
JP 2014-195220 A 2014.10.9

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】来訪者との間でコミュニケーションを図るため
に必要とされる音声データとして居住者により入力され
る文字列データを変換した音声合成データで出力するこ
とができるインターホンシステムを提供する。
【解決手段】玄関子機１が設置される住戸玄関等の住戸
外に居る来訪者からの呼出しがあったとき、来訪者との
間でコミュニケーションを図るために必要とされる音声
データとして、携帯情報端末３を携行した居住者により
端末操作部３２で入力される文字列データを居室親機２
ａの音声合成部２３ａで音声合成データに変換し、玄関
子機の子機音声出力部１２１から出力する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　住戸玄関等の住戸外に設置され来訪者が住戸内に在室中の居住者を呼出して通話を成立
させる玄関子機と、前記住戸内に設置され前記来訪者からの呼出しに応答した前記居住者
が通話を成立させる居室親機と、前記居住者により携行され前記居室親機を経由して前記
玄関子機との間の信号伝送路を形成し前記来訪者との間で通話を成立させる携帯情報端末
とを有し、
　前記居室親機及び前記携帯情報端末間は、インターネット等の汎用ネットワークに接続
されるルータを経由して相互に接続され、
　前記携帯情報端末は、前記居住者が前記来訪者との間で通話を成立させる音声データを
文字列データで入力する端末操作部と、前記端末操作部で入力された前記文字列データを
前記居室親機に送出する端末送信部とを備えるインターホンシステムであって、
　前記居室親機は、前記携帯情報端末の前記端末送信部から伝送されてくる前記文字列デ
ータを受信する親機受信部と、前記親機受信部で受信された前記文字列データを音声合成
データに変換する音声合成部と、前記音声合成部で変換された前記音声合成データを前記
玄関子機に送出する親機送信部とを備え、
　前記玄関子機は、前記居室親機の前記親機送信部から伝送されてくる前記音声合成デー
タを受信する子機受信部と、前記子機受信部で受信された前記音声合成データを出力する
子機音声出力部とを備えることを特徴とするインターホンシステム。
【請求項２】
　住戸玄関等の住戸外に設置され来訪者が住戸内に在室中の居住者を呼出して通話を成立
させる玄関子機と、前記住戸内に設置され前記来訪者からの呼出しに応答した前記居住者
が通話を成立させる居室親機と、前記住戸内に設置されるエアコン、湯沸かし器等の住戸
設備機器とを有し、
　前記居室親機及び前記住戸設備機器間は、インターネット等の汎用ネットワークに接続
されるルータを経由して相互に接続され、
　前記住戸設備機器は、自機器の状態変化を示す状態通知信号を生成する機器ＣＰＵと、
前記機器ＣＰＵで生成された前記状態通知信号を前記居室親機に送出する機器送信部とを
備えるインターホンシステムであって、
　前記居室親機は、前記住戸設備機器の前記機器送信部から伝送されてくる前記状態通知
信号を受信する親機受信部と、前記親機受信部で受信された前記状態通知信号に対応した
文字列データが参照される親機用データ変換表が記憶された親機記憶部と、前記親機記憶
部の前記親機用データ変換表を参照して前記文字列データを取得する親機ＣＰＵと、前記
親機ＣＰＵで取得された前記文字列データを音声合成データに変換する音声合成部と、前
記音声合成部で生成された前記音声合成データを出力する親機音声出力部とを備えること
を特徴とするインターホンシステム。
【請求項３】
　前記汎用ネットワークには、前記親機用データ変換表の内容を変更するサーバが接続さ
れ、
　前記サーバは、前記親機用データ列変換表の内容を変更するために必要とされる新たな
当該データ変換表を示すサーバ用データ変換表が記憶されたサーバ記憶部と、前記親機用
データ変換表を変更させるための起動操作を行うサーバ操作部と、前記サーバ操作部の操
作を検出して前記親機用データ変換表を変更させる変更起動通知信号を生成するサーバＣ
ＰＵと、前記サーバＣＰＵで生成された前記変更起動通知信号を前記居室親機に送出する
サーバ送信部とを備え、
　前記居室親機は、前記サーバの前記サーバ送信部から伝送されてくる前記変更起動通知
信号を受信する親機受信部と、前記親機受信部で受信された前記変更起動通知信号を検出
したとき前記サーバ記憶部に記憶された前記サーバ用データ変換表を取得し、前記親機記
憶部に記憶された前記親機用データ変換表を前記サーバ用データ変換表に変更する親機Ｃ
ＰＵとを備えることを特徴とする請求項２記載のインターホンシステム。



(3) JP 2014-195220 A 2014.10.9

10

20

30

40

50

【請求項４】
　住戸玄関等の住戸外に設置され来訪者が住戸内に在室中の居住者を呼出して通話を成立
させる玄関子機と、前記住戸内に設置され前記来訪者からの呼出しに応答した前記居住者
が通話を成立させる居室親機と、前記居住者に通知する回覧データやお知らせデータ等の
イベント情報が管理されるサーバとを有し、
　前記居室親機及び前記サーバ間は、インターネット等の汎用ネットワークに接続される
ルータを経由して相互に接続され、
　前記サーバは、前記イベント情報を文字列データで管理するサーバＣＰＵと、前記サー
バＣＰＵで管理された前記文字列データを前記居室親機に送出するサーバ送信部とを備え
るインターホンシステムであって、
　前記居室親機は、前記サーバの前記サーバ送信部から伝送されてくる前記文字列データ
