParent サブパラメータ の
TransportKeyData パラメータ が FALSE)の ParentAddress サブパラメータに記述さ

れたデバイスに、NLDE-DATA.request プリミティブを発行して送られる。 
 
もし TransportKeyData パラメータの UseParent サブパラメータが FALSE の場合、

また拡張アドレスが SenderAddress パラメータにマッチしその relationship フィー

ルドが 0x05(未認証の子)の nwkNeighborTable のエントリがあった場合、そのエン

トリの relationship フィールドは 0x01(子)にセットされる。 
 
もし KeyType パラメータが 0x02 又は 0x03(即ち、アプリケーション マスターか

リンクキー)だったら、トランスポートキーコマンド の key descriptor フィールド

は次のようにセットされる： 
 
・ key サブフィールドは TransportKeyData パラメータの Key サブパラメータにセ

ットされる。 
・ partner address サブフィールドは TransportKeyData パラメータの PartnerAddress

サブパラメータにセットされる。 
・ initiator サブフィールドは 1(もし TransportKeyData パラメータの Initiator サブ

パラメータが TRUE)にあるいは 0(もし TransportKeyData パラメータの Initiator
サブパラメータが FALSE)にセットされる。 

 
このコマンドフレームはセキュリティ保護され、それは副節 4.4.1.1 に規定されて

いる。そして、もしセキュリティ処理が成功なら、DestinationAddress パラメータ

で指定されるデバイスに、NLDE-DATA.request プリミティブを使って送られる。 
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4.4.3.2 APSME-TRANSPORT-KEY.indication 
 

 APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミティブは ZDO にキーイングマテリア

ルの受信を知らせるために使用される。 
 

4.4.3.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 

このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSME-TRANSPORT-KEY.indication { 
SrcAddress, 
KeyType, 
TransportKeyData 
} 

 
表 4.16 は APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミティブのパラメータを規定

する。 
 

表 4.16 APSME-TRANSPORT-KEY.indieation パラメータ 
名 タイプ 範囲 説明 

SrcAddress DeviceAddress 
適正な  
64 ビット 
アドレス 

トランスポートされるキーの出所のデバイスの

64 ビット拡張アドレス 

KeyType Octet 0x00 – 
0x06 

トランスポートされたキーマテリアルのタイプ

を示す。 表 4.12 を参照 

TransportKeyData 可変 可変 

身元確認とユーセッジパラメターとともにトラ

ンスポートされたキー。このパラメータのタイ

プは次のように KeyType パラメータによる。

KeyType＝0x00  表 4.17 参照 
KeyType＝0x01  表 4.18 参照 
KeyType＝0x02  表 4.20 参照 
KeyType＝0x03  表 4.20 参照 
KeyType＝0x04  表 4.17 参照 
KeyType＝0x05  表 4.18 参照 

 
表 4.17 トラストセンター マスター 又は リンクキーの TransportKeyData パラメータ 

パラメータ 名 タイプ 範囲 説明 
16 オクテット

のセット 
Trust Ccenter 
master Key 可変 トラストセンターのマスターキー 

 
表 4.18 ネットワーク キーの TransportKeyData パラメータ 

パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

KeySeqNumber Octet 0x00 – 
0xFF 

トラストセンターによってネットワークキーにつ

けられたシークエンス番号。キーアップデートと

受信フレームセキュリティ処理のためにネットワ

ークキーをっみわけるために使用される。 
16 オクテット

のセット 
NetworkKey 可変 ネットワークキー 
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表 4.19 アプリケーション マスター 又は リンクキーの TransportKeyData パラメータ  
パラメータ 名 タイプ 範囲 説明 

PartnerAddress デバイス 
アドレス 

 
適正な  
64 ビット 
アドレス 

このマスターキーを送られたデバイスの 64 ビッ

ト拡張アドレス  
 
 16 オクテット

のセット 
Key 可変 マスターまたはリンクキー(KeyType パラメータ

で指定された).  
 

4.4.3.2.2 生成タイミング 
 

APSME はこのプリミティブを副節 4.4.3.3 で規定されているようにトランスポー

ト・キーコマンドを受け取ったときに生成する。 
 

4.4.3.2.3 受信時の動作 
 
このプリミティブを受信すると、ZDO キーイングマテリアルの受信を通知され

る。 
 

4.4.3.3 トランスポートキーコマンドの受信時に 
 

 トランスポートキーコマンドを受信すると、APSME は規定されているようにセ

キュリティ処理を実行し、key type サブフィールドを確認する。 
 
保護された トランスポートキーコマンドを受信すると、 APSME は key type サブ

フィールドをチェックする。もし key type フィールドが 0x02、 0x03、 0x04 また

は 0x05 (即ち、アプリケーション リンクまたはマスター キー、トラストセンタ

ー リンクキー、または high-security ネットワーク キーの時)だったら、かつその

コマンドが トラストセンター リンクキーを使って保護されていない場合、その

コマンドは破棄される。もし、key type フィールドが 0x01(即ち、標準 ネットワ

ークキー)そしてコマンドがトラストセンター リンクキーまたはアクティブ ネッ

トワークキーを使用して保護されていない場合、そのコマンドは破棄される。 
 
もし key type フィールドが 0x02 または 0x03(即ち、アプリケーション リンクまた

はマスター キー)の時、APSME は APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミテ

ィブを発行し、SrcAddress パラメータを key-transport コマンドの発信者に(NLDE-
DATA.indication SrcAddress パラメータに指定されている様に)、また KeyType パ

ラメータを key type フィールドにセットする。TransportKeyData パラメータは次

の通りにセットされる： 
 
・  Key サブパラメータは key フィールドにセットされる。 
・  PartnerAddress サブパラメータは partner address フィールドにセットされる。 
・  Initiator パラメータは TRUE に、もし initiator フィールドが 1 なら、セット

される。 
それ以外はゼロにセットする。 
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もし key type フィールドが 0x00、0x01、0x04 または 0x05(即ち、トラストセンタ

ー  マスターまたはリンクキー、またはネットワーク  キー)にセットされ、 
destination フィールドがローカルアドレスと同じ場合、またはもし、key type フィ

ールドが 0x01(即ち 標準 ネットワーク キー)にセットされ、destination フィール

ド が全てゼロストリングで、現在の network key type が key type フィールドの値

と同じ場合、APSME は APSME-TRANSPORTKEY.indication プリミティブを、

SrcAddress パラメータを key-transport コマンド の ソースアドレスフィールドにセ

ットし、KeyType パラメータを key type フィールドにセットして、発行する。

TransportKeyData パラメータ は次のようにセットされる： Key サブパラメータは 
key フィールドにセットされ、ネットワーク キーの場合(即ち、key type フィール

ドは 0x01 又は 0x05)、KeySeqNumber サブパラメータはシークエンスナンバー フ
ィールドにセットされる。 

 
もし key type フィールドが 0x00 または 0x01(即ちトラストセンター マスター又は

リンクキー又は標準 ネットワーク キー)で、destination address フィールドがロー

カルアドレスと同じでない場合、APSME は、セキュリティをディスエイブルさ

れた NLDE-DATA.request プリミティブを発行して、そのコマンドを destination 
address フィールドで示されたアドレスに送る。 
 
もし key type フィールドが 0x01(即ち、標準 ネットワーク キー)で、拡張アドレ

スが destination address フィールドの値と一致し、relationship フィールドが 0x05
を持つ(未認証の子)nwkNeighborTable のエントリがある場合、そのエントリの 
relationship フィールドは 0x01(子)にセットされる。 

 
key type フィールドが 0x01 にセットされ保護されたトランスポートキーコマンド

を受信すると、もし destination フィールドが全てゼロでソースアドレス フィール

ドが apsTrustCenterAddress の値にセットされていた場合、ルータは全ての rx-off-
when-idle の子機にトランスポートキーコマンドを送信しようとする。ルータは、

成功するか、0x01 または 0x05 にセットした key type フィールドを持つ次のトラ

ンスポートキーコマンドが受信されるまでか、または推奨される 大ポーリング

間隔の２倍の期間が過ぎるまで、それを続ける。 
 
保護されていないトランスポートキーコマンドを受信した時、APSME は key 
type サブフィールドをチェックする。もし key type フィールドが 0x00(即ち、ト

ラストセンター マスター キー)で、destination address フィールドがローカルアド

レスと同じで、デバイスは トラストセンター マスター キー とアドレス(即ちＡ

Ｉ Ｂ の apsTrustCenterAddress) を 持 っ て い な い 場 合 、 APSME は

APSMETRANSPORT-KEY.indication プリミティブを発行する。もし key type フィ

ールドが 0x01、または 0x05(即ちネットワーク  キー)の時、かつ destination 
address フィールドがローカルアドレスと同じ場合、そしてデバイスはネットワー

クキーを持っていない時、APSME は APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミ

ティブを発行する。もし.もし key type フィールドが 0x04(即ちトラストセンター 
リンクキー)で destination address フィールドがローカルアドレスと同じで、デバ

イスはトラストセンターリンクキーを持っていない場合、APSME は APSME-
TRANSPORT-KEY.indication プ リ ミ テ ィ ブ を 発 行 す る 。 も し APSME-
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TRANSPORT-KEY.indication プリミティブ が発行されたら、SrcAddress パラメー

タは key-transport コマンドのソースアドレス  フィールドにセットされる。

TransportKeyData パラメータは次のようにセットされる： Key サブパラメータは

key フィールドにセットされ、ネットワーク キー (即ち、key type フィールドは

0x01 または 0x05 にセットされている)の場合は、KeySeqNumber サブパラメータ

はシークエンスナンバー フィールドにセットされる。 
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4.4.4 アップデートデバイス・サービス 
 

APSME はデバイス（例えばルータ）に他のデバイス(例えば トラストセンター)
に第３のデバイスがそのステータスを変えた(例えば、ネットワークに参加また

は離脱した)ことを報告するサービスを用意する。 
 

4.4.4.1 APSME-UPDATE-DEVICE.request 
 

ZDO はあるデバイス(例えば トラストセンター)に他のデバイスがステータスを変

え、それが更新すべきである(例えばそのデバイスがネットワークに参加した、

あるいは離脱した)ことを報告したい時、このプリミティブを発行する。 
 

4.4.4.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSME-UPDATE-DEVICE.request { 
DestAddress, 
DeviceAddress, 
Status, 
DeviceShortAddress 
} 

 
表 4.20 は APSME-UPDATE-DEVICE.request プリミティブのパラメータを定義す

る。 
 

表 4.20 APSME-UPDATE-DEVICE.request パラメータ 
パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

DestAddress Device 
Address 

適正な 
64 ビット 
アドレス 

アップデート情報を送られるデバイスの 64 ビット 
拡張アドレス 

DeviceAddress Device 
Address 

適正な 
64 ビット 
アドレス 

アップデートされるステータスを持つデバイスの 
64 ビット拡張アドレス 

Status lnteger 0x00 – 0x07 

DeviceAddress パラメータで与えられたデバイスの 
更新されたステータスを示す。 
0x00＝スタンダードデバイスのセキュアな再参加 
0x01＝スタンダードデバイスのアンセキュアな参加 
0x02＝デバイスの離脱 
0x03＝スタンダードデバイスのアンセキュアな再参加 
0x04＝ハイセキュリティデバイスのセキュアな再参加 
0x05＝ハイセキュリティデバイスのアンセキュアな 

参加 
0x06＝予約 
0x07＝ハイセキュリティデバイスのアンセキュアな 

再参加 
DeviceShortA
ddress 

Network ステータスが更新されるデバイスの 16 ビット 0x0000 -
0xFFFF address ネットワークアドレス 
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4.4.4.1.2 生成タイミング 
 
 ZDO(例えばルータあるいは ZigBee コーディネータの)は他のデバイス(例えばト

ラストセンター)に更新されたデバイス情報を送りたい時に APSME-UPDATE-
DEVICE.request プリミティブを生成する。 
 
4.4.4.1.3 受信時の動作 

 
 APSME-UPDATE-DEVICE.request プリミティブを受信すると、デバイスは 
update-device コマンド フレーム(副節 4.4.9.3 参照)を 初に生成する。このコマン

ドフレームの device address フィールドは DeviceAddress パラメータにセットされ、 
status フィールドは Status パラメータに従ってセットされ、device short address フ
ィールドは DeviceShortAddress パラメータにセットされる。このコマンドフレー

ムは、副節 4.4.1.1 で記述されているようにセキュリティ保護されている。またも

しセキュリティ処理が成功すると、NLDE-DATA.request プリミティブを発行して

DestAddress パラメータで指定されているデバイスに、送付する。  
 

4.4.4.2 APSME-UPDATE-DEVICE.indication 
 
APSME は ZDO に、update-device コマンド フレームを受信したことを報告するた

めに発行する。 
 

4.4.4.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 

このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSME-UPDATE-DEVICE.indication { 
SrcAddress, 
DeviceAddress, 
Status, 
DeviceShortAddress 
} 

 
表 4.21 は APSME-UPDATEDEVICE.indication プリミティブのパラメータを詳述

する。 
 

表 4.21 APSME-UPDATE-DEVICE.indication パラメータ 
パラメータ 名 タイプ 範囲 説明 

SrcAddress Device 
Address 

適正な 
64 ビット

アドレス 

アップデートデバイスコマンドを発行したデバイス

の 64 ビット拡張アドレス 

DeviceAddress Device 
適正な 
64 ビット

アドレス 

ステータスが更新されるデバイスの 64 ビット拡張

アドレス Address 
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表 4.21 APSME-UPDATE-DEVICE.indication パラメータ 
パラメータ 名 タイプ 範囲 説明 

Status lnteger 0x00  - 
0x07 

DeviceAddress パラメータで示されたデバイスの更新

されたステータスを示す。 
0x00＝スタンダードデバイスのセキュアな 

再参加 
0x01＝スタンダードデバイスのアンセキュアな参加

0x02＝デバイスの離脱 
0x03＝スタンダードデバイスのアンセキュアな 

再参加 
0x04＝ハイセキュリティデバイスのセキュアな 

再参加 
0x05＝ハイセキュリティデバイスの 

アンセキュアな参加 
0x06＝予約 
0x07＝ハイセキュリティデバイスの 

アンセキュアな再参加 
ステータスが更新されるデバイスの 16 ビットネッ

トワークアドレス 
Network
Address 

0x0000 -
0xFFFF DeviceShortAddress 

 
4.4.4.2.2 生成タイミング 
 
 APSME はこのプリミティブを発行するのは副節 4.4.1.2 に記述されているように

成功裏に復号化され認証された update-device コマンドフレームを受信した時であ

る。 
 

4.4.4.2.3 受信時の動作 
 

APSME-UPDATE-DEVICE.indication プリミティブを受信すると、 ZDO は

DeviceAddress パラメータで参照されたデバイスが Status パラメータに従ってステ

ータス更新をしたということを報告される。 
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4.4.5 リムーブデバイス・サービス 
 

APSME はデバイス（例えばトラストセンター）が他のデバイス（例えばルー

タ）にその一つの子がネットワークから離脱すべきということを知らせることを

許すサービスを用意する。 
 
4.4.5.1 APSME-REMOVE-DEVICE.request 
 
デバイス（例えばトラストセンター）の ZDO がこのプリミティブを発行するの

は、親(例えばルータ)のデバイスがその子供の一つをネットワークから離脱させ

ることを要求する時である。例えば、トラストセンターはこのプリミティブを認

証が失敗した子のデバイスを削除するために使うことが出来る。 
 
4.4.5.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 

 
APSME-REMOVE-DEVICE.request { 

ParentAddress, 
ChildAddress 
} 

 
表 4.22 は APSME-REMOVE-DEVICE.request のパラメータを示す。 

 
表 4.22 APSME-REMOVE-DEVICE.request パラメータ 

パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

ParentAddress Device 
Address 

適正な 
64 ビット 
アドレス 

切り離すよう要求された子デバイスの親であるデバイ

スの 64 ビット拡張アドレス 

ChildAddress Device 
Address 

適正な 
切り離すよう要求された子デバイスの 64 ビット拡張ア

ドレス 64 ビット 
アドレス 

 
4.4.5.1.2 生成タイミング 

 
ZDO (for example, on a トラストセンター) は親デバイス(ParentAddress パラメータ

で規定)がその子供デバイス(ChildAddress パラメータで規定)を離脱させたい時、 
APSME-REMOVEDEVICE.request プリミティブを発行する。 

 
4.4.5.1.3 受信時の動作 
 
APSME-REMOVE-DEVICE.request プリミティブを受信すると、デバイスは 
remove-device コマンドフレームを 初に生成する(副節 4.4.9.3 参照)。このコマン

ドフレームの child address フィールド は ChildAddress パラメータにセットされる。

このコマンドフレームは副節 4.4.1.1 に記述されている如く、セキュリティ保護さ

れており、もしセキュリティ処理が成功すると、NLDE-DATA.request プリミティ

ブを発行して、ParentAddress パラメータに指示されたデバイスに送られる。 
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4.4.5.2 APSME-REMOVE-DEVICE.indication 
 
 APSME はこのプリミティブを ZDO に、remove-device コマンドフレームを受信

したことを知らせるために発行する。 
 
4.4.5.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSME-REMOVE-DEVICE.indication { 
SrcAddress, 
ChildAddress 
} 

