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東芝ネットワーク家電“フェミニティTM”シリーズは，市場ニーズに合わせ順調に進化しており，特に，新たな社会
ネットワークインフラとして注目され始めている。ブロードバンド ネットワーク環境がマンションなどの住宅に組み
込まれ生活環境として拡大するなかで，生活者は，豊かさと安心をより満足させる機器やサービスを求めるようになっ
ている。東芝は，ブロードバンド ネットワークを利用する機器とサービス提供は“リアルタイム情報の生活利用”と
いう，新しい生活価値を提供する生活インフラと捕らえており，2002年4月から販売開始した東芝ネットワーク家電
“フェミニティTM”シリーズを更に進化させ，多様な住宅形態に向けたシステム展開を推進している。

The FEMINITYTM series home network system for network home appliances is developing as expected in tandem with market demand.
It is also attracting attention as an element of the social network infrastructure. With the increasing dissemination of the broadband 
network infrastructure to houses and condominium buildings, residents of newly built apartments are expressing the need for appliances
and services that offer a more bountiful and safer life. In this context, broadband network home appliances and services are a form of
housing infrastructure that realize a new value; namely, life with real-time information.

This paper introduces the latest system configuration of the FEMINITYTM series home network system, which was launched on the
market in April of 2002, as well as the latest features of related appliances. The deployment of the FEMINITYTM system to various types
of housing is also described.

わが国のブロードバンド ネットワーク環境は，政府の

e-Japan構想にほぼ準じ順調な拡大をしており，世界有数の

ブロードバンド環境が市場提供されるようになってきた。特に，

新築マンションにおいては，ブロードバンド環境がほぼ100%

標準設置されるようになっており，これによる利用者数の

増大が進み，ブロードバンド環境利用の用途開発とサービス

拡大の模索が活発になってきた。

東芝ネットワーク家電“フェミニティTM”シリーズ
（1），（2）は，

2002年4月発売以後ブロードバンドネットワーク接続された

家電機器により“接続機器を利用した生活サービスを提供す

る”ことを目指し商品化した新しいサービスシステムであり，

ブロードバンドネットワーク化された新築マンションなどで，

標準設置するブロードバンド利用の基本サービスになるよう

に進化させてきた。毎日使う生活家電機器をそのままブ

ロードバンドネットワーク接続することで，“インターネットを

意識しないで利用する”環境（インフラ）を構築し，リアルタ

イムにつながる“便利で安心な生活”を提供している。

以下に述べる東芝ネットワーク家電 フェミニティTMシリー

ズは，設備系機器との連携機能，及び一般的サービスとの連

携機能を強化し，連携企業とのコラボレーションビジネスを

構築できるインフラに成長している。システム概要では機器

と機能を中心に，携帯電話の宅内無線機能を利用した“フェ

ミニティTM携帯リモコンサービス”，ネット接続したデジタル

テレビ（TV）をリモコンにする“フェミニティTMDTVリモコン

サービス”を概説する。また，サービス概要として，セキュリ

ティ機器との連携による“フェミニティTMセキュリティ連携

サービス”など，ビジネス連携の広がりを説明する。

このフェミニティTMシステムでは，ブロードバンドネットワーク

環境（ADSL（非対称デジタル加入者線）やFTTH（Fiber To

The Home）などの高速インターネット環境）なら特に限定せ

ずに連携でき，住戸内は有線でも無線でもLAN網があれば

構成できるフレキシブルな設計になっている。特に，宅内につ

いては，各社の家電品が相互に利用できることを第一と考え

家電設備系国際通信規格であるECHONETTM（注1）規格（3）と，

無線通信に関しては世界標準規格であるBluetoothTM（注2）

無線通信（4）（Class1，100m通信タイプ）を採用している。シス

テムセキュリティを第一と考え，データは機器認証を実施し

サーバと家庭内機器が絶えず確認して通信する家電ならでは

の通信安全性を高めた通信方式を採用している。

まえがき1

（注１） ECHONETは，エコーネットコンソーシアムの商標。

（注２） Bluetoothは，Bluetooth SIG, Inc.の商標。
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したネットワーク家電コントローラであり，フェミニティ倶楽部 TM