を受信する親機受信部と、前記親機受信部で受信された前記文字列データを音声合成デー
タに変換する音声合成部と、前記音声合成部で生成された前記音声合成データを出力する
親機音声出力部とを備えるインターホンシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はインターホンシステムに係り、特に、文字列データを音声合成データに変換す
る機能を備えたインターホンシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、子機が設置される住戸玄関等の住戸外に居る来訪者からの呼出しを確認した
例えば、住戸内に在室中の居住者によれば、子機で入力され親機から出力される来訪者の
音声データを確認するとともに自己の音声データを親機に入力して子機から出力させるイ
ンターホン装置のように、居住者が来訪者との間でコミュニケーションを図るにあたって
は、音声データの入出力が適用されていた（例えば、特許文献１を参照）。
【０００３】
　また、住戸内に設置されるエアコン、湯沸し器等の住戸機器設備の状態変化や居住者に
通知される回覧データ、お知らせデータ等のイベント情報の有無は、主として居室機から
出力される例えば、着信音等の音声が適用されていた（例えば、特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２９０５７７号公報
【特許文献２】特開２００２－５７８０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前述の背景技術によれば、子機が設置される住戸玄関等の住戸外に居る
来訪者からの呼出しがあったとき、この呼出しを確認した居住者が例えば、声を出せない
状況であるとき、来訪者との間で適切なコミュニケーションが図れず、これに起因して来
訪者を住戸玄関先に待たせることになるばかりでなく、音声による何らの応答がないこと
で居住者が不在であると判断されて来訪者が立ち去るおそれがあった。
【０００６】
　また、住戸機器設備の状態変化や居住者に通知されるイベント情報は、その存在の有無
のみが居室機からの音声の出力で報知されるため、詳細を確認するにあたっては例えば、
居室機を用いた別途の操作が必要とされ、居住者によれば不便であり煩雑さを有していた
。
【０００７】
　本発明は、これらの難点を解消するためになされたもので、来訪者との間でコミュニケ
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ーションを図るために必要とされる音声データとして居住者により入力される文字列デー
タを変換した音声合成データを適用するとともに、この変換機能を用いて住戸機器設備の
状態変化や居住者に通知すべきイベント情報の詳細を音声合成データで出力することがで
きるインターホンシステムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述の目的を達成するため、本発明の第１の態様であるインターホンシステムは、住戸
玄関等の住戸外に設置され来訪者が住戸内に在室中の居住者を呼出して通話を成立させる
玄関子機と、住戸内に設置され来訪者からの呼出しに応答した居住者が通話を成立させる
居室親機と、居住者により携行され居室親機を経由して玄関子機との間の信号伝送路を形
成し来訪者との間で通話を成立させる携帯情報端末とを有し、居室親機及び携帯情報端末
間は、インターネット等の汎用ネットワークに接続されるルータを経由して相互に接続さ
れ、携帯情報端末は、居住者が来訪者との間で通話を成立させる音声データを文字列デー
タで入力する端末操作部と、端末操作部で入力された文字列データを居室親機に送出する
端末送信部とを備える当該システムである。居室親機は、携帯情報端末の端末送信部から
伝送されてくる文字列データを受信する親機受信部と、親機受信部で受信された文字列デ
ータを音声合成データに変換する音声合成部と、音声合成部で変換された音声合成データ
を玄関子機に送出する親機送信部とを備えている。玄関子機は、居室親機の親機送信部か
ら伝送されてくる音声合成データを受信する子機受信部と、子機受信部で受信された音声
合成データを出力する子機音声出力部とを備えている。
【０００９】
　この態様のインターホンシステムによれば、玄関子機が設置される住戸玄関等の住戸外
に居る来訪者からの呼出しがあったとき、来訪者との間でコミュニケーションを図るため
に必要とされる音声データとして、携帯情報端末を携行した居住者により端末操作部で入
力される文字列データを居室親機の音声合成部で音声合成データに変換し、玄関子機の子
機音声出力部から出力することができる。したがって、来訪者からの呼出しを確認した居
住者が例えば、声を出せない状況であっても、来訪者との間で適切なコミュニケーション
を図ることができる。
【００１０】
　また、本発明の第２の態様であるインターホンシステムは、住戸玄関等の住戸外に設置
され来訪者が住戸内に在室中の居住者を呼出して通話を成立させる玄関子機と、住戸内に
設置され来訪者からの呼出しに応答した居住者が通話を成立させる居室親機と、住戸内に
設置されるエアコン、湯沸かし器等の住戸設備機器とを有し、居室親機及び住戸設備機器
間は、インターネット等の汎用ネットワークに接続されるルータを経由して相互に接続さ
れ、住戸設備機器は、自機器の状態変化を示す状態通知信号を生成する機器ＣＰＵと、機
器ＣＰＵで生成された状態通知信号を居室親機に送出する機器送信部とを備える当該シス
テムである。居室親機は、住戸設備機器の機器送信部から伝送されてくる状態通知信号を