 
表 4.23 は APSME-REMOVEDEVICE.indication プリミティブのパラメータを示す 

 
表 4.23 APSME-REMOVE-DEVICE.indication パラメータ 

パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

SrcAddress Device 
Address 

適正な 
64 ビット 
アドレス 

子デバイスを切り離すよう要求しているデバイスの 64
ビット拡張アドレス 

ChildAddress Device 
Address 

適正な 
切り離すよう要求されている子デバイスの 64 ビット拡

張アドレス 64 ビット 
アドレス 

 
4.4.5.2.2 生成タイミング 

 
APSME は 成功裏に復号化され認証された remove-device コマンド フレーム を副

節 4.4.1.2 で規定されているように受け取った時、このプリミティブを生成する。 
 

4.4.5.2.3 受信時の動作 
 

 APSME-REMOVE-DEVICE.indication プリミティブを受信すると、ZDO は、

SrcAddress パラメータで参照されたデバイスが、ChildAddress パラメータで参照

された子デバイスをネットワークから離脱させることを要求していることを知る。 
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4.4.6 リクエストキー・サービス 
 

APSME はあるデバイスに、アクティブネットワーク キーまたはマスターキーを

他のデバイス(例えばそのトラストセンター)から要求することを許可するサービ

スを提供する。 
 

4.4.6.1 APSME-REQUEST-KEY.request 
 
このプリミティブは ZDO にアクティブネットワーク キーか新しいエンドツーエ

ンド・アプリケーション キー(マスターまたはリンク)のどちらかをリクエストす

ることを許可する。 
 
4.4.6.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSME-REQUEST-KEY.request { 
DestAddress, 
KeyType, 
PartnerAddress 
} 

 
表 4.24 は APSME-REQUEST-KEY.request プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 4.24 APSME-REQUEST-KEY.request パラメータ 

パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

DestAddress Device 
Address 

適正な 
64 ビット 
アドレス 

request-key コマンドが送られれべきデバイスの 64-bit 拡
張アドレス 

KeyType Octet 0x00 – 
0xFF 

要求されているキーのタイプ: 
0x01＝ネットワークキー 
0x02＝アプリケーション キー 
0x00 と 0x03-0xFF ＝Reserved 

PartnerAddress Device 
Address 

適正な  KeyType パラメータ がアプリケーション キーを示して

いたら、この パラメータ はキーを要求しているデバイ

スと同じキーを受け取るデバイスの 64-bit 拡張アドレス 
64 ビット 
アドレス 

 
4.4.6.1.2 生成タイミング 

 
 デバイスの ZDO は APSME-REQUEST-KEY.request プリミティブ を、アクティブ

ネットワーク キーまたは新しいエンドツーエンド・アプリケーション キー(マス

ターまたはリンク)のどちらかを要求する時に生成する。 
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4.4.6.1.3 受信時の動作 
 
APSME-REQUEST-KEY.request プリミティブを受信すると、デバイスは request-
key コマンドフレーム(副節 4.4.9.5)を生成する。このコマンドフレームの key type
フィールドは KeyType パラメータと同じ値をセットする。もし KeyType パラメ

ータが 0x02(即ち  アプリケーション  キー )なら、このコマンドフレームの

partneraddress フィールドは PartnerAddress パラメータである。それ以外は、この

コマンドフレームの partner address フィールドは無い。 
このコマンドフレームは 副節 4.4.1.1 に記述されているようにセキュリティ保護

され、もし、セキュリティ処理が成功すれば、NLDE-DATA.request プリミティブ

を発行し、DestAddress パラメータで指定されたデバイスに送られる。 
 

4.4.6.2 APSME-REQUEST-KEY.indication 
 

APSME はこのプリミティブを、ZDO に、request-key コマンド フレームを受信し

たことを報告するために発行する。 
 

4.4.6.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 

このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSME-REQUEST-KEY.indication { 
SrcAddress, 
KeyType, 
PartnerAddress 
}  

 
表 4.25 は APSME-REQUEST-KEY.indication プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 4.25 APSME-REQUEST-KEY.indieation パラメータ 

パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

SrcAddress Device 
Address 

適正な 
64 ビット

アドレス 

request-key コマンド を送ったデバイスの 64-bit 拡張アド

レス 

KeyType Octet 0x00 – 
0xFF 

要求されているキーのタイプ： 
0x01＝ネットワーク キー 
0x02＝アプリケーション キー 
0x00 と 0x03 – 0xFF ＝Reserved 

PartnerAddress Device 
適正な KeyType パラメータ がアプリケーション キーを示して

いたら、この パラメータ はキーを要求しているデバイ

スと同じキーを受け取るデバイスの 64-bit 拡張アドレス 
64 ビット

アドレス 
Address 
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4.4.6.2.2 生成タイミング 
 

APSME はこのプリミティブを、成功裏に復号化 request-key コマンド フレーム を
受信した時に生成する。（副節 4.4.1.2 参照） 
 
4.4.6.2.3 受信時の動作 

 
 APSME-REQUEST-KEY.indication プ リ ミ テ ィ ブ を 受 信 す る と 、 ZDO は 
SrcAddress パラメータで参照されるデバイスがキーを要求していることを通知さ

れる。要求されているキーのタイプは KeyType パラメータで指定され、もし

KeyType パラメータが 0x02(即ちアプリケーション キー)なら、PartnerAddress パ

ラメータはパートナーデバイスに、どれがキーを要求しているデバイスと同じキ

ーを受け取るか、知らせる(即ち、SrcAddress パラメータで示されるデバイス)。 
 

4.4.7 スイッチキー・サービス 
 

APSME は、デバイス(例えばトラストセンター)に、他のデバイスに新しいネット

ワークキーに変えることを知らせることを許可するサービスを用意する。 
 

4.4.7.1 APSME-SWITCH-KEY.request 
 

このプリミティブはデバイス(例えばトラストセンター)に他のデバイスが新しい

アクティブネットワークキーに切り替えることを要求することを許可する。 
 

4.4.7.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 

 
APSME-SWITCH-KEY.request { 

DestAddress, 
KeySeqNumber 
} 

 
表 4.26 は APSME-SWITCH-KEY.request プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 4.26 APSME-SWITCH-KEY.request パラメータ 

パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

DestAddress Device 
適正な 
64 ビット

アドレス 

switch-key コマンドが送られたデバイスの 64-bit 拡張アド

レス Address 

トラストセンターによってネットワークキーに指定さ

れ、ネットワークキーを見分けるために使われるシーク

エンス番号。 

0x00 – 
0xFF KeySeqNumber Octet 
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4.4.7.1.2 生成タイミング 
 
デバイスの ZDO(例えばトラストセンター)は、あるデバイスに新しいアクティブ

ネットワークキーに切り替えることを知らせたい時、 APSMESWITCH-
KEY.request プリミティブを生成する。 

 
4.4.7.1.3 受信時の動作 

 
 APSME-SWITCH-KEY.request プリミティブを受信すると、デバイスは 初に

switch-key コマンド フレームを生成する(副節 4.4.9.6 参照)。このコマンドフレー

ムの シークエンスナンバーフィールドは KeySeqNumber パラメータと同じ値にセ

ットする。 
 
このコマンドフレームは副節 4.4.1.1 に示されているようにセキュリティ保護され

ており、そしてもし、セキュリティ処理が成功なら、NLDE-DATA.request プリミ

ティブを発行し、DestAddress パラメータに示されるデバイスに送られる。 
 

4.4.7.2 APSME-SWITCH-KEY.indication 
 

APSME はこのプリミティブを、ZDO に switch key コマンドフレームを受信した

ことを知らせるために発行する。 
 

4.4.7.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 

このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSME-SWITCH-KEY.indication  { 
SrcAddress, 
KeySeqNumber 
} 

 
表 4.27 は APSME-SWITCH-KEY.indication プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 4.27 APSME-SWITCH-KEY.indication パラメータ 

パラメータ 名 タイプ 範囲 説明 

SrcAddress Device 
適正な 
64 ビット

アドレス 

スイッチーキーコマンドを送ったデバイスの 64-bit 拡張

アドレス Address 

トラストセンターによってネットワークキーに指定さ

れ、ネットワークキーを見分けるために使われるシーク

エンス番号。 
KeySeqNumber Octet 0x00 -0xFF

 
4.4.7.2.2 生成タイミング 
 
APSME は switch-key コマンド フレーム を受け取り、それが成功裏に復号化され

認証されて（副節 4.4.1.2 に記述されているように）居る時にこのプリミティブを

生成する。 
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4.4.7.2.3 受信時の動作 
 
APSME-SWITCH-KEY.indication プリミティブを受信すると、ZDO は、SrcAddress 
パラメータで参照されているデバイスが、KeySeqNumber パラメータで参照され

ているネットワークキーが新たにアクティブネットワークキーとすることを要求

していることを通知される。 
 
4.4.7.3 Secured APDU フレーム 

 
 APS 層フレーム フォーマットは APS header と APS payload フィールド(図 2.4 参

照)からなる。APS ヘッダは frame control と addressing フィールドからなる。 
 APDU フレームにセキュリティがかけられると、APS freamecontrol フィールドの 
security bit は 1 にセットされ、補助フレームヘッダ auxiliary frame header の存在を

示す。 
auxiliary frame header のフォーマットは 副節 4.5.1 に示されている。一つのセキュ

アな APS 層 フレーム のフォーマットは 図 4.5 に示されている。auxiliary frame 
header は APS header と payload フィールドの間にある。 

 
オクテット値 5 または 6 変数 

Encrypted 
payload Encrypted message integrity code (MIC) Original APS header  

([B71] 7.1 章参照) 

Auxiliary
frame 
header Secure frame payload＝output of CCM* 

Fu11 APS header  Secured APS payload 

図 4.5  Secured APS 層 フレーム フォーマット 
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4.4.8 エンティティ認証 サービス 
 

 APSME は二つのデバイスが互いに認証しあうことを許可するサービスを提供す

る。このプロセスは、プリシェアされた秘密の、この場合、キーに基づいた応答

によるランダムチャレンジを使用して、データの送信者を認証する。 
 

4.4.8.1 APSME-AUTHENTICATE.request 
 
 APSME-AUTHENTICATE.request プリミティブはエンティティ認証の開始、また

は他のデバイスによって開始されたエンティティ認証への応答に使用される。こ

のプリミティブはフレームセキュリティを使わずに他のデバイスを認証する必要

がある時にも使用できる。このプロトコルはプリシェアされたキーを共有する２

つのデバイスに基づく認証を確実にする。 
 

4.4.8.1.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 
このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSME-AUTHENTICATE.request  { 
PartnerAddress, 
Action, 
RandomChallenge 
} 

 
 
表 4.28 は APSME-AUTHENTICATE.request プリミティブのパラメータを示す。 
 

表 4.28 APSME-AUTHENTICATE.request パラメータ 
パラメータ 名 タイプ 範囲 説明 

PartnerAddress DevAddress 適正な 64 ビット 
アドレス 

エンティティ認証要求中の対向デバイス

の 64-bit 拡張アドレス 

Action Enumeration 
INITIATE，
RESPOND_ACCEPT,
RESPOND_REJECT 

要求された action を指定する。 
表 4.29 参照。 

開始者から当初受信した 16 オクテット

ランダムチャレンジ。このパラメータは

Action パラメータが RESPOND_ACCEPT
に一致する時のみ有効。 

16 オクテッ

トのセット 
RandomChallenge  

 
表 4.29 Action パラメータ・エニュメレーション 

エニュメレーション 値 説明 
INITIATE 0x00 エンティティ認証を開始する 
RESPOND_ACCEPT 0x01 エンティティ認証要求に応答する。アクセプトする。 

RESPOND_REJECT 0x02 エンティティ認証要求に応答する。拒否する。 
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4.4.8.1.2 生成タイミング 
 
開始者または応答者デバイスの ZDO が、エンティティ認証を開始又は応答する

必要かある場合にこのプリミティブを生成する。もし ZDO が APSME-
AUTHENTICATE.indication プリミティブに応答する場合、RandomChallenge パラ

メータはこの通知の RandomChallenge パラメータに対応してセットされる。 
 
4.4.8.1.3 受信時の動作 
 
Action パラメータが INITIATE にセットされた APSME-AUTHENTICATE.request
プリミティブを受け取ると、APSME は相互エンティティ認証プロトコルを開始

する。それは副節 4.4.8.5 に記述してある。ローカル APSME はこのプロトコルの

開始者として機能し、PartnerAddress パラメータで示された APSME は応答者とし

て機能する。 
Action パ ラ メ ー タ が RESPOND_ACCEPT に セ ッ ト さ れ た APSME-
AUTHENTICATE.request プリミティブを受け取ると、APSME は相互エンティテ

ィ認証プロトコルの応答に携わる。それは副節 4.4.8.5 に記述してある。ローカル 
APSME はこのプロトコルの応答者として機能し、PartnerAddress パラメータで示

された APSME は開始者として機能する。もし Action パラメータが

RESPOND_REJECT にセットされていればエンティティ認証は実行されない。 
 
4.4.8.2 APSME-AUTHENTICATE.confirm 
 
このプリミティブは、開始者と応答者デバイスの ZDO に、エンティティ認証の

完了か不成功を通知するために発行される。 
 
4.4.8.2.1 サービスプリミティブのセマンティクス 

 
このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 

APSMEAPSME-AUTHENTICATE.confirm { 
Address, 
Status 
} 

 
表 4.30 は APSME-AUTHENTICATE.confirm プリミティブのパラメータを示す。

これらのコードに付け加えて、Status パラメータが SUCCESS 以外の値にセット

された NLDE-DATA.confirm プリミティブは、これらのうちどれかのプロトコル

メッセージが送られる時、APSME-AUTHENTICATE.confirm プリミティブの

Status パラメータがＮＷＫ層から受け取られたそういう値にセットされる時に発

行される。 
 

表 4.30 APSME-AUTHENTICATE.confirm パラメータ 
パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

Address DevAddress 適正な 64 ビット 
アドレス 

エンティティ認証が起こったデバイスの 
64-bit 拡張アドレス 
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表 4.30 APSME-AUTHENTICATE.confirm パラメータ 
パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

Status Enumeration 

表 4.29 で示された値、

または NLDE-
DATA.confirmプリミ

ティブから返った 
エンティティ認証の 終ステータス 

ステータス値。 
 

4.4.8.2.2 生成タイミング 
 
開始者又は応答者の APSME はこのプリミティブをエンティティ認証の完了時に

ZDO に発行する。 
 

4.4.8.2.3 受信時の動作 
 
APSME-AUTHENTICATE.confirm プリミティブを受信すると、開始者の ZDO は

応答者を認証する要求の結果を通知される。もし送付が成功なら Status パラメー

タは SUCCESS にセットされ、ZDO はそれが応答者とキーを共有していること、

応答者から認証されたデータを受け取ったことを知る。 
応答者の ZDO は開始者からの認証されたデータの送付の結果を通知される。も

し送付が成功ならば、Status パラメータは SUCCESS にセットされ、ZDO は開始

者とキーを共有して、開始者から認証されたデータを受け取ったことを知る。 
 

4.4.8.3 APSME-AUTHENTICATE.indication 
 
応答者の APSME はこのプリミティブを、開始者から 初の認証メッセージを受

け取った時、ZDO に発行する。 
 

4.4.8.3.1 サービスプリミティブのセマンティクス 
 

このプリミティブのインターフェースは以下の通りである: 
 
APSME-AUTHENTICATE.indication { 

InitiatorAddress, 
RandomChallenge, 
} 

 
表 4.31 は APSME-AUTHENTICATE.indication プリミティブのパラメータを示す。 

 
表 4.31 APSME-AUTHENTICATE.indication パラメータ 

パラメータ名 タイプ 範囲 説明 

適正な 64 ビット

アドレス 
DevAddress 
Enumeration lnitiatorAddress 開始者デバイスの 64-bit 拡張アドレス 

16 オクテッ

トのセット 
開始者から受信した 16 オクテットランダム

チャレンジ 
RandomChallenge - 
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4.4.8.3.2 生成タイミング 
 
応答者デバイスの APSME は ZDO にエンティティ認証を開始する要求を開始者

から受け取った時に、このプリミティブを発行する。 
 

4.4.8.3.3 受信時の動作 
 
APSME-AUTHENTICATE.indication プリミティブを受信すると、ZDO は開始者ア

ドレスパラメータに示された開始者とエンティティ認証をするか決める。もしそ

うなら、ZDO は APSME-AUTHENTICATE.request プリミティブを使って応答し、

その時、 Action パラメータを  RESPOND_ACCEPT にセットし、 APSME-
AUTHENTICATE.request プリミティブの対応する RandomChallenge パラメータを 
RandomChallenge パラメータにセットする。もしエンティティ認証を開始者と望

まないなら、ZDO は APSMEAUTHENTICATE.request プリミティブを使って応答

し、その時、Action パラメータを RESPOND_REJECT にセットする。 
 

4.4.8.4 データサービスメッセージ・シークエンスチャート 
 
図 4.6 は２つのデバイス間のエンティティ認証の成功に必要なシークエンスを示

す。 
 

 
 