（フェミニティTM専用ASP（Application Service Provider）

サイト）と連携し，遠隔制御などのサービスを提供するフェミ

ニティTMのコア商品である。

ITホームゲートウェイについて，新商品（BTR-3005A/AZ）

と既存商品（BTR-2004A）の仕様比較を表１に示す。

近年，パソコン（PC）やネットワーク対応DVDレコーダな

どのネットワーク対応家電が広く普及しており，複数台の

ネットワーク機器をLAN接続するケースが増えてきている。

新商品では，このようなケースに対応するために，ブロードバ

ンドルータ機能（LAN端子×2チャネル（ch））を内蔵してい

るので，複数台のPCやインターネット接続機能付きのデジタ

ルTVなどのインターネット接続が可能である。更に，デジタ

ルTV Face対応のフェミニティ倶楽部 TMコンテンツを準備

することにより，デジタルTV Faceのリモコンで，ネットワー

ク家電（エアコンと照明）の宅内操作を実現した（図２）。

東芝は，2002年4月に世界初のネットワーク家電としてフェ

ミニティTMを市場投入した。2004年6月からは，家庭用エア

コン全機種をECHONETTMに準拠対応し，ウェブ閲覧可

能な携帯電話利用の遠隔操作サービスの提供を開始した。

現在は，照明にも対応させており，アダプタを購入しフェミニ

ティ倶楽部 TMへ入会すると“夏の暑い日に帰宅前にエアコン

をつけて快適な部屋にしておくサービス”や，夜暗くなって

家へ帰るとき“帰宅前に照明をつけて部屋を明るくしておく

サービス”などを受けられる。

2.1 システム概要

2005年4月から，フェミニティTMシリーズの第3世代として，

システム構成が拡張された（図１）。この新フェミニティTM

シリーズでは，システムのコアコンポーネンツである，IT

（情報技術）ホームゲートウェイとITアダプタ（BluetoothTM

アダプタ）をリニューアルすることにより，次のサービスを実現

している。

フェミニティTM携帯リモコンサービス　　Bluetooth
TM

携帯電話によるフェミニティTMコントロール

フェミニティTM DTVリモコンサービス　　デジタル

TV“Face”でのフェミニティTMコントロール

フェミニティTMセキュリティ連携サービス　　セキュ

リティ機器との連携によるフェミニティTM機器との連動

以下に，新フェミニティTMシステムの概要について述べる。

2.2 ITホームゲートウェイ

ITホームゲートウェイとは，ECHONETTMプロトコルを利用

新フェミニティTMシステム2
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図１．新フェミニティTMシステム－第Ⅲ世代フェミニティTMシステム
では，BluetoothTM携帯電話やデジタルTVからもフェミニティTM機器の
操作が可能となる。

New 3rd-generation FEMINITYTM home network system

表１．ITホームゲートウェイ仕様比較

Specifications of new and old IT home gateways

項　目 新商品（BTR-3005A/AZ） 既存商品（BTR-2004A）

インタ
フェース

ソフト
ウェア

WAN 10BASE-T/100BASE-TX
×1ch

10BASE-T/100BASE-TX
×1ch

LAN 10BASE-T/100BASE-TX
×2ch －

BluetoothTM
Ver.1.2，

Power Class 1，
6＋4（パーク）台接続

Ver.1.1，
Power Class 1，

7台接続

接点 I/O 入出力×2ch －

BluetoothTM GAP，SDP，SPP，PAN GAP，SDP，PAN

ECHONETTM Ver.3.21準拠 Ver.3.12準拠

その他機能

フェミニティTM

遠隔制御機能
フェミニティTM

遠隔制御機能

接点端子監視／制御機能 －

BluetoothTM携帯電話
によるリモコン機能

－

GAP：Generic Access Profile SDP ：Service Discovery Profile
SPP ：Serial Port Profile PAN ：Personal Area Networking profile

