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総務省への開発提案と評価

平 成 15 年 度 課 題 対 応 新 技 術 研 究 開 発 事 業
詳 細 は Ｈ Ｐ へ h t t p://Ma r sit.info
〒６６５－００４７
所在地
兵庫県宝塚市亀井町 10 番 7 号
Tel：０７９７－７２－０４０１

研究開発成果報告概要
企業名

(株)ニッシン

代表者名

資本金

９９

直近の
売上高

百万円

竹内 修
５,４２２

従業員数 １９８

百万円

人

主力
製品

電気機械器具のＯＥＭ

管理番号

技術分野

②情報通信

１４RD−３１

技術区分

(i)ネットワークがすみずみまで行き渡った社会に向けた
「高速・高信頼情報通信システム」技術

技術開発課題 ホームネットワーク構築技術
テーマ名

ホームネットワーク構築ユニットに関する研究開発

研究開発期間 平成 1４年８月〜平成１６年１月
１．委託事業実施の背景と委託事業の概要
ＬＳＩのダウンサイジングにより、1980 年代パソコンの殆どのハード部分は、現在、１チップ
μＣＰＵに組み込まれている。更に、半導体は機器だけでなく器具にも組込められるようになって、
あらゆる機械器具がインテリジェンス性を持つことが可能になって来た。しかし、現状のＬＡＮ構
築では、未だに通信デバイスＬＳＩをパソコン付属やネットワークサーバ付属のインターフェース
として制御する概念から抜けていない。
パソコンなどのネット構築用部材が不要となる分散型ネットサーバ全機能を内蔵した１チップ
μＣＰＵを研究開発する。ホームネットワークは、１チップμＣＰＵを組込んだユニットを接続す
るだけで構築できるようになり、各家庭の電気・ガス・水道の各計量器に取り付けたり、各種の電
気製品や器具に組込んだりできるようになる。なお、次の製品の販売でデファクト化を進める。
(1)基本アルゴリズムのソフトプログラム

(2)インストール済み１チップμＣＰＵ

(3)１チップμＣＰＵを搭載したユニット基板 (4)アプリケーション付きユニット基板モデル
２．委託事業全体の内容と目標
（１）技術の内容と新規性又は改善性
ネットワーク構築用の専用コンピュータを作るとのコンセプトで、次の５項目の基本アルゴリズ
ム理論が完成した。なお、理論をプログラム化し１チップμＣＰＵにインストールする。
１）ポイント･ツー･ポイント接続部材間にトークンを巡回させ、完全なるデータ競合の回避
２）新規のトリガートークン巡回にて、伝送路をパイプラインと同等の多重型の高速通信
３）接続ノード数を無制限にするため、ＬＡＮの階層接続とするシフト型のルーティング
４）故障しているノードまたは伝送路の不具合部材を表示し、取換えできる機構
５）受信ノード側のルーティングデータ解析で、強固で簡素な通信セキュリティを構築
（２）技術目標値
プログラム化した基本アルゴリズムによって、ホームネットワーク構築ユニットを実現させる。
ネットワーク機能別に研究開発の技術目標を列挙する。なお、①〜④は昨年度 ⑤〜⑧は当該年度
①データ競合の完全回避の実証

②異転送速度が混在するパイプラインの実証

③ＬＡＮの階層接続によるノード数無制限接続 ④不具合部材(ノードおよび伝送路)の表示
⑤受信拒否による通信セキュリティの実現

⑥無線伝送路を考慮したユニットの実現

⑦入出力接点端子 ⑧シリアル通信(RS‑232C,USB,…)を有するアプリケーション基板の製作

３．委託事業全体における技術目標値を達成するための課題と解決方法
技術目標を達成するための各年度毎の解決方法は同一であり、ハード部分・ソフト部分・混在し
ているファーム部分に分けられる。各々についての課題を示す。
◎ハード部分： ホームネットワーク構築ユニット基板・アプリケーション基板
製品価格はハード部材原価に大きく依存するため、原価低減を目指した設計・試作とする。
◎ソフト部分： ユニット基板のμＣＰＵ・アプリケーション基板にｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ性を持たすＭＰＵ
ハードウェアにインストールが容易なμＣＰＵ用やＭＰＵ用のプログラムを製作する。
◎ファーム部分： ＩＣＥ（In Circuit Emulator：ソフト開発試行）の利用
インストールするプログラムは、ＩＣＥを利用してアセンブラ言語にてリアルタイムＯＳを製
作し、モジュール化した部分を順に積み上げ、システムＬＳＩ開発への展開を容易にする。
４．当該年度における技術目標値の達成の状況と意義
平成１５年度はアプリケーション基板開発および新規の通信プロトコルの実証を目標として研
究開発を進め、すべての目標を達成した。研究開発内容と意義について述べる。
①〜④平成１４年度に開発した研究の完成度を向上させた
汎用データ転送やネットワーク運営に関する制御のプロトコルの完成度を向上させた。従っ
て、パソコンから直接アプリケーションの入出力接点を制御可能になり、故障しているノード
または伝送路の不具合部材がどこであるかを正常な部材が表示可能になった。
⑤受信拒否による通信セキュリティの実現
下記の状況と受信状況が受信側のスイッチ２個で実現した。
一つの家庭内のネットワーク…すべての制御情報を受信
マンションなどの共同住宅…許可されたアプリケーション基板のみ制御情報を受信
更に遠くのユニットからの通信…パソコンにのみ情報を表示し制御情報を受信拒否
⑥無線伝送路を考慮したユニットの実現
無線伝送路の一つとして電力線通信を開発し、ネットワークの基幹伝送路に組み込めた。
ノード材を直接接続する１対１接続だけでなく、バス型も混在できるネットワークにした。
⑦入出力接点端子を有するアプリケーション基板の製作
μＣＰＵを搭載したユニット基板を製作し、アプリケーション基板にリレーを組み込むことに
より、より実用に近いホームネットワークのデモが可能となった。
⑧シリアル通信(RS‑232C,USB,…)を有するアプリケーション基板の製作
RS‑232C 端子はアプリケーション基板に組み込んだ。USB 端子は RS‑232C 端子と接続可能な別置
型にした。別置型にしたため、従来のイーサネット(登録商標)のＬＡＮにも接続可能である。
５．事業化の目標と当該年度に把握した事業化を取り巻く環境変化
大手メーカのホームネットワーク提案は、ＴＶ・ＶＴＲなどの画像を中心とした高速系の情報家
電や低速系で白物家電とインターネットを結び付けるネット家電に分化して実用化検討が行われ
ている。本研究は宅内の白物家電や住宅設備などの低速制御系のホームネットワーク構築に対応す
るものであり、ネットサーバ不要な安価なシステムとして関心を集めている。この特徴を生かすた
め、更に啓蒙活動と新商品開発を進めて、事業化に結びつける。
平成１６年度：大手通信企業と共に商品開発をする。
平成２０年度見込額：ユニット販売 500,000 台／月 単価 3,000 円 １８０億円／年。