1.APSME-AUTHENTICATE.request 

（開始者） 

4.APSME-AUTHENTICATE.confirm 

2.APSME-AUTHENTICATE.indication

3.APSME-AUTHENTICATE.request 

（応答者） 

5.APSME-AUTHENTICATE.confirm 

相互エンティティ

認証 

ZDO ZDO APSME APSME 

図 4.6 APSME-AUTHENTICATE プリミティブの成功した場合のシークエンスチャート 
 

4.4.8.5 相互エンティティ認証プロトコル 
 
開始者と応答者の APSME は副節 B.8 に規定された相互エンティティ認証スキー

ムを実行する。副節 B.8 に示されたスキームの間送られたメッセージは表 4.32 で

与えられた名前で呼ばれる。これらのエンティティ認証フレームのフォーマット

は副節 4.4.9.7 に示されている。. 
開始者と応答者チャレンジフレームの KeyType サブフィールドは 0x00 にセット

され、共有キーは開始者と応答者間で共有された アクティブネットワーク キー

であることを示す。 
副節 B.8.2 の必須ステップ 2 で示された MacKey は、nwkActiveKeySeqNumber に対

応するキーを使って、nwkSecurityMaterialSet に関して NLME-GET.request を使用

して得られた開始者と応答者間で共有されたアクティブネットワークキーである。
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もし入ってくる開始者あるいは応答者のチャレンジフレームの KeySeqNumber サ
ブフィールドがネットワークキーの nwkActiveKeySeqNumber とマッチしないか、

ネ ッ ト ワ ー ク キ ー が 利 用 で き な い 時 、 ロ ー カ ル APSME は 
APSMEAUTHENTICATE.confirm プリミティブ の Status パラメータを NO_KEY
にセットして発行する。 

 
副節 B.8.2 必須ステップ 2 と副節 B.8.2 step7 に記述されるように Text1 は、副節

A.1 に規定されているオクテット表記を使って、応答者のアクティブネットワー

ク  キーと関連している送出フレームカウンタにセットされる。NLME-
GET.request を使って、nwkActiveKeySeqNumber に一致する KeySeqNumber entry を

持つ nwkSecurityMaterialSet entry の送信フレームカウンタ entry である。もしフレ

ー ム カ ウ ン タ が 利 用 で き な い な ら 、 応 答 者 の APSME は APSME-
AUTHENTICATE.confirm プリミティブの Status パラメータを NO_DATA にセッ

トし発行する。応答者に対応する 受信フレームカウンタ、開始者の アクティブ

ネットワーク キーに関連して、は副節 B.8.1 step 6 に規定されているように Text1
にセットされる。NLME-SET.request を使用して、これは、SenderAddress entry が、

nwkActiveKeySeqNumber と 一 致 す る KeySeqNumber entry を 持 つ

nwkSecurityMaterialSet entry の応答者に対応するところの受信フレームカウンタ

Set entry の受信フレームカウンタ entry である。 
副節 B.8.1 必須ステップ 1 と副節 B.8.1 step 4 で記述されている Text2 は副節 A.1
で規定されるオクテット表記を使って、開始者のアクティブネットワークキーと

関連する送信フレームカウンタにセットされる。NLME-GET.request を使って、

こ れ は 、 nwkActiveKeySeqNumber, と 一 致 す る KeySeqNumber entry を 持 つ

nwkSecurityMaterialSet entry の送信フレームカウンタ entry である。もしフレーム

カ ウ ン タ が 利 用 で き な い 時 は 、 応 答 者 の APSME は APSME-
AUTHENTICATE.confirm プリミティブ を Status パラメータを NO_DATA にセッ

トして発行する。応答者のアクティブ ネットワークキーに関連する開始者に対

応する 受信フレームカウンタは Text2 に、副節 B.8.2 step3 で規定されているよう

に、セットされる。NLME-SET.request を使って、これが受信フレームカウンタ

Set entry の 受信フレームカウンタ entry であり、ここで SenderAddress entry は、

nwkActiveKeySeqNumber にと一致する対応する KeySeqNumber entry を持つ

nwkSecurityMaterialSet entry の、開始者と対応する。  
 

 NLDE-DATA.request プリミティブが challenge フレームまたは MAC と data フレ

ームのどちらかを送るために発行された時、SecurityEnable パラメータ は常に 
FALSE にセットされネットワーク層ではセキュリティが使用されていないこと

を示す。 
 
認 証 ス キ ー ム は 開 始 者 又 は 応 答 者 の チ ャ レ ン ジ が 送 ら れ た 時 、

apsSecurityTimeoutPeriod の時間のタイマーを開始することで守られる。 
 
認証スキームの間、もし表 4.33 にリストされるエラーのどれかが起こった場合、

スキームは中止され、ローカル APSME は APSME-AUTHENTICATE.confirm プリ

ミティブの Status パラメータを表 4.33 に示されるようにセットし発行する。もし

エラーが無い場合(即ち、認証スキームが「有効」を出力した)、開始者は示され
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たキーを使用して応答者とセキュアな通信が可能であると判断する。開始者と応

答者は APSME-AUTHENTICATE.confirm プリミティブを Status パラメータを 
SUCCESS にセットして発行する。 

 
表 4.32 フレーム 名 と相互エンティティ認証スキームのマッピング Messages 

フレーム 名 説明 参照 

APS_CMD_EA_INIT_CHLNG  action step 1(副節 B.8.1)の間、開始者

によって送られる。 
4.4.9.7.1 

APS_CMD_EA_RSP_CHLNG action step 2(副節 B.8.2)の間、応答者

によって送られる。. 
4.4.9.7.2 

APS_CMD_EA_INIT_MAC_DATA action step 5(副節 B.8.1)の間、開始者

によって送られる。. 
4.4.9.7.3 

action step 8(副節 B.8.2).の間、応答者

によって送られる。 
APS_CMD_EA_RSP_MAC_DATA 4.4.9.7.4 

 
表 4.33 相互エンティティ認証 エラーコンディションと ステータスコードのマッピング 

ステータス説明 ステータスコード value 
エラーなし SUCCESS 0x00 
キー確立のプリミティブの一つに不正なパラメ

ータが入力された。 
INVALID_PARAMETER 0x01 

認証キーが存在しない NO_KEY 0x02 

認証データが存在しない。 NO_DATA 0x03 

チャレンジが不正だった： 
開始者－action step 2 間(副節 B.8.1) 
応答者－action step 1 間(副節 B.8.2). 

INVALID_CHALLENGE 0x04 

MAC 変換が無効の出力を出した 
開始者－action step 4 間 (副節 B.8.1) 
応答者－action steps 4 と 7 (副節 B.8.2) 

INVALID_MAC 0x05 

タグ確認の変換が不正の出力を出した 
開始者－action step 3 間 (副節 B.8.1) 
応答者－action step 6 間 (副節 B.8.2). 

INVALID_KEY 0x06 

開始者か応答者が期待される入力メッセージを

apsSecurityTimeoutPeriod 以上の時間待った。 
TIMEOUT 0x07 
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4.4.9 コマンドフレーム 
 

APS 層コマンド フレーム フォーマットはこの節で示される。 
全ての APS 層 コマンド フレームは明示されなければセキュアに送られる。 
コマンド識別子の値は 表 4.34 に示される。 

 
表 4.34 コマンド識別子の値 

コマンド識別子（Command Identifier） 値 
APS_CMD_SKKE_1 0x01

APS_CMD_SKKE_2 0x02

APS_CMD_SKKE_3 0x03

APS_CMD_SKKE_4 0x04

APS_CMD_TRANSPORT_KEY 0x05

APS_CMD_UPDATE_DEVICE 0x06

APS_CMD_REMOVE_DEVICE 0x07

APS_CMD_REQUEST_KEY 0x08

APS_CMD_SWITCH_KEY 0x09

APS_CMD_EA_INIT_CHLNG 0x0A

APS_CMD_EA_RSP_CHLNG 0x0B

APS_CMD_EA_INIT_MAC_DATA 0x0C

APS_CMD_EA_RSP_MAC_DATA 0x0D

APS_CMD_TUNNEL 0x0D
 

4.4.9.1 Key-Establishment コマンド 
 

 キー確立の間に使われる APS コマンド フレームはこの節で規定される。一般的

な APS フレームフォーマットの APS ヘッダのオプショナルなフィールドは存在

しない。全てのキー確立コマンドフレームはセキュリティ保護無しで送られる。 
包括的な SKKE コマンドフレーム のフォーマットは図 4.7 に示される。 
 

オクテット: 1 1 1 8 8 16 

Frame control APS 
counter

APS 
command Initiator 

address 
Responder

address Data 
identifier 

APS header Payload 

図 4.7 一般的な SKKE フレームコマンド・フォーマット 
 

4.4.9.1.1 コマンド 識別子フィールド 
 
 コマンド識別子フィールドは APS コマンドタイプ示す。SKKE フレームに関し

ては、コマンド identifier は SKKE-1、 SKKE-2、 SKKE-3、または SKKE-4 フレー

ムのいずれかを、 frame タイプ  (APS_CMD_SKKE_1、APS_CMD_SKKE_2、
APS_CMD_SKKE_3、 APS_CMD_SKKE_4、 表 4.34 参照)に依り示す。 
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4.4.9.1.2 開始者アドレス フィールド 
 
 開始者アドレス フィールドはキー確立プロトコルにおいて開始者の役目をする

デバイスの 64-bit 拡張 address である。 
 
4.4.9.1.3 Responder Address フィールド 
 
 responder address フィールド はキー確立プロトコルにおいて応答者の役目をする

デバイスの 64-bit 拡張 address である。 
 
4.4.9.1.4 Data フィールド 

 
data フィールド の内容は コマンド 識別子フィールドに依存する (即ち SKKE-1、 
SKKE-2、 SKKE-3、または SKKE-4)。  4.4.9.1.4.1 から 4.4.9.1.4.4 まで、それぞれ

のコマンドタイプの data フィールド の内容を記述している。 
 

4.4.9.1.4.1 SKKE-1 フレーム 
 
 data フィールド は副節 B.7.1 の action step 1 の間に開始者によって生成される

challenge QEU のオクテット表記である。 
 
4.4.9.1.4.2 SKKE-2 フレーム 

 
data フィールド は副節 B.7.2 の action step 2 の間に応答者によって生成される

challenge QEV のオクテット表記である。 
 

4.4.9.1.4.3 SKKE-3 フレーム 
 
data フィールド は副節 B.7.1 の action step 1 の間に開始者によって生成される c 
string MacTag2 のオクテット表記である。 

 
4.4.9.1.4.4 SKKE-4 フレーム 
 
data フィールド は副節 B.7.2 の action step 10 の間に応答者によって生成される c 
string MacTag1 のオクテット表記である。 

 
4.4.9.2 トランスポートキーコマンド 
 
 トランスポートキーコマンド フレーム のフォーマットは 図 4.8 に示される。 
包括的な APS フレーム フォーマットの APS header のオプショナルフィールドは

存在しない。 
 

オクテット: 1 1 1 1 variable 

Frame control APS counter APS command identifier Keytype Key descriptor 

APS header Payload 

図 4.8  トランスポートキーコマンド フレーム 
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4.4.9.2.1 コマンド 識別子フィールド 
 
 コマンド識別子フィールドはトランスポート・キーAPS コマンドタイプ

(APS_CMD_TRANSPORT_KEY、 表 4.34 参照)を示す。 
 

4.4.9.2.2 Key Type フィールド 
 
このフィールドは 8 ビット長で、トランスポートされるキーのタイプを記述する。

異なったタイプのキーは表 4.12 に列挙される。 
 

4.4.9.2.3 Key Descriptor フィールド 
 
このフィールドは可変長で、関連する identification と使用パラメータとともに、

transported key の実際の（保護されていない）値を含んでいる。 
このフィールドの情報はトランスポートされるキーのタイプに依存する( key type 
フィールドで示されているように。4.4.9.2.2 参照)そして次の副節で記述されるフ

ォーマットの一つにセットされる。 
 

4.4.9.2.3.1 トラストセンター マスター または リンクキー Descriptor フィールド 
 
もし key type フィールドが 0 または 4 にセットされていたら、key descriptor フィ

ールドは図 4.9 に示されるようにフォーマットされる。 
 

オクテット: 16 8 8 
Key Destination address Source address 

図 4.9 トランスポートキーコマンドのトラストセンターマスターキー・デスクリプタフィールド 
 

・ key サブフィールドはトラストセンター とリンクキー（複数も可）をセット

アップするために使われる マスター key を入れる。 
・ destination address サブフィールドはこのマスターキーを使用するデバイスの

アドレスを入れる。 
・ Source address サブフィールドは 初このマスターキーを送ったデバイス

（例えば、トラストセンター）のアドレスを入れる。 
 

4.4.9.2.3.2 ネットワークキー Descriptor フィールド 
 
もし key type フィールドが 1、5 又は 6 にセットされていたら、このフィールド

は図 4.10 に示されるようにフォーマットされる。. 
 

1 8 8 オクテット: 16 
Sequence 
number 

Destination 
address Key Source address 

図 4.10 トランスポートキーコマンドのネットワークキー・デスクリプタフィールド 
 

・ key サブフィールドにはひとつの ネットワークキーを入れる。 
・ Sequence number サブフィールド にはこのネットワークキーに関連する シー

クエンスナンバーを入れる。 
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destination address サブフィールドにはこのネットワークキーを使うデバイス

のアドレスを入れる。 
・ もしネットワークキーがブロードキャストアドレスに送られたなら、 

destination address サブフィールドはオール・ゼロのストリングにセットされ、

受信時には無視される。 
・ ソースアドレス サブフィールドには 初にこのネットワークキーを送った

デバイス（例えば、トラストセンター）のアドレスが入る。 
 

4.4.9.2.3.3 アプリケーション マスター と リンクキー Descriptor フィールド 
 
もしkey typeフィールドが2または3にセットされていたら、このフィールドは図 
4.11の様にフォーマットされる。 
 

オクテット: 16 8 1 

Key Partner address lnitiator flag 

図 4.11 トランスポートキーコマンドのアプリケーション マスターキー・ 
デスクリプタフィールド 

 
・ key サブフィールドには partner address サブフィールドで定義されるデバイス

と共有される マスター または リンクキー を入れる。 
・ partner address サブフィールドにはこのリンク 又はマスター key が送られた

他のデバイス（単数）のアドレスが入る。 
・ initiator flag サブフィールド は、もしこのパケットを受け取ったデバイスが

このキーを要求している場合、1 にセットされる。それ以外は 0 にセットさ

れる。 
 

4.4.9.3 Update Device コマンド 
 

デバイスアップデートに使われる APS コマンドフレームはこの節で定義される。

一般的な APS フレーム フォーマットの APS ヘッダ部のオプショナルなフィール

ド（複数）は存在しない。 
update-device コマンド フレームは図 4.12 に示すようにフォーマットされる。 

 
オクテット: 1 1 1 8 2 1 

Frame control APS 
counter 

APS 
command 
identifier 

Device 
short 

address 

Device 
Address Status 

APS Header Payload 

図 4.12 Update-Device コマンド フレーム フォーマット 
 

4.4.9.3.1 コマンド 識別子フィールド 
 
 コ マ ン ド  識 別 子 フ ィ ー ル ド は update-device APS コ マ ン ド  タ イ プ

(APS_CMD_UPDATE_DEVICE、表 4.34 を参照)を指示する。 
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4.4.9.3.2 Device Address フィールド 
 

device address フィールドはステータスが更新されるデバイスの 64-bit 拡張アドレ

スである。 
 

4.4.9.3.3 Device Short Address フィールド 
 
device short address フィールドは更新されるデバイスの 16-bit ネットワークアドレ

スである。 
 

4.4.9.3.4 Status フィールド 
 
status フィールドは表 4.20 に Status パラメータとして定義される値が入る。 
 
4.4.9.4 Remove Device コマンド 

 
あるデバイスを離脱させるために使われる APS コマンド フレームはこの節で定

義される。 
general APS フレーム フォーマットの APS header portion のオプショナルフィール

ドは存在しない。 
 

remove-device コマンド フレームは図 4.13 にあるようにフォーマットされる。 
 

オクテット: 1 1 1 8 

Frame control 
APS 

command 
identifier 

Child 
address 

APS 
counter

APS Header Payload 

図 4.13 Remove-Device コマンド フレーム フォーマット 
 

4.4.9.4.1 コマンド 識別子フィールド 
 
 コ マ ン ド 識 別 子 フ ィ ー ル ド は remove-device APS コ マ ン ド の タ イ プ

(APS_CMD_REMOVE_DEVICE、表 4.34 参照)を指示する。 
 

4.4.9.4.2 Child Address フィールド 
 
 child address フィールド はネットワークから離脱させるように要求されたデバイ

スの 64-bit 拡張アドレスである。 
 
4.4.9.5 Request-Key コマンド 

 
キーを要求するためにデバイスによって使用される APS コマンド フレームはこ

の節で定義される。一般的な APS フレーム フォーマット の APS ヘッダ部の 
optional フィールドは存在しない。 

 
request-key コマンド フレームは図 4.14 に示されるようにフォーマットされる。. 
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1 オクテット: 1 1 1 0/8 