図２．デジタル TV“Face”によるエアコン制御画面例－デジタル
TVのウェブブラウザによって，フェミニティ倶楽部TMを表示する。

Example of display of FEMINITYTM-Club on “Digital FACE” TV
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電気錠や電動シャッタなどの住宅設備機器では，外部イン

タフェースとして，接点端子を装備するものが多くある。新商

品では，これらの住設機器に対応するために2chの接点

端子を標準装備し，既存のセキュリティインタホンと電気錠

（機種限定あり）について，フェミニティTMと同様のサービス

（遠隔操作や機器連携制御など）を実現している。

BluetoothTMインタフェースは，Ver.1.2に準拠した当社製

ベースバンドチップ（TC356510）内蔵モジュールを採用する

ことにより，無線LAN（IEEE802.11b/g（米国電気電子技術

者協会規格802.11b/g））との共存性を向上させている。また，

BluetoothTMピコネットの制約（同時接続最大7台）の壁を破

り，最大10台の同時機器接続（同時通信6台，接続機器パー

クモード時）を実現し，将来のフェミニティTMシステム拡張に

対応している。

2.3 ITアダプタ

ITアダプタとは，BluetoothTM及びECHONETTM通信機能

を備え，様々な製品に汎用的に採用することが可能な，フェ

ミニティTM家電の標準インタフェースである。今回，IT照明

スイッチに搭載した新ITアダプタ（BTR-3005A）は，従来機

種と比較して，以下の特長がある（図３）。

ユーザーにより，ネットワーク家電対応機器に後付け可能

ECHONETミドルウェアアダプタ規格に準拠

（1）の特長は，いわゆる“レディ機器”の考え方を実現した

商品である。レディ機器とは，PCカードのネットワークインタ

フェースのように，ユーザーが必要なときにアダプタを購入・

装着しネットワーク機能を追加できるようにするという考え方

である。レディ機器では，通常商品に，新ITアダプタの接続

端子と簡単な通信ソフトウェアを追加するだけでよく，従来

よりも低価格でネットワーク家電を提供することができる。

またこの方式について，エコーネットコンソーシアムにて，

2004年 5月にECHONET Ver.3.21ミドルウェアアダプタ

規格として正式に規格化された。これにより，ITアダプタは，

当社の製品だけでなく他社のレディ機器にも装着可能となり，

フェミニティTM対応商品のラインアップ拡充に大きく貢献

できるものと考えている。

3.1 遠隔制御の実現

手持ちの携帯電話で，外出先から自宅の電気機器の消し

忘れ確認や消灯・停止ができるサービスを提供し実現して

いる。

インターネットを利用した遠隔制御方式としては，グローバ

ルIP（Internet Protocol）アドレスが取得可能で，ポート転送

などによりインターネット網から直接ITホームゲートウェイに

接続可能な環境であれば，制御命令を直接送信する方法

（ダイレクト方式）と，ASPサーバに対し定期的に制御命令を

取得するポーリング方式によって実現する手法が一般的に知

られている。ダイレクト方式はポーリング方式に比べ，ユー

ザーにとって即応性が高いことや，必要なときだけ通信する

ためASPとの通信コストが低いといった多くのメリットがあ

る。しかし，現在普及している各家庭のインターネット接続

環境は，グローバルIPアドレスの取得の可否や，利用可能な

ポート番号の制限などがあり，必ずしもすべての家庭でダイ

レクト方式を実現することはできない。

そこで，各家庭のインターネット接続環境に柔軟に対応で

きるようにダイレクト方式とポーリング方式を環境に合わせて

自動的に選択する手法を開発し，このシステムに適用した。

更に，ポーリング方式及びダイレクト方式においても必ずイン

ターネット上に置かれるASPサーバを介して宅内へのアク

セスを行うことで，インターネットセキュリティの確保を実現

している。

3.2 BluetoothTM携帯電話によるネット家電制御

手持ちの携帯電話がそのまま家庭内対応機種のリモコン

になる“フェミニティTM携帯リモコンサービス”の提供を開始