受信する親機受信部と、親機受信部で受信された状態通知信号に対応した文字列データが
参照される親機用データ変換表が記憶された親機記憶部と、親機記憶部の親機用データ変
換表を参照して文字列データを取得する親機ＣＰＵと、親機ＣＰＵで取得された文字列デ
ータを音声合成データに変換する音声合成部と、音声合成部で生成された音声合成データ
を出力する親機音声出力部とを備えている。
【００１１】
　この態様のインターホンシステムによれば、住戸設備機器の状態変化を居室親機で報知
するにあたって、その状態変化を示す文字列データを音声合成部で音声合成データに変換
し、親機音声出力部から出力することができる。したがって、居住者によれば、何らの操
作を行うことなく住戸設備機器の状態変化の詳細を確認することができる。
【００１２】
　また、本発明の第３の態様であるインターホンシステムは、本発明の第２の態様におい
て、汎用ネットワークには、親機用データ変換表の内容を変更するサーバが接続されてい
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る。サーバは、親機用データ列変換表の内容を変更するために必要とされる新たな当該デ
ータ変換表を示すサーバ用データ変換表が記憶されたサーバ記憶部と、親機用データ変換
表を変更させるための起動操作を行うサーバ操作部と、サーバ操作部の操作を検出して親
機用データ変換表を変更させるための変更起動通知信号を生成するサーバＣＰＵと、サー
バＣＰＵで生成された変更起動通知信号を居室親機に送出するサーバ送信部とを備えてい
る。居室親機は、サーバのサーバ送信部から伝送されてくる変更起動通知信号を受信する
親機受信部と、親機受信部で受信された変更起動通知信号を検出したときサーバ記憶部に
記憶されたサーバ用データ変換表を取得し、親機記憶部に記憶された親機用データ変換表
をサーバ用データ変換表に変更する親機ＣＰＵとを備えている。
【００１３】
　この態様のインターホンシステムによれば、住戸設備機器の状態変化を居室親機で報知
するにあたって、その状態変化を示す文字列データが参照される親機用データ変換表の内
容を、サーバを用いて容易に変更することができる。
【００１４】
　また、本発明の第４の態様であるインターホンシステムは、住戸玄関等の住戸外に設置
され来訪者が住戸内に在室中の居住者を呼出して通話を成立させる玄関子機と、住戸内に
設置され来訪者からの呼出しに応答した居住者が通話を成立させる居室親機と、居住者に
通知する回覧データやお知らせデータ等のイベント情報が管理されるサーバとを有し、居
室親機及びサーバ間は、インターネット等の汎用ネットワークに接続されるルータを経由
して相互に接続され、サーバは、イベント情報を文字列データで管理するサーバＣＰＵと
、サーバＣＰＵで管理された文字列データを居室親機に送出するサーバ送信部とを備える
当該システムである。居室親機は、サーバのサーバ送信部から伝送されてくる文字列デー
タを受信する親機受信部と、親機受信部で受信された文字列データを音声合成データに変
換する音声合成部と、音声合成部で生成された音声合成データを出力する親機音声出力部
とを備えている。
【００１５】
　この態様のインターホンシステムによれば、居住者に通知するイベント情報を居室親機
で報知するにあたって、そのイベント情報を示す文字列データを音声合成部で音声合成デ
ータに変換し、親機音声出力部から出力することができる。したがって、居住者によれば
、何らの操作を行うことなくイベント情報の詳細を確認することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のインターホンシステムによれば、来訪者とのコミュニケーションを図るために
必要とされる音声データとして居住者により入力される文字列データを変換した音声合成
データを適用することで、来訪者からの呼出しを確認した居住者が例えば、声を出せない
状況であっても、来訪者との間で適切なコミュニケーションを図ることができる。また、
同様な変換機能を適用することで、住戸機器設備の状態変化や居住者に通知すべきイベン
ト情報の詳細を音声合成データで出力することができ、居住者によれば、何らの操作を行
うことなく住戸機器設備の状態変化やイベント情報の詳細を確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の第１の実施例によるインターホンシステムの全体構成を示すシ
ステム説明図である。
【図２】図２（Ａ）は、本発明の第１の実施例によるインターホンシステムにおいて玄関
子機の具体的な構成を示すブロック図である。また、図２（Ｂ）は同システムにおいて居
室親機の具体的な構成を示すブロック図である。さらに、図２（Ｃ）は同システムにおい
て携帯情報端末の具体的な構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、本発明の第２の実施例によるインターホンシステムの全体構成を示すシ
ステム説明図である。
【図４】図４（Ａ）は、本発明の第２の実施例によるインターホンシステムにおいて玄関
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子機の具体的な構成を示すブロック図である。また、図４（Ｂ）は同システムにおいて居
室親機の具体的な構成を示すブロック図である。また、図４（Ｃ）は同システムにおいて
住戸設備機器の具体的な構成を示すブロック図である。さらに、図４（Ｄ）は同システム
においてサーバの具体的な構成を示すブロック図である。