「技術目標値の達成の状況と意義」の補足説明
本研究開発の技術目標値は 2 年間ですべて達成した。利用形態を考慮して実験を行ったホームネ
ットワーク構築を下図に示す。
◇ホームネットワークの構築
本研究開発におけるホームネットワーク構築は、Marsit-Unit 同士を伝送路で接続するネット
ワーク部、Mars-Unit に直接コネクタ接続するアプリケーション部に分けた。
Marsit-Unit 同士を接続する伝送路としては、有線伝送路および電力線伝送路が利用できる。
一般ユーザーにおいては、ネットワーク構成の技術仕組みよりも、どのようなホームネットワ
ークが構築できるかが関心の的である。従って、下図ではネットワーク部を省略した。
◇ネットワーク部の機能低下
ネットワーク部を構成している Marsit-Unit や伝送路の故障や断線があれば、目に見える形と
して、警報器を鳴らせる。なお、窓センサーなどの防犯装置と連動させる実験も行った。
◇白物家電の ON/OFF
白物家電や電灯を動作点灯させる ON スイッチ、停止させる OFF スイッチを別々に複数個設
けていても、ネットワークによって ON/OFF スイッチ情報を家電や電灯に流せた。また、家電
品や電灯をグループ分けすることにより、一つの ON/OFF スイッチによって、複数台の機器を
制御できた。詳細制御器としてパソコンを利用した場合は、キーボードと画面による制御ができ
ている。
◇パソコン通信
制御データは、ON/OFF 以外として、パソコン同士の文字列通信を行った。この通信は一つの
家庭内だけでなく、共同住宅を想定して通信実験をした。なお、パソコンによる ON/OFF 制御
情報は、自宅内しか有効でないような強固なセキュリティを構築した。
実験したホームネットワーク構築
インターネット

選択機器
をＯＮ
不要機器
をＯＦＦ

寝室

リビング

書斎

キッチン
全機器
詳細制御

施錠・断線

(パソコン)

警報器

玄関
居間機器詳細制御器

台所機器詳細制御器

目覚時や帰宅時に必要機器をＯＮ 就寝時や外出時に不要機器をＯＦＦ
クーラー・風呂・冷蔵庫などの温度設定は「詳細制御器」で行う。

「技術目標値の達成の状況と意義」に係る成果物等
基板発注した試作品は、ロゴ

及び

をシルク印刷している。

ネットワーク構築に必要不可欠な物は「Marsit-Unit」であり、設定スイッチにより、ノードと
して３種類（終端ノード、２端子ノード、WAN 接続ノード）および伝送路分岐器に機能分化する。
「電力線通信モジュール」は、有線伝送路の敷設が困難な場所でのネットワーク構築用。
「アプリケーションＡ」は入出力インターフェースの見本であり、スイッチ入力４点、リレー出
力２点、ＬＥＤ出力４点、RS-232C 端子１点を有している。また、スイッチＯＮ/OFF の情報は、
２つの宛先設定により、ＬＡＮ内の２ヶ所やＷＡＮを経由する１ヶ所に送信することができる。
RS-232C 端子付パソコンからの送受信では宛先数の制限が無くなる。
「アプリケーションＢ」を
組み合わせれば、USB 端子付パソコンの接続も可能である。

汎用制御器用
RS-232C 端子

パソコンなど
ＵＳＢ端子

RS-232C
ＵＳＢ変換

スイッチ
入力
アプリケ
ーション
基板
宛先設定

リレー
出力

コネクタ接続
アプリケーションＡ

アプリケーションＢ
Marsit-Unit

電力線通信モジュール
設定スイッチ

μＣＰＵ
基板

ＤＳ−ＳＳ
通信モジュール

接続
ケーブル

電力線通信伝送路（無線伝送路）

有線伝送路

WAN/分岐用
の接続端子