した。寝る前にベットサイドから“家中の照明灯滅，エアコン

の消し忘れ確認”ができるBluetoothTM通信機能を搭載した

携帯電話が2004年より各社から発売されはじめ，自動車用

ハンズフリー機能対応の携帯電話として普及が始まった。当

社は，au向け携帯電話W21Tを対象に，ITホームゲート

ウェイ経由でITエアコンやIT照明のコントロールを行うフェ

ミニティTM携帯リモコンサービスを開始した（図４）。フェミ

ニティTM携帯リモコンサービスは，BREW
�（注3）アプリケー

ションにより実現しており，必要に応じてアプリケーション

IT照明スイッチ 一般照明機器 

電源 シリアル（UART）通信 

• Bluetooth Ver.1.2プロトコルスタック�
• ECHONET Ver.3.21ミドルウェア  搭載�
• Bluetooth認証 /TELEC認証  取得済み 

ITアダプタ（BluetoothTMカートリッジ）�
ECHONET ミドルウェアアダプタ規格準拠 

UART�：Universal Asynchronous Receiver Transmitter�
TELEC�：（財）テレコムエンジニアリングセンター 

図３．ITアダプタ（ECHONETTMミドルウェアアダプタ）－新ITアダ
プタでは，ユーザーによる取付けが可能であり，ECHONETミドルウェア
アダプタ規格に準拠しているため，他社のレディ機器にも装着できる。

IT adapter (ECHONETTM middleware adapter)

新しいフェミニティTMサービスの実現3

（注３） BREWは，米国QUALCOMM Incorporatedの米国及びその他の

国における商標又は登録商標。
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4.1 ネットワーク家電市場の動向

ITホームゲートウェイが三つのインタフェース（BluetoothTM，

LAN，接点端子）を持ったことで接続機器が増え，住宅設備

機器の一部として，またネットワーク家電やネットワーク住宅

設備機器の後付けが可能なシステムとして採用が広がって

いる。住宅においては犯罪の増加や凶悪化が進み，セキュリ

ティの導入が増加しており，関連機器の開発と関係する企業

との連携を進めている。

このようななかで，ITホームゲートウェイが住宅設備機器

のネットワークの中心となるための条件としてデベロッパー

やハウスメーカーから，次の要望があり検討を進めてきた。

携帯電話での遠隔操作

インタホンとの連携

居室内のすべての場所でBluetoothTMが使用可能

以下に，フェミニティTMの導入事例について述べる。

4.2 マンションへの展開

マンションにおいては，あらかじめ警備保障会社のセキュ

リティインタホンシステムを導入するケースと単独でインタホ

ンシステムを導入するケースの2通りがあり，更に鍵のかけ

忘れに対応するために電気錠を設置するケースも増えてい

る。ここでは，前者のケースと電気錠を組み合わせ，当社が

大手デベロッパー及び警備保障会社と連携して導入した例

を紹介する。システム構成を図５に示す。

カタログなどからダウンロードすることができる。また，アプリ

ケーションの初回起動時に，フェミニティ倶楽部 TMからネット

ワーク構成情報を自動ダウンロードするので，煩雑な接続設

定をすることなく，容易に使用することができる。

また2005年4月から，EZweb（注4）公式サイト版フェミニティ

倶楽部 TMをオープンし，フェミニティTM携帯リモコンサービス

アプリケーションのダウンロードのほか，料理レシピなどの

生活コンテンツの提供を行う。

SPP

ITホームゲートウェイ 
PAN�

（ECHONETTM） 

BluetoothTM

au向けW21T

ITエアコン 

ITエアコンリモコン�
（BREW�アプリケーション） 
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図４．BluetoothTM携帯電話によるフェミニティTMリモコン－au向け
W21TのBREW�アプリケーションソフトウェアとして，BluetoothTMリモ
コンアプリケーションをリリースした。