【図５】図５は、本発明の第３の実施例によるインターホンシステムの全体構成を示すシ
ステム説明図である。
【図６】図６（Ａ）は、本発明の第２の実施例によるインターホンシステムにおいて玄関
子機の具体的な構成を示すブロック図である。また、図６（Ｂ）は同システムにおいて居
室親機の具体的な構成を示すブロック図である。さらに、図６（Ｃ）は同システムにおい
てサーバの具体的な構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明のインターホンシステムを適用した実施の形態例について、図面を参照し
て説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の第１の実施例によるインターホンシステムの全体構成を示すシステム
説明図である。このインターホンシステムは、住戸玄関等の住戸外に設置され来訪者が住
戸内に在室中の居住者を呼出して通話を成立させる玄関子機１と、住戸内に設置され来訪
者からの呼出しに応答した居住者が通話を成立させる居室親機２ａと、居住者により携行
され居室親機２ａを経由して玄関子機１との間の信号伝送路を形成し来訪者との間で通話
を成立させる例えば、スマートフォンや携帯電話等の携帯情報端末３と、インターネット
等の汎用ネットワーク５に接続され居室親機２ａ及び携帯情報端末３間相互の信号伝送路
を形成する例えば、ブロードバンドルータ等のルータ４ａとを有している。
【００２０】
　ここで、玄関子機１及び居室親機２ａ間は、子機／親機ラインＬ1を経由して接続され
ている。また、居室親機２ａ及びルータ４ａ間は、親機／ルータラインＬ2を経由して接
続されており、この親機／ルータラインＬ2は、有線又は無線で構成することができる。
さらに、携帯情報端末３及びルータ４ａ間は、端末／ルータラインＬ3を経由して接続さ
れており、この端末／ルータラインＬ3についても親機／ルータラインＬ2と同様、有線又
は無線で構成することができる。
【００２１】
　同図に示す玄関子機１には、子機操作部１０、映像撮像部１１及び子機通話部１２が備
えられている。
【００２２】
　この玄関子機１において、子機操作部１０は、来訪者が居住者を呼出すための呼出操作
を行うものであって例えば、呼出ボタンで構成されている。また、映像撮像部１１は、来
訪者や住戸先の周囲近傍の映像を撮像し、所定の信号処理により映像データ（映像信号）
を生成するものであって例えば、ＣＣＤ、ＣＭＯＳ等の各種の映像撮像媒体で構成されて
いる。さらに、子機通話部１２は、来訪者が居住者との間で通話を成立させる音声データ
（音声信号）を入出力するものであって、子機マイク１２０及び子機スピーカ１２１を有
している。
【００２３】
　同図に示す居室親機２ａには、親機表示部２０、親機通話部２１及び親機操作部２２が
備えられている。
【００２４】
　この居室親機２ａにおいて、親機表示部２０は、玄関子機１の映像撮像部１１で撮像・
生成された映像信号を表示するものであって例えば、ＬＣＤ、有機ＥＬディスプレイ等の
各種の表示媒体で構成されており、この親機表示部２０によれば、来訪者からの呼出しが
あることを示す例えば、文字メッセージや絵データ等を表示することができるばかりでな
く親機操作部２２の操作情報を表示することもできる。なお、親機表示部２０としては、
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来訪者からの呼出しがあることを所定の点滅パターンや点灯パターンで表示する例えば、
ＬＥＤ（図示せず）を適用することもできる。
【００２５】
　また、親機通話部２１は、居住者が来訪者との間で通話を成立させる音声データ（音声
信号）を入出力するものであって、親機マイク２１０及び親機スピーカ２１１を有してお
り、この親機スピーカ２１１は、来訪者からの呼出しがあることを示す例えば、呼出音や
音声メッセージ等を出力することもできる。なお、親機通話部２１としては、親機マイク
２１０及び親機スピーカ２１１の使用によるハンズフリーの拡声通話機能に限定されず、
図示しないハンドセットの使用によるハンドセット通話機能を適用することもできる。
【００２６】
　さらに、親機操作部２２は、来訪者からの呼出しに居住者が応答して親機通話部２１（
２１０、２１１）の使用による通話を成立させる応答操作やその通話を終了させる終話操
作が行われるものであって例えば、親機表示部２０の前面に配置されたタッチパネルや所
定の操作ボタンで構成され、この親機操作部２２によれば、玄関子機１の映像撮像部１１
を所定のタイミングで駆動させる監視起動操作や自居室親機の留守設定等を行うこともで
きる。
【００２７】
　同図に示す携帯情報端末３には、端末表示部３０、端末通話部３１及び端末操作部３２
が備えられている。
【００２８】
　この携帯情報端末３において、端末表示部３０は、玄関子機１の映像撮像部１１で撮像
・生成された映像データ（映像信号）を表示するものであって例えば、ＬＣＤ、有機ＥＬ
ディスプレイ等の各種の表示媒体で構成されており、この端末表示部３０によれば、来訪
者からの呼出しがあることを示す例えば、文字メッセージや絵データ等を表示することが
できるばかりでなく端末操作部３２の操作情報を表示することもできる。なお、端末表示
部３０としては、来訪者からの呼出しがあることを所定の点滅パターンや点灯パターンで
表示する例えば、ＬＥＤ（図示せず）を適用することもできる。
【００２９】
　また、端末通話部３１は、居住者が来訪者との間で通話を成立させる音声データ（音声