Frame control APS 
counter

APS 
command 
identifier 

Key 
type 

Partner 
address 

APS Header Payload 

図 4.14 Request-Key コマンド フレーム フォーマット 
 

4.4.9.5.1 コマンド 識別子フィールド 
 

 コ マ ン ド 識 別 子 フ ィ ー ル ド は request-keyAPS コ マ ン ド の タ イ プ

(APS_CMD_REQUEST_KEY、表 4.34 参照)を指示する。 
 

4.4.9.5.2 Key Type フィールド 
 

key type フィールドはネットワークキーが要求されている時、１にセットされる。

アプリケーションキーが要求されている時、 2 にセットされる。トラストセンタ

ーリンクキーが要求されている時は 4 にセットされる。 
 

4.4.9.5.3 Partner Address フィールド 
 

key type フィールドが 2 (即ち、アプリケーションキー)の時、partner address フィ

ールドにはキーを送られるパートナーデバイスの 64-bit 拡張アドレスが入る。パ

ートナーデバイスと request-key コマンドを発行したデバイスの両方ともキーが送

られる。 
key-type フィールドが 1(即ち ネットワークキー)の時、partner address フィールド

は存在しない。 
 

4.4.9.6 Switch-Key コマンド 
 

キーをスイッチするためにあるデバイスによって使われる APS コマンド フレー

ムはこの節で定義される。一般的な APS フレームフォーマットの APS header 
portion の optional フィールドは存在しない。 

 
 switch-key コマンド フレームは 図 4.15 にあるようにフォーマットされる。 

 
オクテット: 1 1 1 １ 

Frame control APS 
counter 

APS command 
identifier Sequence number 

APS Header Payload 

図 4.15 Switch-key コマンド フレーム フォーマット 
 

4.4.9.6.1 コマンド 識別子フィールド 
 

コ マ ン ド  識 別 子 フ ィ ー ル ド は switch-key APS コ マ ン ド  タ イ プ

(APS_CMD_SWITCH_KEY、表 4.34 参照)を指示する。 
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4.4.9.6.2 シークエンスナンバー フィールド 
 

シークエンスナンバー フィールドにはアクティブにするネットワークキーを特

定する シークエンスナンバーが入る。 
 

4.4.9.7 エンティティ認証 フレーム 
 

エンティティ認証の間に使われる APS コマンド フレームはこの節で定義される。

一般的な APS フレームフォーマットの APS header 部の optional フィールドは存

在しない。開始者と応答者はパケット転送の衝突を避けるべくそれぞれの転送に

おいてランダムな遅延を入れるべきだ。 
 

4.4.9.7.1 エンティティ認証 Initiator Challenge フレーム 
 

この フレームは相互エンティティ認証プロトコルの間、開始者によって応答者

に送られ、図 4.16 に示されるようにフォーマットされる。 
 

オクテット: 1 1 1 variable 8 8 16 

Framecontrol APS 
counter 

APS 
command
identifier

Keylnfo lnitiator Responder Challenge 

APS Header Payload 

図 4.1 6 エンティティ認証 lnitiator Challenge フレーム フォーマット 
 

4.4.9.7.1.1 コマンド識別子フィールド 
 

コマンド識別子フィールド は エンティティ認証 Initiator Challenge APS コマンド

のタイプ(APS_CMD_EA_INIT_CHLNG、表 4.34 参照)を指示する。 
 

4.4.9.7.1.2 KeyInfo フィールド 
 

KeyInfo フィールドは 図 4.17 に示されるように２つのサブフィールドに分かれる。 
 

オクテット: 1 0/1 

KeyType KeySeqNumber 

図 4.17 Keylnfb フィールド フォーマット 
 

4.4.9.7.1.2.1 KeyType サブフィールド 
 

KeyType フィールドは 1octet 長で表 4.35 に示される予約されていない値にセット

される。 
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表 4.35 KeyType サブフィールドの値 
value 説明 
0x00 アクティブ ネットワークキー. 
0x01 開始者と応答者間で共有されたリンクキー  
0x02-0xff 予約 

 
4.4.9.7.1.2.2 KeySeqNumber サブフィールド 

 
KeySeqNumber サブフィールドはアクティブ・ネットワークキー の key シークエ

ンスナンバーがセットされる。 
 

4.4.9.7.1.3 Initiator フィールド 
 

initiator フィールドはこのスキームの開始者の役割をするデバイスの 64 ビット拡

張アドレスにセットされる。 
 

4.4.9.7.1.4 Responder フィールド 
 

responder フィールドはこのスキームの応答者の役割をするデバイスの 64 ビット

拡張アドレスにセットされる。 
 

4.4.9.7.1.5 Challenge フィールド 
 

challenge フィールドは action step 1（副節 B.8.1 間）に開始者によって生成された

challenge QEU のオクテット表記である。 
 

4.4.9.7.2 エンティティ認証 Response Challenge フレーム 
 

このフレームは相互エンティティ認証 プロトコルの間、応答者によって開始者

に送られる 初のフレームである。フォーマットは図 4.18 に定義されている。 
 

オクテット: 1 1 1 variable 8 8 16 

Frame control APS 
counter 

APS 
command
identifier 

Keylnfo lnitiator Responder Challenge 

APS Header Payload 

図 4.18 エンティティ認証 Responder Challenge フレーム フォーマット 
 

4.4.9.7.2.1 コマンド 識別子フィールド 
 

コマンド識別子フィールドは エンティティ認証 Responder Challenge APS コマン

ド のタイプ(APS_CMD_EA_RSP_CHLNG、表 4.34 参照)を指示する。 
 

4.4.9.7.2.2 KeyInfo フィールド 
 

KeyInfo フィールドは図 4.19 に示されるように２つのサブフィールドに分かれる。 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



ZigBee Specification 461
Document 053474r17 

 
 

0/1 オクテット: 1 
KeyType KeySeqNumber 

図 4.19 Keylnfo フィールド フォーマット 
 

4.4.9.7.2.2.1 KeyType サブフィールド 
 

KeyType フィールドは 0x00 にセットされる時、共有キーは開始者と応答者間で

共有されたアクティブ ネットワークキーであることを示す。 
 

4.4.9.7.2.2.2 KeySeqNumber サブフィールド 
 

KeySeqNumber サブフィールドはアクティブ・ネットワークキーの key シークエ

ンスナンバーにセットされる。 
 

4.4.9.7.2.3 Initiator フィールド 
 
initiator フィールドはこのスキームの開始者の役割をするデバイスの 64 ビット拡

張アドレスにセットされる。 
 
4.4.9.7.2.4 Responder フィールド 

 
responder フィールドはこのスキームの応答者の役割をするデバイスの 64 ビット

拡張アドレスにセットされる。 
 

4.4.9.7.2.5 Challenge フィールド 
 

challenge フィールドは action step 2（副節 B.8.2）の間応答者によって生成される 
challenge QEV のオクテット表現である。 

 
4.4.9.7.3 エンティティ認証 Initiator MAC and Data フレーム 

 
これは相互エンティティ認証プロトコルの間、開始者によって応答者に送られる

2 つ目のフレームである。フォーマットは 図 4.20 に定義されている。 
 

オクテット: 1 1 1 16 1 4 

Frame control APS 
counter 

APS 
command 
identifier 

MAC DataTy
pe Data 

APS Header Payload 

図 4.20 エンティティ認証 lnitiator MAC and Data フレームフォーマット 
 

4.4.9.7.3.1 コマンド 識別子フィールド 
 

コマンド 識別子フィールドはエンティティ認証 Initiator MAC and Data APS コマ

ンドのタイプ (APS_CMD_EA_RSP_MAC_DATA、表 4.34 参照)を指示している。 
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4.4.9.7.3.2 MAC フィールド 
 

MAC フィールドは action step 4 （副節 B.8.1）の間開始者によって生成される 
string MacTag2 のオクテット表記である。 

 
4.4.9.7.3.3 DataType フィールド 

 
DataType フィールドはアクティブ・ネットワークキーに関連するフレームカウン

タを指示するため 0x00 をセットする。 
 

4.4.9.7.3.4 Data フィールド 
 

Data フィールドは string Text2、即ち、アクティブ・ネットワークキーに関連する

フレームカウンタのオクテット表示である。 
 

4.4.9.7.4 エンティティ認証 Responder MAC and Data フレーム 
 

これは相互 entity authentication プロトコルの間応答者によって開始者に送られる

２つ目のフレームである。そのフォーマットは図 4.21 に定義される。 
 

オクテット: 1 1 1 16 1 4 

Frame control APS 
counter

APS 
command 
identifier 

MAC DataType Data 

APS Header Payload 

図 4.21 エンティティ認証 Responder MAC and Data フレームフォーマット 
 

4.4.9.7.4.1 コマンド識別子フィールド 
 

コマンド 識別子フィールドは エンティティ認証 Responder MAC and Data コマン

ド(APS_CMD_EA_RSP_MAC_DATA、表 4.34 参照)を指示する。 
 

4.4.9.7.4.2 MAC フィールド 
 

MAC フィールドは action step 8 （副節 B.8.2）の間、応答者によって生成される

string MacTag1 のオクテット表記である。 
 

4.4.9.7.4.3 DataType フィールド 
 

DataType フィールドは 0x00 にセットされ、アクティブ・ネットワークキーに関

連したフレームカウンタを示す。 
 

4.4.9.7.4.4 Data フィールド 
 

Data フィールドは string Text 即ち、アクティブ・ネットワークキーに関連したフ

レームカウンタのオクテット表記である。 
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4.4.9.8 Tunnel コマンド 
 

現在のネットワークキーが無いデバイスにコマンドを送る時に使われる APS コ

マンドフレームはこの節で定義される。general APS フレームフォーマットの

APS ヘッダ部の optional フィールドは存在しない。tunnel-key コマンド フレーム

は保護されずに送られる。 
 tunnel-key コマンドフレームは図 4.22 のようにフォーマットされている。 

 
オクテット:1 1 1 8 2 13 variable 4 

Frame control APS 
counter 

APS 
command 
identifier

Destination
address 

Tunneled 
APS 

header 

Tunneled 
auxiliary 

frame 

Tunneled Tunneled
APS command MIC 

APS Header Payload 

図 4.22  Tunnel コマンド フレーム フォーマット 
 

4.4.9.8.1 コマンド識別子フィールド 
 

コマンド識別子フィールドは tunnel APS コマンド のタイプ(APS_CMD_TUNNEL、
表 4.34 参照)を指示する。 

 
4.4.9.8.2 Destination Address 
 
destination address フィールドはトンネルされたコマンドを受け取るデバイスの 64
ビット拡張アドレスである。 
 
4.4.9.8.3 Tunnelled Auxiliary Frame フィールド 

 
tunnelled auxiliary frame フィールドはトンネルされるコマンドを暗号化するため

に使われる auxiliary フレーム(副節 4.5.1 参照)である。auxiliary フレームはリンク

キーが使われていることを示し、extended nonce フィールドを含む。 
 

4.4.9.8.4 Tunnelled コマンド フィールド 
 

tunnelled コマンド フィールドは目的地に送られる APS コマンド フレームである。 
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4.4.10 Security-Related AIB 属性 
 

AIB は APS 層でセキュリティを管理するために必要な属性を含んでいる。それぞ

れの属性は APSME-GET.request と APSME-SET.request プリミティブを使ってそ

れぞれ読んだり書いたり出来る。 APS PIB に内蔵されるセキュリティ関連の属性

は表 4.36 と 4.37 に示される。 
 

表 4.36 AIB Seeurity 属性 
属性 識別子 タイプ 範囲 説明 デフォールト

apsDeviceKeyPair
Set Oxaa 

キー-ペアデスク

リプターエント

リのセット表

4.37 参照 

可変 

他デバイスと共有

されるマスターと

リンクのキーペア

を含んだキーペア

デスクリプターの

セット 

- 

apsTrustCenter 
Address Oxab Device address 

適正な 
64 ビット

アドレス 

そのデバイスのト

ラストセンターの

アドレスを確認す

る。 

- 

apsSecwity 
TimeOutPeriod Oxac 

期待されるセキュ

リティプロトコル

フレームを待つ時

間間隔(ミリ秒) 

0x0000-
0xFFFF 1000 lnteger 

 
表 4.37 Key-Pair Descriptor の要素 

名 タイプ 範囲 説明 デフォールト

DeviceAddress Device 
address 

適正な 
64 ビット 
アドレス 

このキーペアが共有されている

エンティティのアドレスを確認

する。 
- 

MasterKey 
16 オクテ

ットの 
セット 

- マスターキーの実際の値 - 

LinkKey 
16 オクテ

ットの 
セット 

- リンクキーの実際の値 - 

OutgoingFrame-
Counter 

4 オクテ

ットの 
セット 

0x00000000-
0xFFFFFFFF

このリンクキーと使用する送出

フレームカウンタ 
0x00000000 

lncomingFrame-
Counter 

4 オクテ

ットの DeviceAddress に対応した入力フ

レームカウンタの値 
0x00000000-
0xFFFFFFFF 0x00000000 

セット 
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4.5 共通セキュリティ要素 
 

ここではセキュリティ関連の特徴で、ふたつ以上のZigBee層で使われるものにつ

いて解説する。NWK層とAPS層は4.5.1に規定される 4.5.1 に詳述される補助ヘッ

ダを使用し、4.5.2に規定されるセキュリティパラメータを使用する。この仕様の

全てのフレームおよびフィールドのフォーマットは、NWK層が送信する順に左

から右へ描かれていて、左端ビットが時間内で 初に送信される。各フィールド

内のビットは、フィールドの長さはkビットのとき、０（左端で 下位）からk-1
（右端で 上位）まで番号付けられる。シングルオクテットより長いフィールド

は、 小ナンバビットを含むオクテットから 高ナンバビットを含むオクテット

まで順に次の層へ送られる。 
 

4.5.1 補助フレームヘッダフォーマット 
 

図 4.23 のように、補助フレームヘッダはセキュリティ制御フィールドとフレーム

カウンタフィールドを必ず含むこととし、さらには送信者アドレスフィールドと

キーシーケンスナンバフィールドを含むことができる。 
 
オクテット：1 4 0/8 0/1 
Security control 
(セキュリティ制御) 

Frame conuter 
(フレームカウンタ) 

Source address Key sequence number 
(ソースアドレス) (キーシーケンスナンバ) 

図 4.23 補助フレームヘッダフォーマット 
 

4.5.1.1 セキュリティ制御フィールド 
 

セキュリティ制御フィールドは、セキュリティレベルサブフィールド、キーID
サブフィールド、拡張ノンスサブフィールドから構成され、図 4.24 に示すフォー

マットである。 
 

ビット：0-2 3-4 5 6-7 
Security level 
(セキュリティレベル) 

Key identifier Extended nonce 予約済 
(キーID) (拡張ノンス) 

図 4.24 セキュリティ制御フィールドフォーマット 
 
4.5.1.1.1 セキュリティレベルサブフィールド 

 
セキュリティレベル ID は、発信フレームがどのようにセキュリティ保護される

か、着信フレームはどのようにセキュリティ保護されたのかを示す。また、ペイ

ロードが暗号化されているかどうか、そのフレームにはどの程度のデータ信頼性

が与えられているのかも、メッセージインテグリティコード(MIC)の長さで反映

され示している。MIC のビット長は 0、32、64、または 128 という値をとること

が可能で、MIC の無作為推量が正確である確率を決定する。セキュリティレベル

のセキュリティプロパティを表 4.38 にリスト化する。セキュリティレベル ID は

様々なセキュリティレベルを相対的に強弱度表示したものではないことに注意す
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ること。また、セキュリティレベル 0 および 4 はフレームセキュリティに使用す

べきではないことにも留意すること。 
 

表 4.38 NWK 層および APS 層に使用できるセキュリティレベル 

セキュリティ 
レベル ID 

セキュリティレベル 
サブフィールド 
(表 4.24)【多分「図

4.24」の誤り】 

セキュリティ 
属性 

データ 
暗号化 

フレーム 
インテグリティ 
（MIC の長さ M、

オクテット数で） 
0x00 ‘000’ なし OFF NO (M=0) 
0x01 ‘001’ MIC-32 OFF YES (M=4) 
0x02 ‘010’ MIC-64 OFF YES (M=8) 
0x03 ‘011’ MIC-128 OFF YES (M=16) 
0x04 ‘100’ ENC ON NO (M=0) 
0x05 ‘101’ ENC-MIC-32 ON YES (M=4) 
0x06 ‘110’ ENC-MIC-64 ON YES (M=8) 
0x07 ‘111’ ENC-MIC-128 ON YES (M=16) 

 
4.5.1.1.2 キーID サブフィールド 

 
キーID サブフィールドは、２ビット構成でフレーム保護に利用されるキーの識

別に使用される。キーID サブフィールドのエンコード化は、表 4.39 の通りであ

る。 
 

表 4.39 キーID サブフィールドのエンコード化 
キーID キーID サブフィールド（表 4.24） 説明 
0x00 ‘00’ データキー 
0x01 ‘01’ ネットワークキー 
0x02 ‘10’ キートランスポートキー 
0x03 ‘11’ キーロードキー 

 
4.5.1.1.3 拡張ノンスサブフィールド 

 
拡張ノンスサブフィールドは、補助ヘッダの送信者アドレスフィールドが存在す

る場合は 1 に設定される。存在しない場合は 0 に設定される。 
 

4.5.1.2 カウンタフィールド 
 

カウンタフィールドは、フレームが 新であることを示し、重複したフレームの

処理を避けるために使用される。 
 
4.5.1.3 ソースアドレスフィールド 

 
ソースアドレスフィールドは、セキュリティ制御フィールドの拡張ノンスサブフ

ィールドが 1 のときにのみ存在する。存在していれば、そのソースアドレスフィ

ールドはフレームのセキュリティ保護を担うデバイスの 64 ビット拡張アドレス

を示す。 
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4.5.1.4 キーシーケンスナンバフィールド 
 