Remote control system for mobile phone with BluetoothTM interface

警戒モードの確認�
警戒モードで家電OFF

IPで住設機器と�
家電をネットワーク 

家にいるときはデジタル TVで操作�

BluetoothTM

BluetoothTM

BluetoothTM

接点�

接点� 接点�

LAN

LAN

東芝Web�
サービス�

フェミニティ倶楽部 TM

ADSL�
FTTH

外出先では携帯電話で操作�

オプション�

消し忘れ確認と停止�
帰る前に運転�

消し忘れ確認と消灯�
帰る前に点灯�

かけ忘れの確認と施錠�

ロビーインタホン�

コントロール�
ユニット 

コントローラ�
センター 

対処員 

セキュリティインタホン�

ホームゲートウェイ�

ITエアコン�

IT照明スイッチ�

電気錠�

防犯セット錠�

図５．マンション対応モバイルコントロールサービス－大手マンションデベロッパー及び警備会社と連携し，マンション向けネットワークシステムを導入した。

Mobile control service for apartment house

新しいフェミニティTMサービスの展開4

（注４） EZwebは，KDDI（株）の登録商標。
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標準として構成する機器は，ITホームゲートウェイとIT照

明スイッチ，セキュリティインタホン，電気錠である。このなか

でITホームゲートウェイとIT照明スイッチが当社製品であり，

ITホームゲートウェイとIT照明スイッチはBluetoothTMで，

セキュリティインタホンと電気錠は接点端子で接続している。

IT照明スイッチは東芝ライテック（株）で商品化している。

提供するサービスは，セキュリティインタホンのセット状態

の確認，電気錠の施錠確認と施錠，照明の状態確認と点

灯／消灯を外出先の携帯電話から行うものである。また，セ

キュリティインタホンの外出モードのセットに合わせて照明を

消灯するなどの連動動作を行い，セット結果をメール確認す

る“マンション対応モバイルコントロールサービス”を実現し

ている。また，宅内では同じ操作をPCやデジタルTVのリ

モコンで行う一括画面コントロールを提供している。

4.3 戸建て住宅への展開

戸建て住宅においてもマンションと同様にカラーTVドア

ホンを設置するケースが増えており，大手ドアホンメーカー

と連携したシステムを提供している。

標準として採用される機器は，ITホームゲートウェイ，IT

照明スイッチ，クレセント電子錠，カラーTVドアホン，玄関ド

ア電気錠である。クレセント電子錠は，サッシの施錠と開閉

を検知する機能を備えたものを提供している。提供する

サービスは，カラーTVドアホンの状態確認，センサ状態の

確認と警報，電気錠の状態の確認と施錠，クレセント電子錠

の状態の確認と施錠，照明の状態の確認と点灯／消灯を外

出先の携帯電話から行うことができる。また，カラーTVド

アホン親機のセットに合わせて照明の消灯とクレセント電子

錠の施錠などの連動動作を行うサービスを追加する予定で

ある。

4.4 オール電化住宅への展開

IH（Induction Heating）調理器，ヒートポンプ給湯器の普

及に合わせてオール電化住宅への期待が高くなっており，電

力会社と連携してオール電化住宅への適用を進めている。

電力モニタ機能を商品化することで使用電力量の表示や

ピークカットをオンデマンドで行うなどのサービスを提供す

る。省エネに対する消費者の意識は高く，関連機器のリアル

タイムな電力消費状態を把握できるネットワーク化は，省エ

ネ生活に対して有用である。

ITホームゲートウェイが三つのインタフェースを持ったこ

とで住宅設備機器の一部として，採用が進むと考える。

ワイヤレスネットワーク技術により，更に広がるネットワー

ク家電の未来を示した。このシステムは，生活家電を含めた

家庭向けブロードバンドネットワーク利用基盤と考えており，

住戸内にある様々な機器との連携が生活者の便利と安心を

創造することになると期待される。住宅設備機器のネット

ワークの基盤となるためには，デベロッパーやハウスメー

カーと協力連携して，課題を早期に解決し，更なる普及を目

指したいと考えている。各機器企業と共にサービス事業企

業とのビジネス連携をますます推進し，豊かな生活サービス

を提供し，高齢者を含めた全生活者の生活支援になるサー

ビスへ成長させたく更に開発を進めていく。
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