信号）を入出力するものであって、端末マイク３１０及び端末スピーカ３１１を有してお
り、この端末スピーカ３１１は、来訪者からの呼出しがあることを示す例えば、呼出音や
音声メッセージ等を出力することもできる。
【００３０】
　さらに、端末操作部３２は、来訪者からの呼出しに居住者が応答して端末通話部３１（
３１０、３１１）の使用による通話を成立させる応答操作やその通話を終了させる終話操
作が行われるものであって例えば、端末表示部３０の前面に配置されたタッチパネルや所
定の操作ボタンで構成され、この端末操作部３２によれば、来訪者との間でコミュニケー
ションを図る音声データに代わり、その旨の文字列データを入力することもできる。
【００３１】
　次に、前述の玄関子機１、居室親機２ａ及び携帯情報端末３についての具体的な構成を
、図２（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のブロック図をそれぞれ参照して説明する。
【００３２】
　図２（Ａ）に示す玄関子機１には、前述の子機操作部１０、映像撮像部１１及び子機通
話部１２（１２０、１２１）と、子機ＣＰＵ１３、子機Ｉ／Ｆ（インターフェース）１４
が備えられている。
【００３３】
　この玄関子機１において、子機ＣＰＵ１３は、当該玄関子機の構成各部を制御するもの
である。また、子機Ｉ／Ｆ１４は、映像撮像部１１から子機／親機ラインＬ1への信号伝
送路、子機通話部１２（１２０、１２１）及び子機／親機ラインＬ1間の信号伝送路、子
機ＣＰＵ１３及び子機／親機ラインＬ1間の信号伝送路をそれぞれ形成し、形成された信
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号伝送路を経由して各種の信号を送受信するものである。
【００３４】
　図２（Ｂ）に示す居室親機２ａには、前述の親機表示部２０、親機通話部２１（２１０
、２１１）及び親機操作部２２と、音声合成部２３ａ、親機ＣＰＵ２４、子機側親機Ｉ／
Ｆ２５及びルータ側親機Ｉ／Ｆ２６が備えられている。
【００３５】
　この居室親機２ａにおいて、音声合成部２３ａは、携帯情報端末３の端末操作部３２で
入力された文字列データを例えば、人工音声等の機械的な音声合成データに変換するもの
である。また、親機ＣＰＵ２４は、当該居室親機の構成各部を制御するものである。また
、子機側親機Ｉ／Ｆ２５は、子機／親機ラインＬ1から親機表示部２０への信号伝送路、
親機通話部２１（２１０、２１１）及び子機／親機ラインＬ1間の信号伝送路、親機ＣＰ
Ｕ２４及び子機／親機ラインＬ1間の信号伝送路をそれぞれ形成し、形成された信号伝送
路を経由する各種データ信号を送受信するものである。また、ルータ側親機Ｉ／Ｆ２６は
、親機通話部２１（２１０、２１１）及び親機／ルータラインＬ2間の信号伝送路、親機
ＣＰＵ２４及び親機／ルータラインＬ2間の信号伝送路をそれぞれ形成し、形成された信
号伝送路を経由して各種の信号を送受信するものである。さらに、子機側親機Ｉ／Ｆ２５
及びルータ側親機Ｉ／Ｆ２６間は、相互に接続されて信号伝送路を形成している。
【００３６】
　図２（Ｃ）に示す携帯情報端末３には、前述の端末表示部３０、端末通話部３１及び端
末操作部３２と、端末ＣＰＵ３３、端末Ｉ／Ｆ３４が備えられている。
【００３７】
　この携帯情報端末３において、端末ＣＰＵ３３は、当該携帯情報端末の構成各部を制御
するものである。また、端末Ｉ／Ｆ３４は、端末通話部３１（３１０、３１１）及び端末
／ルータラインＬ3間の信号伝送路、端末ＣＰＵ３３及び端末／サーバラインＬ3間の信号
伝送路をそれぞれ形成し、形成された信号伝送路を経由して各種の信号を送受信するもの
である。
【００３８】
　このように構成された本発明の第１の実施例によるインターホンシステムにおいて、以
下、具体的な動作について説明する。
【００３９】
　住戸玄関等の住戸外に居る来訪者が、図１、図２（Ａ）に示す玄関子機１の子機操作部
１０を使用して呼出操作を行うと、この操作を検出した子機ＣＰＵ１３で呼出信号が生成
される。また、子機ＣＰＵ１３で生成された呼出信号は、子機Ｉ／Ｆ１４、子機／親機ラ
インＬ1、図２（Ｂ）に示す居室親機２ａの子機側親機Ｉ／Ｆ２５を経由して親機ＣＰＵ
２４に伝送される。
【００４０】
　居室親機２ａの親機ＣＰＵ２４は、玄関子機１から伝送されてきた呼出信号を受信する
と、住戸玄関等の住戸外に居る来訪者からの呼出しがあることを検出し、その旨の例えば
、呼出音や音声メッセージ等を親機通話部２１の親機スピーカ２１１から出力させる。ま
た、親機ＣＰＵ２４は、親機表示部２０を出画可能な状態に制御するとともに、玄関子機
１の映像撮像部１１を駆動させるための撮像制御信号を生成する。この撮像制御信号は、
前述の呼出信号と逆の信号伝送路を経由して子機ＣＰＵ１３に伝送されるため、当該撮像
制御信号を受信した子機ＣＰＵ１３の制御により映像撮像部１１が駆動する。
【００４１】
　ここで、玄関子機１の映像撮像部１１は、呼出操作を行った来訪者や住戸外の周囲近傍
の映像を撮像して映像信号を生成する。この映像信号は、映像撮像部１１から子機Ｉ／Ｆ
１４、子機／親機ラインＬ1、居室親機２ａの子機側親機Ｉ／Ｆ２５を経由して親機表示
部２０に伝送されるため、映像撮像部１１で撮像された映像、すなわち、呼出操作を行っ
た来訪者や住戸外の周囲近傍の映像が親機表示部２０に出画される。なお、親機ＣＰＵ２
０によれば、その制御として、来訪者による玄関子機１からの呼び出しがある旨の例えば
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、文字メッセージや絵データを親機表示部２０に表示することもできる。