キーシーケンスナンバフィールドは、セキュリティ制御フィールドキーID サブ

フィールドが 1（ネットワークキー）のときのみ存在する。存在していれば、キ

ーシーケンスナンバフィールドは、フレームをセキュリティ保護するのに使われ

るネットワークキーのキーシーケンスナンバを示す。 
 

4.5.2 セキュリティパラメータ 
 

ここでは CCM*セキュリティ動作に使用されるパラメータについて規定する。 
 

4.5.2.1 CCM*動作モードとパラメータ 
 

NWK または APS フレームに、特定のセキュリティレベルでセキュリティを適用

させることは、B.1.2 で解説される AES-CCM*動作モードの特定の例示に相当す

る。AES-CCM*動作モードは、802.15.4-2003 MAC 仕様で使用されている AES-
CCM モードの拡張版で、認証、暗号化またはその両方の機能を備える。 

 
ノンスは4.5.2.2に解説のようにフォーマットされる。 

 
表 4.38 はセキュリティ制御フィールド（表【註：多分「図」の誤り】4.24）のセ

キュリティレベルサブフィールド、セキュリティレベル ID、これらの動作に使

用される CCM*暗号化/認証プロパティの関係を示している。 
 

4.5.2.2 CCM*ノンス 
 

CCM*暗号化と認証変換およびCCM*復号と認証確認変換に使用されるノンス入

力は、フレームに明示的に含まれているデータと両デバイスが単独で取得できる

データから構成されている。図 4.25 はCCM*ノンスのサブフィールドの順番と長

さを示している。ノンスのセキュリティ制御フィールドとフレームカウンタフィ

ールドは、処理されているフレームの補助ヘッダのセキュリティ制御フィールド

とフレームカウンタフィールド（4.5.1に定義）と同じである。ノンスのソースア

ドレスフィールドは、そのフレームのセキュリティ保護の生成元であるデバイス

の 64 ビット拡張IEEEアドレスに設定される。補助ヘッダのセキュリティ制御フ

ィールドの拡張ノンスサブフィールドが 1 のとき、そのフレームのセキュリティ

保護の生成元であるデバイスの 64 ビット拡張IEEEアドレスは、処理されている

フレームの補助ヘッダのソースアドレスフィールド（4.5.1に定義）と一致する。 
 
オクテット：8 4 1 
Source address 
(ソースアドレス) 

Frame conter Security control 
(フレームカウンタ) (セキュリティ制御) 

図 4.25 CCM*ノンス 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 4 468 
Security Services Specification 

 
 

 

4.5.3 暗号キー階層 
 

ふたつ（またはそれ以上）のデバイス間で、4.4.2 に示すキー確立スキーム（また

は 4.4.3 のトランスポートキーコマンド）のいずれかの手法で確立されたリンク

キーは、データキー、キートランスポートキー、キーロードキー含む、関連する

シークレットキーの決定に使用される。これらのキーは以下のように決められる。 
 

1.キートランスポートキー：このキーは、入力ストリングが ‘0x00’の 1 オクテット

ストリングであるリンクキーを元に、B.1.4 に示すの特別な keyed ハッシュ関数を

実行した結果である。 
 
2.キーロードキー：このキーは、入力ストリングが ‘0x02’の 1 オクテットストリン

グであるリンクキーを元に、B.1.4 に示す特別な keyed ハッシュ関数を実行した結

果である。 
 
3.データキー：このキーはリンクキーと同じである。 
 
リンクキーから得られたすべてのキーは、関連するフレームカウンタを共有する。

また、ZigBee のすべての層でアクティブネットワークキーと関連する発信/着信

フレームカウンタを共有する。 
 

4.5.4 実装ガイドライン (情報) 
 
ここではセキュリティの実装を確実にするために従うべき一般的なガイドライン

について説明する。 
 

4.5.4.1 ランダムナンバジェネレータ 
 

キー確立セキュリティサービス（4.2.3.1参照）を実装するZigBeeデバイスでは、

乱数生成の確実な方法が必要になる可能性がある。例えば、リンクキーがあらか

じめインストールされている（工場などで）とき、乱数は必要とされないだろう。 
 
乱数が必要なすべての場合において、乱数を予想不可能なものとしたり、十分な

エントロピーを持たせる事は、攻撃者が全数検索による究明ができなくなるため

に、極めて重要である。乱数生成の方法は、FIPS140-2[B13]に示す乱数テストを

満たすことが一般的に推奨される。乱数生成の方法には次のことが含まれる。 
 

1. ZigBee ハードウエア内のランダムクロックおよびカウンタにより、乱数の基礎を

形成する。 
 
2. ランダムな外部イベントにより乱数の基礎を形成する。 
 
3. 製造過程で、外部ソースからの適切な乱数を各 ZigBee デバイスに与える。この

乱数がその後追加乱数の生成の材料として使用できる。 
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これらの方法は組合せて使用できる。乱数の生成はおそらく ZigBee IC に統合さ

れているので、その設計―および 終的には暗号・セキュリティスキームの実行

の可能性―は、IC 製造者に一任されることになる。 
 
4.5.4.2 セキュリティ実装 

 
攻撃者に利用されるような“バグ”を避けるために、セキュリティはきちんと実

装、テストされることが重要である。また、セキュリティを実装することで、

各々のアプリケーションに再認証が必要となる事は望ましくない。セキュリティ

サービスは、セキュリティの専門家によって実装、テストされるべきであって、

異なるアプリケーション用に再実装されたり変更されたりするべきではない。 
 

4.5.4.3 適合性 
 
適合性は本仕様を継承するプロファイルによって定義される。選択した暗号プロ

トコルの正確な実装は、ZigBee 認証プロセスの一部として検証されなければなら

ない。この検証には既知の値でのテストもふくまれ、特定の入力パラメータに対

し、正しく対応する結果を算出することを示さなければならない。 
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4.6 機能解説 
 
ここでは ZigBee ネットワークにおいて、どのようにセキュリティサービスが使
われるのかを詳細に解説していく。4.6.1 では ZigBee コーディネータのセキュリ
ティ初期化機能についての解説を行なう。トラストセンタアプリケーションにつ

いての簡単な説明を 4.6.2に記載する。さらにセキュリティ手順の詳細を 4.6.3に
記す。 

 

4.6.1 ZigBeeコーディネータ 
 

ZigBee コーディネータは、NIB の nwkSecurityLevel 属性を設定することで、ネッ
トワークのセキュリティレベルを設定する。nwkSecurityLevel属性が 0に設定され
ると、ネットワークはセキュリティ保護されず、それ以外の場合はセキュリティ

保護される。 
 

ZigBeeコーディネータは、AIB属性 apsTrustCenterAddressを設定することにより、
トラストセンタのアドレスを設定する。このアドレスのデフォルト値は、ZigBee
コーディネータの自分のアドレスであるが、それ以外に ZigBee コーディネータ
は代理トラストセンタを指定することができる。 

 

4.6.2 トラストセンタアプリケーション 
 
トラストセンタアプリケーションは、ある ZigBee ネットワーク内でネットワー
クとエンドツーエンドアプリケーション設定管理のためのキーを分配するために

他のデバイスに信頼されているデバイス上で動作する。トラストセンタは標準ま

たは高セキュリティモードのどちらかで作動するように設定されなければならな

い。さらに、トラストセンタは、直接リンクキーを送信したり（すなわちキーエ

スクロ（キー預託）機能である）、マスタキーを送信して、エンドツーエンドア

プリケーションキー確立を助けることもある。また、これらのキーはランダムに

生成される。 
 

4.6.2.1 高セキュリティモード 
 
トラストセンタの高セキュリティモードは、高セキュリティの商業アプリケーシ

ョン用に設計されている。このモードでは、ネットワークキー更新およびネット

ワークへの参加に関する手続きの制御、実行に必要となる、デバイス、マスタキ

ー、リンクキー、ネットワークキーのリストをトラストセンタが保守管理する。

このモードでは、トラストセンタに必要なメモリはネットワークのデバイスの数

とともに増え、NIB の nwkAllFresh 属性は TRUE に設定される。また、SKKE を
使ったキー確立とエンティティ認証の実装が必要である。 
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4.6.2.2 標準セキュリティモード 
 
トラストセンタの標準セキュリティモードは、より低いセキュリティの居住施設

アプリケーション用に設計されている。このモードでもトラストセンタはネット

ワーク内のすべてのデバイスとともに、デバイス、マスタキー、リンクキー、ネ

ットワークキーのリストを保守管理するが、トラストセンタは標準ネットワーク

キーを保持しネットワーク参加の方針を制御する。このモードでは、トラストセ

ンタに必要なメモリはネットワークのデバイスの数とともに増えることはなく、

NIB の nwkAllFresh 属性は FALSE に設定される。 
 

4.6.3 セキュリティ手順 
 

ここでは、セキュリティ保護されたネットワークへの加入、新規加入デバイスの

認証、ネットワークキーの更新、ネットワークキーの回復、エンドツーエンドア

プリケーションキーの確立、セキュリティ保護されたネットワークからの離脱、

それぞれについてのメッセージシーケンスチャートを説明する。 
 

4.6.3.1 セキュリティ保護されたネットワークへの加入 
 

図 4.26 は、セキュリティ保護されたネットワークに加入するために、デバイスが

ルータと通信するところから始まるメッセージシーケンスチャートの例である。 
 
ネットワーク内で作動し、キー更新に失敗したデバイスが、 新ネットワークキ

ーを受信するためにも、この手順を使用することができる。 
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図 4.26 セキュリティ保護されたネットワークへの加入例 

 
加入するデバイスは NLME-NETWORK-DISCOVERY.request プリミティブを発行

して加入手順を始める。このプリミティブは MLME-SCAN.request プリミティブ

を呼び出す。MLME-SCAN.request プリミティブはセキュリティ保護されていな

いビーコンリクエストフレームの送信を行なうことができる。（スキャンがアク

ティブスキャンかパッシブスキャンかに従う） 
 

加入デバイスは近くのルータからビーコンを受信し、NWK 層は NLME-
NETWORK-DISCOVERY.confirm プリミティブを発行する。このプリミティブの

NetworkList パラメータは、近くの PAN すべてを表示する。図 4.26 では、図中の

ルータデバイスはすでにそのビーコンの“接続許可”サブフィールドが“1（接

続を許可）”に設定されている状態にある。 
 

加入デバイスは、どの PAN に加入するか決め、その PAN に加入するための

NLME-JOIN.request プリミティブを発行する。加入するデバイスがすでにこの

PAN 用のネットワークキーを持っていた場合、NLME-JOIN.request プリミティブ

の SecurityEnable パラメータが TRUE に設定される。持っていなければ FALSE に

設定される。図 4.26 に示すように、NLME-JOIN.request プリミティブは、接続要

求コマンドまたは再加入要求コマンドをルータに送信する。 
 

接続要求 MAC コマンドを受信すると、ルータは MLME-ASSOCIATE.indication
プリミティブを発行する。次に、NWK 層は NLME-JOIN.indication プリミティブ

をルータの ZDO に発行する。ここでルータは加入デバイスのアドレスとセキュ
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リティ機能を認知する。また、ルータは MLME-ASSOCIATE.response を発行する。

このプリミティブは、接続応答コマンドを加入デバイスに送信する。 
 

あるいは、再加入要求ネットワークコマンドを受信すると、NWK 層がルータの

ZDO に NLME-JOIN.indication プリミティブを発行する。ここでルータは、加入

デバイスのアドレス、セキュリティ機能、ネットワークキーが再加入要求コマン

ドのセキュリティ保護に使われたかどうかを認知する。また、ルータは加入デバ

イスに再加入応答コマンドを発行する。 
 

接続応答 MAC コマンドまたは再加入応答ネットワークコマンドを受信すると、

加入デバイスは NLME-JOIN.confirm プリミティブを発行する。加入デバイスはこ

こで、ネットワークに対して“加入済み、ただし未認証”と宣言される。その後

認証ルーティンが続く（4.6.3.2 参照）。 
 

加入デバイスがルータでない場合、認証ルーティンの正常終了のあと直ちに“加

入済みかつ認証済み”と宣言される。 
 

加入デバイスがルータの場合、認証ルーティンの正常終了に続くルーティング動

作の開始をもってのみ“加入済みかつ認証済み”と宣言される。ルーティング動

作は加入デバイスの ZDO が NLME-START.request プリミティブを発行し、

MLME-START.request プリミティブを加入デバイスの MAC 層に送信して開始さ

れる。 
 

ルータが加入デバイスを拒否した場合、接続応答フレームまたは再加入応答フレ

ームの接続ステータスフィールドには 0x00 以外の値が設定され、このパラメー

タが NLME-JOIN.confirm プリミティブで加入デバイスの ZDO に届いたのち、加

入デバイスは認証ルーティンを開始しない。 
 
4.6.3.2 認証 

 
デバイスがいったんセキュリティ保護されたネットワークに加入し、“加入済み、

ただし未認証”と宣言されると、ここで規定に従い認証を受けなければならない。

高セキュリティモードでは、隣接するルータもまた、4.4.8 に記述されるように認

証される必要がある。 
 

4.6.3.2.1 ルータの動作 
 

ルータがトラストセンタでない場合、そのルータは NLME-JOIN.indication プリミ

ティブの受信後直ちに認証手順を開始する。その際、DestAddress パラメータが

AIB の apsTrustCenterAddress に、DeviceAddress パラメータが新しく加入したデバ

イスのアドレスに、それぞれ設定された APSME-UPDATE-DEVICE.request プリミ

ティブを発行する。なおこのプリミティブの Status パラメータは、表 4.40 に従い

NLME-JOIN.indication プリミティブのパラメータにより設定される。 
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表 4.40 デバイスの Status 更新用の NLME-JOIN.indication パラメータのマッピング 

NLME-JOIN.indication パラメータ デバイス Status 更新 
機能情報 
ビット 6 

RejoinNetwork 
(ﾈｯﾄﾜｰｸ再加入) 

SecuredJoin 
(ｾｷｭﾘﾃｨ保護加入) 

Status 
(ｽﾃｰﾀｽ) 解説 

0 TRUE FALSE 0x00 標準ｾｷｭﾘﾃｨﾃﾞﾊﾞｲｽ 
ｾｷｭﾘﾃｨ保護再加入 

0 FALSE FALSE 0x01 標準ｾｷｭﾘﾃｨﾃﾞﾊﾞｲｽ 
ｾｷｭﾘﾃｨ保護無し加入 

0 TRUE TRUE 0x03 標準ｾｷｭﾘﾃｨﾃﾞﾊﾞｲｽ 
ｾｷｭﾘﾃｨ保護無し再加入 

1 TRUE FALSE 0x04 高ｾｷｭﾘﾃｨﾃﾞﾊﾞｲｽ 
ｾｷｭﾘﾃｨ保護再加入 

1 FALSE FALSE 0x05 高ｾｷｭﾘﾃｨﾃﾞﾊﾞｲｽ 
ｾｷｭﾘﾃｨ保護無し加入 

1 TRUE TRUE 0x07 高ｾｷｭﾘﾃｨﾃﾞﾊﾞｲｽ 
ｾｷｭﾘﾃｨ保護無し再加入 

 
ルータがトラストセンタである場合、そのルータは単にトラストセンタとして動

作することで認証手順を開始する。 
 

認証手順が加入するデバイスによって開始された場合、ルータは加入デバイスが

開始したエンティティ認証に応答することで、認証手順を完了する。その際ルー

タは、PartnerAddress パラメータを加入デバイスのアドレスに、Action パラメー

タを応答に、RandomChallenge パラメータが新しいランダムな値に、それぞれ設

定された APSME-AUTHENTICATION.request を使用する。 
 

NIB の、対応する nwkNeighborTable のリレーションシップフィールドエントリの

値が 0x05（未認証の子）である間は、ルータは子デバイスにメッセージを転送

したり、その子の代理で ZDO 要求や NWK コマンド要求に応答したりすること

はない。 
 

4.6.3.2.2 トラストセンタの動作 
 
認証手順におけるトラストセンタの役割は、デバイス更新コマンドの受信後、ま

たは NLME-JOIN.indication プリミティブの受信後（ただしルータがトラストセン

タである場合）直ちに開始される。トラストセンタは少なくとも 5 つの要因によ

って違った動作をする。 
 
• トラストセンタが新規デバイスにネットワークへの加入を認めるかどうか（例

えばトラストセンタが新規デバイス加入許可モードにある。） 
• トラストセンタが居住施設用モードまたは商業用モードのどちらで作動してい

るか（各々、4.6.1.1および4.6.2.2参照） 
• 標準セキュリティモードの場合、デバイスはセキュリティ保護無しでの加入で

あるか、セキュリティ保護での加入であるか、デバイス更新コマンドのステー

タスサブフィールドに示される加入デバイスのセキュリティ機能はどうか。 
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• 高セキュリティモードの場合、デバイスはセキュリティ保護無しでの加入であ