【００４２】
　また、居室親機２ａの親機ＣＰＵ２４によれば、例えば、親機操作部２２の使用による
呼出転送設定、すなわち、住戸玄関等の住戸外に居る来訪者からの呼出しが携帯情報端末
３を携行している居住者に通知する設定であるとき、玄関子機１からの呼出信号及び映像
信号を、ルータ側親機Ｉ／Ｆ２６、親機／ルータラインＬ2、ルータ４ａ、端末／ルータ
ラインＬ3、図２（Ｃ）に示す携帯情報端末３の端末Ｉ／Ｆ３４を経由して端末ＣＰＵ３
３に送出する。
【００４３】
　携帯情報端末３の端末ＣＰＵ３３は、玄関子機１から居室親機２ａを経由して伝送され
てきた呼出信号及び映像信号のうち当該呼出信号を受信すると、住戸玄関等の住戸外に居
る来訪者からの呼出しがあることを検出し、その旨の例えば、呼出音や音声メッセージ等
を端末通話部３１の端末スピーカ３１１から出力させる。また、端末ＣＰＵ３３は、端末
表示部３０を出画可能な状態に制御し、同様に受信した映像信号をもとに玄関子機１の映
像撮像部１１で撮像された映像、すなわち、呼出操作を行った来訪者や住戸外の周囲近傍
の映像を出画させる。なお、端末ＣＰＵ３３によれば、その制御として、来訪者による玄
関子機１からの呼び出しがある旨の例えば、文字メッセージや絵データを端末表示部３０
に表示することもできる。
【００４４】
　次に、前述のような呼出報知及び出画映像をもとに、来訪者による玄関子機１からの呼
び出しがあることをその来訪者の判別とともに確認できた住戸内に在室中の居住者、又は
情報携帯端末３を携行している居住者のうち、最先に応答した居住者、例えば、住戸内に
在室中の居住者であって図１、図２（Ｂ）に示す居室親機２ａの親機操作部２１を使用し
て応答操作を行うと、この操作を検出した親機ＣＰＵ２３及び図２（Ａ）に示す子機ＣＰ
Ｕ１３の制御により、居住者が使用する親機通話部２１の親機マイク２１０及び親機スピ
ーカ２１１と、子機側親機Ｉ／Ｆ２５、子機／親機ラインＬ1、子機Ｉ／Ｆ１４を経由し
て来訪者が使用する子機通話部１２の子機マイク１２０及び子機スピーカ１２１との間の
信号伝送路、すなわち、双方向の通話路が形成されるため、形成された通話路を経由して
音声信号を送受信することで通話が成立する。
【００４５】
　一方、最先の応答者として図１、図２（Ｃ）に示す情報携帯端末３を携行している居住
者が端末操作部３２を使用して応答操作を行うと、この操作を検出した端末ＣＰＵ３３、
居室親機２ａの親機ＣＰＵ２４及び関子機１の子機ＣＰＵ１３の制御により、居住者が使
用する端末通話部３１の端末マイク３１０及び端末スピーカ３１１と、端末Ｉ／Ｆ３４、
端末／ルータラインＬ3、ルータ４ａ、親機／ルータラインＬ2、ルータ側親機Ｉ／Ｆ２６
、子機側親機Ｉ／Ｆ２５、子機／親機ラインＬ1、子機Ｉ／Ｆ１４を経由して来訪者が使
用する子機通話部１１の子機マイク１２０及び子機スピーカ１２１との間の信号伝送路、
すなわち、双方向の通話路が形成される。
【００４６】
　ここで、情報携帯端末３を携行している居住者として、住戸内に在室中又は住戸を不在
としている例えば、外出中の居住者が自己の声を出せる状況であるとき、すなわち、端末
通話部３１の端末マイク３１０への音声入力が可能な状態であれば、この居住者は前述の
形成された通話路を経由して音声信号を送受信することで来訪者との間で通話が成立する
。
【００４７】
　これに対し、情報携帯端末３を携行している居住者として、住戸内に在室中又は住戸を
不在としている例えば、外出中の居住者が自己の声を出せない状況であるとき、すなわち
、端末通話部３１の端末マイク３１０への音声入力が不可能な状態であれば、この居住者
は、端末操作部３２を用いて来訪者との間でコミュニケーションを図る音声データに代わ
り、その旨の文字列データを入力する。
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【００４８】
　ここで、情報携帯端末３の端末操作部３２により入力された文字列データは、その操作
を検出した端末ＣＰＵ３３の制御により端末表示部３０に表示されるため、誤った文字入
力の発生を防止できる。また、端末ＣＰＵ３３は、入力された文字列データを含むデータ
信号を生成し、端末Ｉ／Ｆ３４、端末／ルータラインＬ3、ルータ４ａ、親機／ルータラ
インＬ2、居室親機２ａのルータ側親機Ｉ／Ｆ２６を経由して親機ＣＰＵ２４に送出する
。
【００４９】
　居室親機２ａの親機ＣＰＵ２４は、携帯情報端末３から伝送されてきたデータ信号に含
まれている文字列データについて、音声合成部２３ａで人工音声等の機械的な音声合成デ
ータに変換し、この音声合成データを、子機側／親機Ｉ／Ｆ２５、子機／親機ラインＬ1
、玄関子機１の子機Ｉ／Ｆ１４を経由して子機通話部１２に送出し、子機スピーカ１２１
から出力させることができる。
【００５０】
　したがって、居住者によれば、来訪者からの呼出しを確認した居住者が声を出せない状
況であっても、来訪者との間で適切なコミュニケーションを図ることができる。
【００５１】
　次に、本発明の第２の実施例によるインターホンシステムについて、図面を参照して説
明する。
【００５２】
　図３は、同実施例によるインターホンシステムの全体構成を示すシステム説明図である
。このインターホンシステムは、住戸玄関等の住戸外に設置され来訪者が住戸内に在室中
の居住者を呼出して通話を成立させる玄関子機１と、住戸内に設置され来訪者からの呼出
しに応答した居住者が通話を成立させる居室親機２ｂと、住戸内に設置されるエアコン、
湯沸かし器等の住戸設備機器６と、インターネット等の汎用ネットワーク５に接続される
サーバ７ｂと、汎用ネットワーク５に接続され居室親機２ｂ及び住戸設備機器６間相互の
信号伝送路、居室親機２ｂ及びサーバ７ｂ間相互の信号伝送路をそれぞれ形成する例えば
、ブロードバンドルータ等のルータ４とを有している。なお、玄関子機１及び居室親機２
ｂについては、図１に示す第１の実施例で適用した玄関子機１及び居室親機２ａの構成（
外観構成）と同様であるため、その説明は省略する。
【００５３】
　ここで、玄関子機１及び居室親機２ｂ間は、子機／親機ラインＬ1を経由して接続され
ている。また、居室親機２ｂ及びルータ４ｂ間は、親機／ルータラインＬ2を経由して接
続されており、この親機／ルータラインＬ2は、有線又は無線で構成することができる。
さらに、住戸設備機器６及びルータ４ｂ間は、機器／サーバラインＬ4を経由して接続さ
れており、この機器／サーバラインＬ4についても親機／ルータラインＬ2と同様、有線又
は無線で構成することができる。
【００５４】
　次に、前述の玄関子機１、居室親機２ｂ、住戸設備機器６及びサーバ７ｂについての具
体的な構成を、図４（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）のブロック図をそれぞれ参照して説
明する。なお、図４（Ａ）に示す玄関子機１は、図２（Ａ）に示す第１の実施例で適用さ
れた構成と同様であるため、その説明は省略する。
【００５５】
　図４（Ｂ）に示す居室親機２ｂには、前述の親機表示部２０、親機通話部２１（２１０
、２１１）及び親機操作部２２と、音声合成部２３ｂ、親機ＣＰＵ２４、子機側親機Ｉ／
Ｆ２５、ルータ側親機Ｉ／Ｆ２６及び親機記憶部２７ｂが備えられている。なお、前述の
構成部のうち第１の実施例で適用された居室親機２ａの構成部と同様な機能を有している
場合には、その説明は省略する。
【００５６】
　この居室親機２ｂにおいて、親機記憶部２７ｂは、住戸設備機器６から伝送されてくる
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後述の状態通知信号に対応する文字列データを参照するための親機用データ変換表２７０
が記憶されており例えば、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等のデータ書換え可能な記憶媒体で構成
されている。また、音声合成部２３ｂは、親機記憶部２７ｂより取得された文字列データ
を例えば、人工音声等の機械的な音声合成データに変換するものである。
【００５７】
　図４（Ｃ）に示す住戸設備機器６には、機器ＣＰＵ６０、機器Ｉ／Ｆ６１が備えられて
いる。この住戸設備機器６において、機器ＣＰＵ６０は、当該住戸設備機器の構成各部を
制御するばかりでなく、自機器の状態変化を示す状態通知信号を生成するものである。ま
た、機器Ｉ／Ｆ６１は、機器ＣＰＵ６０及び機器／ルータラインＬ4間の信号伝送路を形
成し、形成された信号伝送路を経由して各種の信号を送受信するものである。
【００５８】
　図４（Ｄ）に示すサーバ７ｂには、サーバ記憶部７０、サーバ操作部７１、サーバＣＰ
Ｕ７２及びサーバＩ／Ｆ７３が備えられている。
【００５９】
　このサーバ７ｂにおいて、サーバ記憶部７０は、居室親機２ｂの親機記憶部２７ｂに記
憶された親機用データ変換表２７０の内容を変更するために必要とされる新たな当該デー
タ変換表を示すサーバ用データ変換表７００が記憶されるものであって例えば、ＲＡＭ、
ＥＥＰＲＯＭ等のデータ書換え可能な記憶媒体で構成されている。また、サーバ操作部７
１は、親機用データ変換表２７０を変更させるための起動操作が行われるものであって例
えば、図３に示す操作ボタンで構成されている。また、サーバＣＰＵ７２は、当該サーバ
の構成各部を制御するものである。さらに、サーバＩ／Ｆ７３は、サーバＣＰＵ７２及び
汎用ネットワーク５間の信号伝送路を形成し、形成された信号伝送路を経由して各種の信
号を送受信するものである。
【００６０】
　なお、サーバ７ｂのサーバ記憶部７０に記憶されるサーバ用データ変換表７００は、サ
ーバ操作部７１の使用又は当該サーバに接続される例えば、別途なパーソナルコンピュー
タ等の外部端末（図示せず）の使用によって、適宜に書換えることができるものである。
【００６１】
　このように構成された本発明の第２の実施例によるインターホンシステムにおいて、以
下、具体的な動作について説明する。なお、同実施例において、図３、図４（Ａ）に示す
玄関子機１が設置される住戸玄関等の住戸外に居る来訪者からの呼出しを確認した住戸内
に在室中の居住者が、図３、図４（Ｂ）に示す居室親機２ｂで応答することにより通話を
成立させる動作は、前述の第１の実施例と同様であるため、その説明は省略する。
【００６２】
　図３、図４（Ｃ）に示す住戸設備機器６の機器ＣＰＵ６０は、自機器の状態変化を管理
しており、例えば、「１０００１」、「２０００１」等のような桁毎で機器種別や状態が
表される状態通知信号を生成する。この状態通知信号は、機器ＣＰＵ６０から機器Ｉ／Ｆ
６１、機器／ルータラインＬ4、ルータ４ｂ、親機／ルータラインＬ2、図４（Ｂ）に示す
居室親機２ｂのルータ側親機Ｉ／Ｆ２６を経由して親機ＣＰＵ２４に伝送される。
【００６３】
　居室親機２ｂの親機ＣＰＵ２４は、住戸設備機器６から伝送されてきた状態通知信号を
受信すると、親機記憶部２７ｂに記憶された親機用データ変換表２７０を参照し、受信し
た状態通知信号に該当する文字列データを取得する。具体的には、「お風呂が１０分で沸
きます」、「エアコンが停止します」等のような、住戸設備機器６の状態変化を示す文字