るか、セキュリティ保護での加入であるか、デバイス更新コマンドのステータ

スサブフィールドに表示の加入デバイスのセキュリティ機能はどうか、更にト

ラストセンタはその新規加入デバイスに対応するマスタキーをもっているかど

うか。 
• NIB の nwkSecureAllFrams 属性 
• 現在のネットワークキーのタイプ 

 
認証手順のいつでも、トラストセンタが新規デバイスのネットワークへの加入を

認めないと決定した場合（例えば方針決定やキー確立プロトコルの失敗などによ

る）、ネットワークからそのデバイスの離脱させる措置を講じる。トラストセン

タが新規加入したデバイスのルータでなければ、トラストセンタはネットワーク

からそのデバイスを離脱させる為に、ParentAddress パラメータをデバイス更新コ

マンドの発行元であるルータのアドレスに、ChildAddress パラメータを加入した

（ただし未認証）のデバイスのアドレスに設定した APSME-REMOVE-
DEVICE.request を発行する。 
 
4.6.3.2.2.1 標準セキュリティモード 

 
認証手順用に開始された後、トラストセンタはデバイスにアクティブネットワー

クキーを送信する。その際の手続きは、DestAddress パラメータは新規加入デバ

イスのアドレスに設定され、KeyType パラメータが 0x01（つまり標準ネットワー

クキー）に設定された APSME-TRANSPORT.KEY.request プリミティブの発行で

ある。 
 
加入デバイスがすでにネットワークキーを持っていれば（つまり、デバイス更新

コマンドのステータスサブフィールドの値が 0x00 であれば）、TransportKeyData
サブパラメータは次のように設定される：KeySeqNumber サブパラメータは 0 に、

NetworkKey サブパラメータもすべて 0 に、UseParent サブパラメータは FALSE に

設定される。 
 
ネットワークキーを持っていなければ、KeySeqNumber サブパラメータはアクテ

ィブネットワークキー用のシーケンスカウント値、NetworkKey サブパラメータ

はそのアクティブネットワークキーに設定される。また UseParent サブパラメー

タは、トラストセンタがルータであれば FALSE に、ルータでない場合は TRUE
に設定され、ParentAddress サブパラメータがデバイス更新コマンドの発行元であ

るルータのアドレスに設定される。 
 
アクティブネットワークキーが事前設定されていない加入デバイスの場合、この

トランスポートキープリミティブの発行で、アクティブネットワークキーがルー

タから新規加入デバイスにセキュリティ保護無しで送信される。―セキュリティ

はここでは暗号化以外の手段で実現されると仮定される―例えば、ルータと加入

デバイスの両方への外部入力の直後に、このキーを一度だけ低送信出力で送信す

る こ と で 秘 密 と 信 頼 性 は 確 保 す る 事 が で き る 。 加 入 デ バ イ ス が
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aspSecurityTimeOutPeriod 以内にキーを受信しなかった場合、リセットを行い、再

度加入手順を開始するかどうかを選択できる。 
 
 

4.6.3.2.2.2 高セキュリティモード 
 

認証手順用に開始された後、商業モードでのトラストセンタの動作は、ネットワ

ークに加入するデバイスがトラストセンタマスタキーまたはリンクキーで事前設

定されているかどうかに依存する。 
 

トラストセンタが新規加入デバイスとマスタキーまたはリンクキーをまだ共有し

ていない場合、トラストセンタはデバイスにマスタキーまたはリンクキーを発行

する。その際の手続きは、DestAddress パラメータを新規加入デバイスのアドレ

スに、KeyType パラメータを 0x00 または 0x04（つまりトラストセンタマスタキ

ーまたはリンクキー）に設定した APSME-TRANSPORT-KEY.request プリミティ

ブを発行する事である。TransportKeyData サブパラメータは次のように設定され

る：Key サブパラメータは適宜トラストセンタマスタキーまたはリンクキーに設

定される。ParentAddress サブパラメータは、トラストセンタがルータであればロ

ーカルデバイスのアドレスに設定される。トラストセンタがルータでなければ、

ParentAddress サブパラメータはデバイス更新コマンドの発行元であるルータのア

ドレスに設定される。このプリミティブの発行で、マスタキーがルータから新規

加入デバイスにセキュリティ保護無しで送信される。―セキュリティはここでは

暗号化以外の手段で実現されると考えられる―例えば、ルータと加入デバイスの

両方への外部入力の直後に、このキーを一度だけ低送信出力で送信すること、な

どによる。 
 
マスタキーが送信されると、トラストセンタはリンクキーの確立を開始する。そ

の手続きは、ResponderAddress パラメータを新規加入デバイスのアドレスに、

KeyEstablishmentMethod を 0x00 （ つ ま り SKKE ） に 設 定 し た APSME-
ESTABLISH-KEY.request プリミティブを発行する事である。さらに、NIB の

nwkSecureAllFrames 属性が FALSE であるか、またはトラストセンタがルータで

あれば、UseParent パラメータは FALSE に設定される。それ以外の場合は、

UseParent パラメータは TRUE に設定され、ResponderParentAddress パラメータは

デバイス更新コマンドの発行元であるルータのアドレスに設定される。 
 
対応する APSME-ESTABLISH-KEY.confirm プリミティブで Status が 0x00(成功)の
ものを受信すると、トラストセンタはその新規デバイスにアクティブネットワー

クキーを送信する。その手続きは DestAddress パラメータは新規加入デバイスの

アドレスに、KeyType パラメータは 0x06（つまり高セキュリティネットワークキ

ートランスポート）に設定された APSME-TRANSPORT-KEY.request プリミティ

ブを発行することである。TransportKeyData サブパラメータは次のように設定さ

れる： 
 
• KeySeqNumber サブパラメータは、アクティブネットワークキー用のシーケン

スカウント値に設定される。 
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• NetworkKey サブパラメータは、アクティブネットワークキーに設定される。 
• UseParent サブパラメータは FALSE に設定される。 
 

4.6.3.2.3 加入デバイスの動作 
 

セキュリティ保護されたネットワークに正常に加入または再加入できると、加入

デバイスは本節説明される認証手順に参加する。認証手順に成功すると、加入デ

バイスは NIB の nwkSecurityLevel 属性および nwkSecureAllframes 属性をルータか

らのビーコンに示された値に設定する。 
 

セキュリティ保護されたネットワークの加入済みかつ認証済みのデバイスで

nwkSecureAllFrames が TRUE のものは、常に NWK 層セキュリティを発信（着

信）フレームに適用する。ただし、フレームが新しく加入したが未認証であるデ

バイス宛である（そのようなデバイスから発行されている）場合を除く。

nwkSecureAllFrames が FALSE の場合はそのような制限は存在しない。 
 

加入デバイスの、認証手順への参加はデバイスの状態に依存する。少なくとも 4
つの初期状態が考えられる： 
 
• アクティブネットワークキーが事前設定されている 

（標準セキュリティモード） 
• トラストセンタリンクキーとアドレスが事前設定されている 

（標準セキュリティモード） 
• トラストセンタマスタキーとアドレスが事前設定されている 

（高セキュリティモード） 
• 事前設定されていない（つまりモード未決定。標準セキュリティモードまたは

高セキュリティモードのどちらか） 
 

セキュリティ保護されたネットワークでは、デバイスが事前設定された時間内に

認証されなければ、そのデバイスはネットワークを離脱しなければならない

（4.6.3.3 参照）。 
 

4.6.3.2.3.1 事前設定されたネットワークキー 
 

加入デバイスがひとつだけのアクティブネットワークキーで事前設定されていた

場合（かつ加入が成功だった場合）、デバイスはこのキーの発信フレームカウン

タを 0 に設定し、このキー用に設定された着信フレームカウンタを空きにする。

それから、トラストセンタからダミーの（すべて 0 の）ネットワークキーの受信

を待つ。KeyType パラメータが 0x01（標準ネットワークキー）に設定された

APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミティブを受信すると、加入デバイス

は AIB の apsTrustCenterAddress 属性を、APSME-TRANSPORT-KEY.indication プ

リミティブの SrcAddress パラメータに設定する。ここで加入デバイスは認証され

たとみなされ、標準セキュリティモードの通常動作を開始する。 
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4.6.3.2.3.2 事前設定されたトラストセンタリンクキー 
 

加入デバイスにトラストセンタリンクキーとアドレス（つまり AIB の

apsTrustCneterAddress 属性）だけが事前設定されていれば、そのデバイスはトラ

ストセンタからのアクティブネットワークキーの受信を待つ。KeyType パラメー

タが 0x01（標準ネットワークキー）に設定された APSME-TRANSPORT-
KEY.indication プ リ ミ テ ィ ブ を 受 信 す る と 、 加 入 デ バ イ ス は AIB の

apsTrustCenterAddress 属性を、APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミティブ

の SrcAddress パラメータに設定する。ここで加入デバイスは認証されたとみなさ

れ、標準セキュリティモードの通常動作を開始する。 
 
4.6.3.2.3.3 事前設定されたトラストセンタマスタキー 

 
加入デバイスにトラストセンタマスタキーとアドレス（つまり AIB の

apsTrustCneterAddress 属性）が事前設定されていれば、そのデバイスはリンクキ

ーの確立とトラストセンタからのアクティブネットワークキーの受信を待つ。こ

のため、開始者アドレスパラメータがトラストセンタのアドレスに、

KeyEstablishmentMethod パラメータが SKKE に設定された APSME-ESTABLISH-
KEY.indication プリミティブを受信すると、加入デバイスは開始者アドレスパラ

メータをトラストセンタのアドレスに、Accept パラメータを TRUE に設定した

APSME-ESTABLISH-KEY.response プリミティブで応答する。Address パラメータ

がトラストセンタのアドレスに、Status パラメータが 0x00（成功）に設定された

APSME-ESTABLISH-KEY.confirm プリミティブを受信後、加入デバイスはアクテ

ィブネットワークキーの受信を待つ。加入デバイスが、開始者アドレスパラメー

タがトラストセンタのアドレスに、KeyEstablishmentMethod パラメータが SKKE
に 設 定 さ れ た APSME-ESTABLISH-KEY.indication プ リ ミ テ ィ ブ を 、

apsSecurityTimeOutPeriod 以内に受信しなかった場合、リセットを行い、再度加入

手順を開始するかどうかを選択できる。 
 

加入デバイスがトラストセンタリンクキーを持っていた場合、ソースアドレスパ

ラメータがトラストセンタのアドレスに、KeyType パラメータが 0x05（高セキュ

リティネットワークキー）に設定された APSME-TRANSPORT-KEY.indication プ

リミティブを受信すると、デバイスは TransportKeyData パラメータ内のデータを

アクティブネットワークキーの設定に使用する。 
 

認証手順は、ルータとのエンティティ認証を開始した加入デバイスにより、完了

する。その手続きは、その際デバイスは PartnerAddress パラメータがルータのア

ドレスに、Action パラメータは開始(initiate)に、RandomChallenge パラメータが新

しいランダム値に設定された APSME-AUTHENTICATION.request を使用する。そ

の後ルータが PartnerAddress パラメータを加入デバイスに、Action パラメータを

応答(respond)に、RandomChallenge パラメータを新しいランダム値に設定した

APSME-AUTHENTICATION.request で応答する。 
 

ここで加入デバイスは認証済みとみなされ、高セキュリティモードの通常動作状

態になる。 
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4.6.3.2.3.4 事前設定なし 
 

加入デバイスに、アクティブネットワークキーもトラストセンタマスタキーやリ

ンクキーとアドレス（つまり AIB の apsTrustCneterAddress 属性）も事前設定され

ていなければ、デバイスはセキュリティ保護無しのトラストセンタマスタキーや

リンクキーまたはアクティブネットワークキーを待つことになる。実装者はセキ

ュリティ保護無しのキー送信はセキュリティリスクであること、およびセキュリ

ティが懸念される場合、キーは事前設定されるべきである―秘密と信頼性を保証

す る 帯 域 外 の メ カ ニ ズ ム に よ る こ と が 望 ま し い 。 加 入 デ バ イ ス が

aspSecurityTimeOutPeriod 以内に何のキーも受信しなかった場合、リセットを行い、

再度加入手順を開始するかどうかを選択できる。 
 

KeyType パラメータが 0x01（標準ネットワークキー）に設定された APSME-
TRANSPORT-KEY.indication プリミティブを受信すると、加入デバイスは

TransportKeyData パラメータのデータを自分のアクティブネットワークキーにし

て 、 自 分 の AIB の apsTrustCenterAddress 属 性 を 、 APSME-TRANSPORT-
KEY.indication プリミティブの SrcAddress パラメータに設定する。ここで加入デ

バイスは認証されたとみなされ、標準セキュリティモードの通常動作状態になる。 
 

KeyType パラメータが 0x04（トラストセンタリンクキー）に設定された APSME-
TRANSPORT-KEY.indication プリミティブを受信すると、加入デバイスは自分の

トラストセンタリンクキーを TransportKeyData パラメータ内のデータに、自分の

AIB の apsTrustCenterAddress 属性を SrcAddress パラメータにする。APSME-
TRANSPORT-KEY.indication プリミティブのソースアドレスパラメータがトラス

トセンタのアドレスに設定されていて、KeyType パラメータが 0x01（標準ネット

ワークキー）に設定されていれば、加入デバイスは TransportKeyData パラメータ

内のデータを、アクティブネットワークキーの設定に使用する。すべての着信フ

レームカウンタおよびアクティブネットワークキーの発信フレームカウンタは 0
に設定される。ここで加入デバイスは認証されたとみなされ、標準セキュリティ

モードの通常動作状態になる。 
 

KeyType パラメータが 0x00（トラストセンタマスタキー）に設定された APSME-
TRANSPORT-KEY.indication プリミティブを受信すると、加入デバイスは自分の

トラストセンタマスタキーを TransportKeyData パラメータのデータに、自分の

AIB の apsTrustCenterAddress 属性を SrcAddress パラメータにする。次に、開始者

アドレスパラメータがトラストセンタのアドレスに、KeyEstablishmentMethod パ

ラメータが SKKE に設定された APSME-ESTABLISH-KEY.indication プリミティブ

を受信すると、加入デバイスは開始者アドレスパラメータをトラストセンタのア

ドレスに、 Accept パラメータを TRUE に設定した APSME-ESTABLISH-
KEY.response プリミティブで応答する。Address パラメータがトラストセンタの

アドレスに、 Status パラメータが 0x00 （成功）に設定された APSME-
ESTABLISH-KEY.confirm を受信すると、加入デバイスはアクティブネットワー

クキーの受信を待つ。APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミティブのソー

スアドレスパラメータがトラストセンタのアドレスに、KeyType パラメータが

0x05（高セキュリティネットワークキー）に設定されていれば、加入デバイスは
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アクティブネットワークキーの設定に TransportKeyData パラメータ内のデータを

使用する。認証手順は、ルータとのエンティティ認証を開始した加入デバイスが、

完了する。その際の手続きは、PartnerAddress パラメータがルータのアドレスに、

Action パラメータは開始(initiate)に、RandomChallenge パラメータが新しいランダ

ム値に設定された APSME-AUTHENTICATION.request を利用する。その後ルータ

が PartnerAddress パラメータを加入デバイスに、Action パラメータを応答

(respond)に、RandomChallenge パラメータを新しいランダム値に設定した

APSME-AUTHENTICATION.request で応答する。ここで加入デバイスは認証され

たとみなされ、商業用モードの通常動作状態になる。 
 

 
  注：加入デバイスが事前設定されたネットワークキーを使用してセキュリティありで 

トラストセンタ ルータ 加入デバイス 

デバイス更新コマンド 

新規デバイスの 
受入決定 

加入済み（未認証）

セキュリティあり 
セキュリティ無しトランスポートキー 
コマンド(NWKキー)1

トランスポートキーコマンド(NWKキー)1

加入済み（認証済み）

加入した場合、トラストセンタはダミーですべて 0 の NWK キーを送信する。 
 

図 4.27 標準セキュリティモード認証手順例 
 
4.6.3.2.4 隣接デバイス認証 

 
とある隣接デバイスがデバイスとの通信を試みる場合、その隣接デバイスが未知

で、デバイスが高セキュリティモードであり、フレームカウンタ確認が実施され

ていれば、試みられた通信はフレームカウンタが初期化されておらずに、拒否さ

れる。隣接デバイスは、デバイスとのエンティティ認証開始により認証されるが、

その際PartnerAddressパラメータが隣接デバイスのアドレスに、Actionパラメータ

は開始(initiate)に、RandomChallengeパラメータが新しいランダム値に設定された

APSME-AUTHENTICATION.request を 利 用 す る 。 そ の APSME-
AUTHENTICATION.requestは、ランダムジッタとともに送信される。その後、隣

接デバイスがPartnerAddressパラメータをデバイスのアドレスに、Actionパラメー

タを応答(respond)に、RandomChallengeパラメータを新しいランダム値に設定し

たAPSME-AUTHENTICATION.requestで応答する。ここで隣接デバイスは認証さ

れたとみなされる48。 
 

 

                                                 
48 CCB #674 
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4.6.3.2.5 メッセージシーケンスチャート 
 

図 4.27 および 4.28 は、ルータとトラストセンタが別のデバイスで、標準セキュ

リティモードあるいは高セキュリティモードでそれぞれ動作している場合の認証

手順でのメッセージシーケンスチャートの例である。 
 

図 4.27 では、トラストセンタとルータ間で通信されるデバイス更新コマンド、ト

ランスポートキーコマンドは、アクティブネットワークキーに基づいて APS 層

でセキュリティ保護される。ルータから加入デバイスに送信されるトランスポー

トキーコマンドはセキュリティ保護されない。 
 

図 4.28 では、トラストセンタとルータ間で通信されるデバイス更新コマンド、ト

ランスポートキーコマンドは、トラストセンタリンクキーに基づいて APS 層で

セキュリティ保護される。nwkSecureAllFrames NIB 属性が TRUE であれば、アク

ティブネットワークキーで NWK 層でもセキュリティ保護される。ルータから加

入デバイスに送信されるトランスポートキーコマンドはセキュリティ保護されな

い。nwkSecureAllFrames NIB 属性が TRUE のときは、SKKE コマンドは連絡係と

してルータを使用して送信される。こうして、トラストセンタとルータ間の

SKKE コマンドは NWK 層でアクティブネットワークキーを用いてセキュリティ

保護され、ルータと加入デバイス間のコマンドはセキュリティ保護されない。そ

れ以外の場合、トラストセンタと加入デバイス間の SKKE コマンドはセキュリテ

ィ保護されない。トラストセンタと加入デバイス間で 終的に通信されるトラン

スポートキーは APS 層でトラストセンタリンクキーに基づいてセキュリティ保

護され、nwkSecureAllFrames NIB 属性が TRUE であれば、NWK 層でもアクティ

ブネットワークキーでセキュリティ保護される。 
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  注 1：トラストセンタはすでに加入デバイスとマスタキーを共有している場合（つまり、事前

設定されている場合）は、マスタキーを送信しない。 

ルータ 
トラストセンタ 加入デバイス 

加入済み（未認証） 

デバイス更新コマンド

新規デバイスの 
受入決定 

 
注

２

参

照

セキュリティ無しトランスポートキー 
コマンド(マスタキー)1

SKKE-1 コマンド 

SKKE-3 コマンド

SKKE-2 コマンド 

SKKE-4 コマンド 

セキュリティ有トランスポートキー 

コマンド (NWK キー) 

コマンド (マスタキー)1

EA 開始者チャレンジ 

EA 応答者チャレンジ 

EA 開始者 MAC およびデータ 

セキュリティ有トランスポートキー 

EA 応答者 MAC およびデータ 

加入済み（認証済み） 

  注 2：nwkSecureAllFrame NIB 属性が TRUE のとき、SKKE コマンドはルータを連絡係として使

用し送信される。（つまりこれらのコマンドは NWK 層のトラストセンタとルータ間で

はセキュリティ保護され、ルータと加入デバイスの間ではセキュリティ保護されな

い。） 
 

図 4.28 高セキュリティモード認証手順の例 
 
4.6.3.3 PAN 内ポータビリティ 

 
ポータビリティをサポートする必要があれば、デバイスは 2.5.5.5.2.2 に解説のメ

カニズムとともに、ここで解説する手順に従わなくてはならない。 
 

現在、PAN 内ポータビリティに対するセキュリティサポートは 小限である。大

部分のケースでは、ここに解説のようにセキュリティ動作は通常のケースと違わ

ない。 
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4.6.3.3.1 ルータの動作 
 

本書では ZigBee コーディネータおよび ZigBee ルータが行う、PAN 内セキュリテ

ィのサポート用のセキュリティ動作について解説している。 
 

2.5.5.5.2.2 に解説のステップに続いて、オルファン化されたデバイスは、少なく

とも apsSecurityTimeOutPeriod ミリ秒間、一時的に（仮に）ネットワークに受入

られる必要がある。この期間、新しい親にネットワークキーでセキュリティ保護

され、正しくフォーマットされた ZigBee メッセージを 低 1 つは送信する必要

がある。このメッセージが本書で解説のすべてのセキュリティ動作のステップを

正常に通過すると、デバイスはネットワークのメンバとして受け入れられる。 
 

オルファン化されたデバイスからのメッセージが、本書の他の部分で要求されて

いる上述のセキュリティ処理に失敗した場合、本仕様では親からの何のアクショ

ンも指定または要求しない。 
 

4.6.3.3.2 エンドデバイスの動作 
 

2.5.5.5.2.2 に解説のステップに続いて、オルファン化されたデバイスは少なくと

も apsSecurityTimeOutPeriod ミリ秒間一時的にネットワークに受入られる必要が

ある。この期間、新しい親にネットワークキーでセキュリティ保護された ZigBee
メッセージを 低 1 つは送信する必要がある。さらに、新しい親が現在のネット

ワークキーでセキュリティ保護された少なくともひとつの ZigBee メッセージを

受信することを確認する必要がある。このメッセージが本書で解説されているす

べてのセキュリティ動作ステップを正常に通過すると、デバイスはネットワーク

のメンバとして動作する。このプロトコルが正常に完了できない場合は、デバイ

スはこの親を使ってネットワークに再加入しようという試みを断念する。 
 

通常、標準セキュリティモードで動作していれば、エンドデバイスはトラストセ

ンタからのセキュリティ保護されていないネットワークキーを受け入れない。た

だし本書で要求されているように新規ネットワークに加入するために起動されて

いる場合は除く。 
 

通常、高セキュリティモードで動作していれば、エンドデバイスはトラストセン

タからの更新済みネットワークキーを受け入れるように設定されている。これは

認証手順用に起動されていないときを含む。この場合、キーは APSME-
TRANSPORT-KEY.request プリミティブを使ってトランスポートされ、適切なセ

キュリティが確認される。 
 

ZigBee ルータも 2.5.5.5.2.2 に解説のようにオルファンスキャンを実行することが

できるということに注意すること。この場合、現段階では ZigBee ルータもここ

に解説の手順に従う必要がある。 
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4.6.3.4 ネットワークキー更新 
 

アクティブネットワークキーを更新するとき、トラストセンタおよびネットワー

クデバイスはここで解説の手順に従わなければならない。 
 

4.6.3.4.1 トラストセンタの動作 
 

標準ネットワークキーを同タイプの新しいキーで更新するとき、トラストセンタ

は、ネットワーク上のすべてのデバイスにその新しいキーをブロードキャストす

ることができる。その際の手続きは、DestAddress パラメータをブロードキャス

トアドレスに、KeyType パラメータを 0x01（標準ネットワークキー）に設定した

APSME-TRANSPORT-KEY.request プリミティブを発行することである。

TransportKeyData サブパラメータは次のように設定される： 
 
• KeySeqNumber サブパラメータは、新しいネットワークキーのシーケンスカウ

ント値に設定される。 
• NetworkKey サブパラメータは、新しいネットワークキーに設定される。 
• UseParent サブパラメータは、FALSE に設定される。 
 

以前に分配されたネットワークキーのシーケンスカウントを N とすると、この新

しいネットワークキーのシーケンスカウントは(N+1) mod 256 となる。トラスト

センタは、 DestAddress パラメータをブロードキャストアドレスに、

KeySeqNumber パラメータを更新されたネットワークキーのシーケンスカウント

値に設定された APSME-SWITCH-KEY.request プリミティブを発行して、この新

しいキーへの切替を起こすことができる。 
 

標準セキュリティモードでは、トラストセンタはネットワークのすべてのデバイ

スのリストを保守管理することが可能である。一方、高セキュリティモードでは、

トラストセンタはそのリストを保守管理しなければならない。このリストを使っ

てアクティブネットワークキーを更新するためには、トラストセンタはまずこの

リスト上の各デバイスに新しいネットワークキーを送信し、その後、各デバイス

に新しいキーへの切替えを依頼する。新しいネットワークキーはリスト上のデバ

イスに、DestAddress パラメータはリスト上のそのデバイスのアドレスに、

KeyType パラメータは 0x05（高セキュリティネットワークキー）に設定された

APSME-TRANSPORT-KEY.request プ リ ミ テ ィ ブ を 発 行 し て 送 ら れ る 。

TransportkeyData サブパラメータは、次のように設定される： 
 
• KeySeqNumber サブパラメータは、新しいネットワークキーのシーケンスカウ

ント値に設定される。 
• NetworkKey サブパラメータは、新しいネットワークキーに設定される。 
• UseParent サブパラメータは、FALSE に設定される。 
 

以前に分配されたネットワークキーのシーケンスカウントを N とすると、この新

しいネットワークキーのシーケンスカウントは(N+1) mod 256 となる。トラスト

センタは、DestAddress パラメータをそのデバイスのアドレスに、KeySeqNumber
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パラメータを更新されたネットワークキーのシーケンスカウント値に設定された

APSME-SWITCH-KEY.request プリミティブを発行して、デバイスにこの新しい

キーへの切替えを依頼する。 
 

4.6.3.4.2 ネットワークデバイスの動作 
 

正常動作状態時に、KeyType パラメータが 0x01 または 0x05（ネットワークキ

ー）に設定された APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミティブを受信する

と、デバイスは SrcAddress パラメータがトラストセンタのアドレス（AIB の

apsTrustCenterAddress 属性に管理されている）と同じである場合のみ、

TransportKeyData パラメータをネットワークキーとして受け入れる。受け入れら

れ、そのデバイスが代替ネットワークキーを格納することができるなら、

TransportKeyData パラメータに含まれるキーおよびシーケンスナンバデータは、

その代替ネットワークキーを置き換える。それ以外の場合、TransportKeyData パ

ラメータに含まれるキーおよびシーケンスナンバデータは、アクティブネットワ

ークキーを置き換える。どちらの場合にも、適合するネットワークキーの着信フ

レームカウンタのすべてと発信フレームカウンタは 0 に設定される。 
 
正常動作状態時に APSME-SWITCH-KEY.indication プリミティブを受信すると、

SrcAddress パ ラ メ ー タ が ト ラ ス ト セ ン タ の ア ド レ ス （ AIB の

apsTrustCenterAddress 属性に管理されている）と同じである場合のみ、デバイス

は自分のアクティブネットワークキーを KeySeqNumber パラメータで指定された

ものに切替える。 
 

 

トラストセンタ デバイス 1 デバイス 2 

代替ネットワークキーをネット

ワークキーN と取り換える 

アクティブネットワークキーを 
ネットワークキーN と取り換える

ネットワークキーN をアクティ

ブネットワークキーにする 

コマンド無視 

図 4.29 ネットワークキー更新手順の例 
 

4.6.3.4.3 メッセージシーケンスチャート 
 

二つのデバイスに対するネットワークキー更新手順の成功例を図 4.29 に示す。こ

の例では、トラストセンタがシーケンスナンバ N のネットワークキーをデバイス

1、2 に送信する。この例では、デバイス 1 はふたつのネットワークキー（アクテ
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ィブネットワークキーと代替）を格納できる FFD であり、デバイス 2 はネット

ワークキーをひとつだけ格納できる RFD である。トランスポートキーコマンド

を受信すると、デバイス 1 は自分の代替ネットワークキーを新しいネットワーク

キーと取り換える。一方、デバイス 2 は自分のアクティブネットワークキーを新

しいキーと取り換えなければならない。次に、スイッチキーコマンドを受信する

と、デバイス 1 は新しいネットワークキーをアクティブネットワークキーにする。

一方、デバイス 2 はひとつのアクティブネットワークのみ所有するので、このコ

マンドは無視する。 
 

4.6.3.5 エンドツーエンドアプリケーションキー確立 
 

開始デバイス、トラストセンタ、応答デバイスは、開始デバイスと応答デバイス

の間のエンドツーエンドアプリケーションセキュリティのためのリンクキーを確

立するとき、ここに解説の手順に従う。 
 

4.6.3.5.1 デバイスの動作 
 

開始デバイスは、APSME-REQUEST-KEY.request プリミティブを発行して、応答

デバイスとのリンクキー確立手順を開始する。DestAddress パラメータは自分の

トラストセンタのアドレスに、KeyType パラメータは 0x02（アプリケーションキ

ー）に、PartnerAddress パラメータは応答デバイスのアドレスに設定される。 
 

4.6.3.5.1.1 リンクキーの受信時 
 

KeyType パラメータが 0x03（アプリケーションリンクキー）に設定された

APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミティブを受信すると、SrcAddress パラ

メータが AIB の apsTrustCenterAddress 属性と同じである場合のみ、デバイスは、

PartnerAddress パラメータで示されるデバイスとのリンクキーとして

TransportKeyData パラメータを受け入れることができる。受け入れられると、

AIB テーブルの apsDeviceKeyPairSet 属性が更新される。DeviceAddress エレメン

トを PartnerAddress パラメータに、LinkKey エレメントを TransoprtKeyData パラ

メータのリンクキーに、OutgoinFrameCounter エレメントと受信フレームカウン

タエレメントを 0 に設定することで、PartnerAddress パラメータで表示のデバイ

ス用に、AIB のキーペアデスクリプタが作成（または既存の場合は更新）される。 
 

4.6.3.5.1.2 マスタキーの受信時 
 

KeyType パラメータが 0x02（アプリケーションマスタキー）に設定された

APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミティブを受信すると、デバイスは、

SrcAddress パラメータが AIB の apsTrustCenterAddress 属性と同じである場合のみ、

PartnerAddress サブパラメータで示されるデバイスとのマスタキーとして、

TransportKeyData パラメータを受け入れることができる。受け入れられると、

AIB テーブルの apsDeviceKeyPairSet 属性が更新される。DeviceAddress エレメン

トを PartnerAddress パラメータに、MasterKey エレメントを TransoprtKeyData パラ

メータのマスタキーに、OutgoinFrameCounter エレメントと受信フレームカウン
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タエレメントを 0 に設定することで、PartnerAddress パラメータで示されるデバ

イス用に、AIB のキーペアデスクリプタが作成（または既存の場合は更新）され

る。 
 

次に、APSME-TRANSPORT-KEY.indication プリミティブの TransportKeyData パ

ラメータの Initiator サブパラメータが TRUE だった場合、デバイスは APSME-
ESTABLISH-KEY.request プリミティブを発行する。ResponderAddress パラメータ

は TransportKeyData パラメータの PartnerAddress サブパラメータに設定され、

UseParent パラメータは FALSE に設定され、KeyEstablishmentMethod パラメータ

は 0x00 (SKKE)に設定される。 
 

APSME-ESTABLISH-KEY.indication プリミティブを受信すると、応答デバイスに

対して、開始デバイスがリンクキーの確立を望んでいることが伝えられる。応答

デバイスがリンクキーの確立を決めると、APSME-ESTABLISH-KEY.response プ

リミティブを発行する。その際開始者アドレスパラメータは開始デバイスのアド

レスに、Accept パラメータは TRUE に設定される。リンクキーを確立しない場合

は、Accept パラメータを FALSE に設定する。 
 

応答者が開始者とのキーの設定を決めると、その後に SKKE プロトコルが続き、

応答者、開始者の双方に APSME-ESTABLISH-KEY.confirm プリミティブが発行

される。 
 

4.6.3.5.2 トラストセンタの動作 
 

KeyType パラメータが 0x02（アプリケーションキー）に設定された APSME-
REQUEST-KEY.indication プリミティブを受信したとき、トラストセンタの挙動

は、トラストセンタがアプリケーションリンクキーの送信用か、マスタキー送信

用のどちらに設定されていたかにより異なる。 
 

トラストセンタはふたつの APSME-TRANSPORT-KEY.request プリミティブを発

行する。アプリケーションリンクキーの送信用に設定されていれば、KeyType パ

ラメータは 0x03（アプリケーションリンクキー）に設定され、マスタキーの送

信用に設定されていれば、KeyType パラメータは 0x02（アプリケーションマスタ

キー）に設定される。一つ目のプリミティブの DestAddress パラメータは、キー

を要求しているデバイスのアドレスに設定される。TransportKeyData サブパラメ

ータは次のように設定される： 
 
• PartnerAddress サブパラメータは APSME-REQUEST-KEY.indication プリミティ

ブの TransportKeyData パラメータの PartnerAddress サブパラメータに設定され

る。 
• Initiator サブパラメータは、TRUE に設定される。 
• Key サブパラメータは、新しいキーK（マスタキーまたはリンクキー）に設定

される。 
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キーはランダムに生成される。二つ目のプリミティブの DestAddress パラメータ

は、APSME-REQUEST-KEY.indication プリミティブの TransportKeyData パラメー

タの PartnerAddress サブパラメータに設定される。TransportKeyData サブパラメ

ータは次のように設定される： 
 
• PartnerAddress サブパラメータは、キーを要求しているデバイスのアドレスに設

定される。 
• Initiator サブパラメータは、FALSE に設定される。 
• Key サブパラメータは、K に設定される。 

 
4.6.3.5.3 メッセージシーケンスチャート 

 
エンドツーエンドアプリケーションキー確立手順のメッセージシーケンスチャー

ト例を図 4.30 に示す。この手順は、開始者からトラストセンタへキー要求コマン

ドを送信することで始まる。次に、トラストセンタがタイムアウト用タイマを開

始する。このタイマが継続するあいだ（つまり有効である間）、トラストセンタ

は当該の開始者からのものでない限りこのデバイス組に対するすべての新規キー

要求コマンドを廃棄する。 
 

トラストセンタは、今度は、アプリケーションリンクキーまたはマスタキーを含

むトランスポートキーコマンドを、開始者と応答者に送信する。開始者のトラン

スポートキーコマンドだけが Initiater フィールドを 1（TRUE）に設定されるので、

マスタキーが送信された場合、開始者のみが SKKE-1 コマンドを送信することで

キー確立プロトコルを開始する。応答者が、開始者とのキー確立に応じると決定

した場合、SKKE プロトコルは SKKE-2 コマンド、SKKE-3 コマンド、および

SKKE-4 コマンドの交換することで進行する。完了（またはタイムアウト）する

と、プロトコルのステータスが開始者と応答者の ZDO に報告される。成功であ

れば、開始者と応答者はもうリンクキーを共有し、セキュリティ保護された通信

が可能になる。 
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開始者 トラストセンタ 応答者 

ディスカバリまたはその他の手段（例：プレ

ロード）により応答者のアドレスを検知 

タイマをスタートしリンクキーまたはマスタキーを開始者と応答者に

送信。トラストセンタは、タイマが有効の間、当該の開始者からのも

のでない限りこのデバイス組への新規キー要求コマンドを廃棄する。 

キー格納。マスタキーの場合は 
キー確立開始。 

キー格納の是非を決定

応答者がキー確立プロトコル

を実行するか決定 

ZDO に報告された SKKE のステータス ZDO に報告された SKKE のステータス 

図 4.30 エンドツーエンドアプリケーションキー確立手順の例 
 

4.6.3.6 ネットワーク離脱 
 

あるデバイスがネットワークを離脱する際には、当該のデバイス、そのルータ、

およびトラストセンタは、ここで解説する手順に従う必要がある。 
 

4.6.3.6.1 トラストセンタの動作 
 

トラストセンタがあるデバイスの離脱を望み、トラストセンタがそのデバイスの

ルータでない場合、トラストセンタは APSME-REMOVE-DEVICE.request プリミ

ティブを発行する。その際の ParentAddress パラメータはルータのアドレスに、

ChildAddress パラメータはトラストセンタがネットワークから離脱させたいデバ

イスのアドレスに、各々設定する。 
 

トラストセンタにはまた、デバイスのネットワークからの離脱が通知される。

Status パラメータが 0x02（デバイス離脱）に設定された APSME-UPDATE-
DEVICE.indication プリミティブを受信すると、DeviceAddress パラメータはネッ

トワークを離脱したデバイスのアドレスを示し、SrcAddress パラメータはこのデ

バイスの親のアドレスを示す。高セキュリティモードで動作している場合、トラ

ストセンタは自分のネットワークデバイスのリストから離脱デバイスを削除する。 
 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 4 490 
Security Services Specification 

 
 

 

4.6.3.6.2 ルータの動作 
 

ルータはデバイス除去(離脱)コマンドの受信およびデバイス更新コマンドの送信

を担う。 
 

APSME-REMOVE-DEVICE.indication プリミティブを受信すると、SrcAddress パラ

メータが AIB の apsTrustCenterAddress 属性と同じで、DeviceAddress に対応する

隣接テーブルエントリがネットワークキーの所持を示していれば、ルータは

NLME-LEAVE.request プリミティブを発行する。その際、プリミティブの設定内

容として、DeviceAddress パラメータは APSME-REMOVE-DEVICE.indicaion プリ

ミティブの DeviceAddress パラメータと同じに、rejoin パラメータは 0 に設定され

る。その他のフィールドはスタックプロファイルによって定義される。ルータは

SrcAddress パラメータが AIB の apsTrustCenterAddress 属性と同じでない APSME-
REMOVE-DEVICE.indication プリミティブは無視する。 

 
DeviceAddress パ ラ メ ー タ が 自 分 の 子 の ひ と つ に 設 定 さ れ た NLME-
LEAVE.indication プリミティブを受信すると、トラストセンタを兼務しないルー

タは、次のように設定した APSME-UPDATE-DEVICE.request プリミティブを発行

する： 
 
• DstAddress パラメータはトラストセンタのアドレスに設定。 
• Status パラメータは 0x02（デバイス離脱）に設定。 
• DeviceAddress パラメータは NLME-LEAVE.indication プリミティブの

DeviceAddress パラメータに設定。 
 

ルータがトラストセンタであれば、単にトラストセンタとして動作し、APSME-
UPDATE-DEVICE.request プリミティブを発行しない（4.6.3.6.1 参照）。 

 
4.6.3.6.3 離脱デバイスの動作 

 
デバイスは離脱コマンドの受信および送信を担う。 

 
セキュリティ保護された ZigBee ネットワークでは、離脱コマンドはアクティブ

ネットワークキーでセキュリティ保護され、NIB の nwkSecurityLevel 属性に表示

のレベルで実施されるセキュリティにて送信される。 
 

また、セキュリティ保護された ZigBee ネットワークでは、離脱コマンドはアク

ティブネットワークキーでセキュリティ保護され、NIB の nwkSecurityLevel 属性

に表示のレベルで実施されたセキュリティで受信された場合のみ、受信および処

理される。 
 

4.6.3.6.4 メッセージシーケンスチャート 
 

図 4.31 は、トラストセンタがルータにネットワークからその子のひとつを取除く

ように依頼した場合のメッセージシーケンスチャートの例を示している。トラス

トセンタがあるデバイスに離脱を求め、そのトラストセンタがそのデバイスにと
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ってのルータでない場合、トラストセンタはそのルータに対して、ネットワーク

からの離脱を望むデバイスのアドレスを指定したデバイス除去コマンドを送信す

る。セキュリティ保護されたネットワークでは、デバイス除去コマンドはリンク

キーがあればリンクキーでセキュリティ保護される。ない場合には、アクティブ

ネットワークキーで保護される。デバイス除去コマンドを受信すると、ルータは

そのデバイスにネットワークから離脱するように離脱コマンドを送信する。 
 

 

トラストセンタ ルータ デバイス 

  注 1：トラストセンタがデバイスに離脱を求め、そのトラストセンタがそのデバイスにとって

のルータでない場合、トラストセンタはルータに対して、ネットワークからの離脱を望

むデバイスのアドレスを指定して、デバイス除去コマンドを送信する。 
  注 2：ルータがその子のひとつをネットワークから離脱させるために離脱コマンドを送信する。 

 
図 4.31 デバイス除去手順の例 

 
図 4.32 は、デバイスが自分のルータにネットワークからの離脱を通知するメッセ

ージシーケンスチャートの例を示している。この例では、デバイスはルータに離

脱コマンド（アクティブネットワークキーでセキュリティ保護されている）を送

信している。ルータはその後、トラストセンタにデバイス更新コマンドを送信す

る。セキュリティ保護されたネットワークでは、デバイス更新コマンドは（リン

クキーが存在する場合には）リンクキーで、またはアクティブネットワークキー

でセキュリティ保護される必要がある。 
 

 

ルータ デバイス トラストセンタ 

  注 1：ネットワークを離脱するデバイスが自分のルータに離脱コマンドを送信する。 
  注 2：有効な離脱コマンドを受信すると、ルータはトラストセンタにデバイスがネットワーク

から離脱したことを通知するためにデバイス更新コマンドを送信する。 
 

図 4.32 デバイス離脱手順の例 
 
4.6.3.6.5 トラストセンタの動作 

 
本仕様では、トラストセンタは他のルーティングデバイスの役割以上の追加的役

割は特にない。 
 

通常通りに、標準セキュリティモードで動作しているときのトラストセンタは、

オルファン化されたデバイスに、セキュリティ保護無しのネットワークキーを発

行または再発行しない。ただし認証手順用に起動されている場合は除く。 

Copyright©2007 ZigBee Standards Organization. All rights reserved. 



Chapter 4 492 
Security Services Specification 

 
 

 

通常通りに、高セキュリティモードで動作しているときのトラストセンタは、認

証手順用に起動されていない場合、オルファン化されたデバイスに現在のまたは

更新されたネットワークキーを、選択的に発行または再発行することができる。

この場合、キーは APSME-TRANSPORT-KEY.request プリミティブを使ってトラ

ンスポートされ、適切にセキュリティ保護される。そのような更新の開始は、本

仕様の範囲外である。 
 

4.6.3.7 コマンドトンネリング 
 

トラストセンタと現在時点のネットワークキーを持たないリモートデバイスとの

間での、セキュリティ保護された通信を可能にするためには、ここに記述された

手順に従わなければならない。 
 

4.6.3.7.1 トラストセンタの動作 
 

トンネルコマンドにコマンドを組み込むためには、トラストセンタはまず 4.4.1.1
に解説のセキュリティ保護を適用しなければならない。さらにその後、セキュリ

ティ手順が成功すれば、セキュリティ保護されたコマンドフレームが、次のよう

にトンネルコマンドに組み込まれる： 
 

1. APS ヘッダフィールドは、組み込まれるコマンドの APS ヘッダフィールドの 
値に設定される。 

2. 宛先アドレスフィールドは、宛先デバイスの 64 ビット拡張アドレスに設定さ 
れる。 

3. トンネルされた補助フレームフィールド（the tunnelled auxiliary frame filed） 
は、セキュリティ保護されたコマンドの補助フレームに、次の変更を加えた 
形で設定される。 

・拡張ノンスサブフィールドは、1 に設定。 
・ソースアドレスフィールドは、トラストセンタの 64 ビット拡張アドレスに 
設定。 

・トンネルされたコマンドは、組みこまれたコマンドのセキュリティ保護され 
たペイロードに設定。 

 
トンネルされたコマンドはその後、宛先デバイスの親またはその他の隣接者に送

信される。 
 

4.6.3.7.2 ルータの動作 
 

APS トンネルコマンドを受信すると、ルータは組みこまれたコマンドを次のよう

に抽出する： 
 

1. APS ヘッダフィールドは、トンネルコマンドの APS ヘッダフィールドの値に設

定。 
2. 補助フレームフィールドは、トンネルコマンドのトンネルされた補助フレーム

フィールドの値に設定。 
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3. APS ペイロードフィールドは、トンネルコマンドのトンネルされたコマンドフ

ィールドに設定。 
 
抽出されたコマンドは、宛先アドレスフィールドに表示された宛先に、セキュリ

ティをディセーブル（不可）にした NLDE-DATA.request プリミティブを発行す

ることにより、送信される。 
 

4.6.3.7.3 宛先側の動作 
 

APS 層でセキュリティ保護され、APS 補助フレームに拡張ノンスのあるメッセー

ジの受信時、そのメッセージが APS 複製拒否テーブル(APS duplicate rejection 
table)では検索されず、同テーブルに加えられないことを除けば、そのメッセー

ジは通常通り処理される。 
 

4.6.3.8 許可設定テーブル( Permissions Configuration Table)  
 

表 4.41 の許可設定テーブルは、どのデバイスが特定の種類のコマンドの実行を認

可されているか、また、それぞれのケースでリンクキーセキュリティが必要かど

うかを示している。テーブルの値は次上位層による展開が予想され、着信するコ

マンドに対して、下記のようにチェックされる。着信コマンドが許可されなけれ

ば、コマンドは実行されてはならず、結果としてエラーメッセージが送信元に送

られることがある。 
 

表 4.41 許可設定テーブルの要素 
名前 タイプ 範囲 説明 デフォルト 
ModifyPermissions 
ConfigurationTable 
(修正許可設定ﾃｰﾌﾞﾙ) 

Permissions 
descriptor 
(許可ﾃﾞｽｸﾘﾌﾟﾀ) 
(表 4.42 参照) 

‐ このテーブルを修正す

る許可 
‐ 

NetworkSetting 
(ﾈｯﾄﾜｰｸ設定) 

許可ﾃﾞｽｸﾘﾌﾟﾀ 
(表 4.42 参照) 

‐ ﾈｯﾄﾜｰｸ開始および加入

ﾊﾟﾗﾒｰﾀを設定する 
許可。direct join 直接

加入、permit join 加入

許可、leave 離脱、ﾈｯﾄ

ﾜ ｰ ｸ保守、ﾘｾｯ ﾄを含

む。 

‐ 

ApplicationSettings 
(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ設定) 

許可ﾃﾞｽｸﾘﾌﾟﾀ 
(表 4.42 参照) 

‐ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ設定の設定

許可。bindings 結合、

ｸﾞﾙｰﾌﾟ、その他ｱﾌﾟﾘｹｰ

ｼｮﾝ設定ｺﾏﾝﾄﾞを含む。 

‐ 

SecuritySettings 
(ｾｷｭﾘﾃｨ設定) 

許可ﾃﾞｽｸﾘﾌﾟﾀ 
(表 4.42 参照) 

‐ ｾｷｭﾘﾃｨ設定の設定許

可。 
‐ 

ApplicationCommands 
(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｺﾏﾝﾄﾞ) 

許可ﾃﾞｽｸﾘﾌﾟﾀ 
(表 4.42 参照) 

‐ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ層ｺﾏﾝﾄﾞ発行

の許可 
‐ 

予約済 許可ﾃﾞｽｸﾘﾌﾟﾀ 
(表 4.42 参照) 

‐ 予約済 ‐ 

予約済 許可ﾃﾞｽｸﾘﾌﾟﾀ 
(表 4.42 参照) 

‐ 予約済 ‐ 
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表 4.41 許可設定テーブルの要素 
名前 タイプ 範囲 説明 デフォルト 
SKKEWithMasterKey 
(ﾏｽﾀｷｰ付 SKKE) 

ﾃﾞﾊﾞｲｽｱﾄﾞﾚｽの 
ﾘｽﾄ 

新しいﾄﾗｽﾄｾﾝﾀﾘﾝｸｷｰ(ｻ
ﾎﾟｰﾄされている場合)
生成のために SKKE を

使用する許可。 

‐ 任意の有効な

64 ﾋﾞｯﾄｱﾄﾞﾚｽま

たは 0xFFFFFF
FFFFFFFFFF 

 
表 4.42 許可デスクリプタの要素 

名前 タイプ 範囲 説明 デフォルト 
AuthorizedDeviceList 
(認証ﾃﾞﾊﾞｲｽﾘｽﾄ) 

ﾃﾞﾊﾞｲｽｱﾄﾞﾚｽの

ﾘｽﾄ 
‐ 許可されたﾃﾞﾊﾞｲｽそれぞれの

有効な 64 ﾋﾞｯﾄｱﾄﾞﾚｽのﾘｽﾄ、

またはすべてのﾃﾞﾊﾞｲｽが許可

さ れ て い る こ と を 示 す

0xFFFFFFFFFFFFFFFF と い

うひとつのｴﾝﾄﾘ 

0xFFFFFFFF
FFFFFFFF 

LinkKeyRequired 
(ﾘﾝｸｷｰ要求) 

ブール TRUE | 
FALSE 

ｺﾏﾝﾄﾞ受入にﾘﾝｸｷｰが要求され

ているかどうかを示す。 
FALSE 

 
 

4.6.3.8.1 サービス 
 

許可設定テーブルにリストされているサービスのグループについて、以下に詳細

を解説する。 
 
• ModifyPermissionsConfigurationTable エントリは、このテーブルへの修正要求が

許可されているかどうかを、次上位層が判断するのに使用することができる。 
• NetworkSettings エントリは、ZDO およびオプションとして次上位層が、あるネ

ットワーク関連の設定コマンドが許可されているかどうかを判断するために使

用される。このテーブルエントリに関わる ZDO コマンドは、

Mgmt_Direct_Join_req、Mgmt_Permit_Join_req、Mgmt_Leave_req コマンドである。 
• ApplicationSettings エントリは、ZDO およびオプションとして次上位層が、ある

アプリケーション関連の設定コマンドが許可されているどうかを判断するため

に使用される。このテーブルエントリに関わる ZDO コマンドは、Bind_req およ

び Unbind_req コマンドである。 
• SecuritySettings エントリは、次上位層が、指定されたセキュリティ関連設定コ

マンドが許可されているかどうかを判断するのに使用することができる。 
• ApplicationCommands エントリは、次上位層が、指定されたアプリケーション

コマンドが許可されているかどうかを判断するのに使用することができる。 
• SKKEWithMasterKey エントリは、どのデバイスにトラストセンタマスタキーを

用いた SKKE トランザクションの開始を許可するか、をオプション的に制限す

るのに使用される。これは新規トラストセンタリンクキーを生成するための手

順である。このテーブルエントリは、SKKE が実装されていないデバイスに対

しては、無効である。 
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4.6.3.8.2 使用詳細 (Usage Detail) 
 

着信コマンドは、指定時および着信コマンドが実行されない失敗時に許可のチェ

ックを起動する。許可チェックの失敗で送られた全てのエラーメッセージは、関

連コマンドの仕様で定義される。 
 
各エントリの AuthorizedDevicesList には、認証されたデバイスの IEEE アドレス

のリストが入る。または、0xFFFFFFFFFFFFFFFF ひとつだけを入れることも可能

であるで、この値は、すべてのデバイスが、適切にセキュリティ保護されていれ

ば、対応するコマンドの実行を許可されるということを示す。 
 
上記で規定されている場合、テーブルエントリは本仕様で義務付けられているす

べての確認に加えて、次上位層からも確認することができる。上位層チェックの

詳細および関連エラーメッセージは、本仕様の範囲外である。 
 
トラストセンタリンクキーでセキュリティ保護された着信コマンドは、トラスト

センタから来たと想定され、ここで解説のすべてのチェックを免除され、そして

正しくセキュリティ保護されていれば常に許可される。この免除はトラストセン

タリンクキーを持たないデバイスに対しては無効である。 
 
こ の テ ー ブ ル は オ プ シ ョ ン で 、 サ ポ ー ト さ れ て い て も

ModifyPermissionsConfigurationTable エントリおよび SKKEWithMasterKey エント

リには空セットが入り、これらのサービスが使用できないことを示す。またその

他すべてのエントリは、許可ディスクリプタの AuthorizedDeviceList エントリに、

いずれのデバイスも制限されていないことを示す 0xFFFFFFFFFFFFFFFF という

値が設定される。 
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