列データが取得される。また、親機ＣＰＵ２４は、取得した文字列データについて音声合
成部２３ｂで人工音声等の機械的な音声合成データに変換し、この音声合成データを親機
通話部２１に送出することで、親機スピーカ２１１から出力させることができる。
【００６４】
　したがって、居住者によれば、何らの操作を行うことなく住戸設備機器６の状態変化の
詳細を、居室親機２ｂの聴覚的報知手段を構成する親機通話部２１の親機スピーカ２１１
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からの出力で確認することができる。
【００６５】
　なお、居室親機２ｂの親機ＣＰＵ２４によれば、前述のような聴覚的報知手段のみなら
ず、取得した文字列データを親機表示部２０に表示するような視覚的報知手段を用いて、
住戸設備機器６の状態変化の詳細を居住者に確認させることもできる。
【００６６】
　次に、図３、図４（Ｄ）に示すサーバ７ｂによれば、居室親機２ｂの親機記憶部２７ｂ
に記憶されている親機用データ変換表２７０を変更するにあたり、その変更に必要とされ
るサーバ用データ変換表７００をサーバ記憶部７０には予め記憶させておく。その具体的
な手段としては、サーバ操作部７１を用いて入力する又は当該サーバに接続される例えば
、パーソナルコンピュータ等の外部端末（図示せず）を使用して入力することができる。
【００６７】
　この後、サーバ７ｂのサーバ操作部７１で起動操作が行われると、この操作を検出した
サーバＣＰＵ７２は、親機用データ変換表を変更させるための変更起動制御信号を生成す
る。また、サーバＣＰＵ７２で生成された変更起動制御信号は、サーバＩ／Ｆ７３、汎用
ネットワーク５、ルータ４ｂ、親機／ルータラインＬ2、図４（Ｂ）に示す居室親機２ｂ
のルータ側親機Ｉ／Ｆ２６を経由して親機ＣＰＵ２４に伝送される。
【００６８】
　居室親機２ｂの親機ＣＰＵ２４は、サーバ７ｂから伝送されてきた変更起動制御信号を
受信すると、サーバ記憶部７０に記憶されているサーバ用データ変換表７００を読出すた
めのデータ読出制御信号を生成し、前述の変更起動制御信号と逆の信号伝送路を経由して
サーバＣＰＵ７２に送出する。
【００６９】
　サーバ７ｂのサーバＣＰＵ７２は、居室親機２ｂから伝送されてきたデータ読出制御信
号を受信すると、サーバ記憶部７０に記憶されているサーバ用データ変換表７００を読出
し、このサーバ用データ変換表７００が付加された書換えデータ信号を生成する。また、
サーバＣＰＵ７２で生成された書換えデータ信号は、前述の変更起動制御信号と同様な信
号伝送路を経由して（居室親機２ｂの）親機ＣＰＵ２４に伝送される。
【００７０】
　居室親機２ｂの親機ＣＰＵ２４は、サーバ７ｂから伝送されてきた書換えデータ信号を
検出すると、この信号に付加されているサーバ用データ変換表７００を参照し、親機記憶
部２７ｂに記憶された親機用データ変換表２７０をサーバ用データ変換表７００に変更（
書換え）することができる。
【００７１】
　したがって、住戸設備機器６の状態変化を居室親機２ｂで報知するにあたって、この状
態変化を示す文字列データが参照される親機用データ変換表２７０の内容を、サーバ７ｂ
を用いて容易に変更することができる。
【００７２】
　次に、本発明の第３の実施例によるインターホンシステムについて、図面を参照して説
明する。
【００７３】
　図５は、同実施例によるインターホンシステムの全体構成を示すシステム説明図である
。このインターホンシステムは、住戸玄関等の住戸外に設置され来訪者が住戸内に在室中
の居住者を呼出して通話を成立させる玄関子機１と、住戸内に設置され来訪者からの呼出
しに応答した居住者が通話を成立させる居室親機２ｃと、インターネット等の汎用ネット
ワーク５に接続され居住者に通知する回覧データやお知らせデータ等のイベント情報が管
理されるサーバ７ｃと、汎用ネットワーク５に接続され居室親機２ｃ及びサーバ７ｃ間相
互の信号伝送路を形成する例えば、ブロードバンドルータ等のルータ４ｃとを有している
。なお、玄関子機１、居室親機２ｃについては、図１、図３に示す第１、第２の実施例で
適用した玄関子機１及び居室親機２ａ、２ｂの構成（外観構成）と同様であるため、その
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説明は省略する。
【００７４】
　ここで、玄関子機１及び居室親機２ｃ間は、子機／親機ラインＬ1を経由して接続され
ている。また、居室親機２ｃ及びルータ４ｃ間は、親機／ルータラインＬ2を経由して接
続されており、この親機／ルータラインＬ2は、有線又は無線で構成することができる。
【００７５】
　次に、前述の玄関子機１、居室親機２ｃ及びサーバ７ｃについての具体的な構成を、図
６（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のブロック図をそれぞれ参照して説明する。なお、図６（Ａ）
に示す玄関子機１は、図２（Ａ）、図４（Ａ）に示す第１、第２の実施例で適用された構
成と同様であるため、その説明は省略する。
【００７６】
　図６（Ｂ）に示す居室親機２ｃには、前述の親機表示部２０、親機通話部２１（２１０
、２１１）及び親機操作部２２と、音声合成部２３ｃ、親機ＣＰＵ２４、子機側親機Ｉ／
Ｆ２５及びルータ側親機Ｉ／Ｆ２６が備えられている。なお、前述の構成部のうち第１、
第２の実施例で適用された居室親機２ａ、２ｂの構成部と同様な機能を有している場合に
は、その説明は省略する。
【００７７】
　この居室親機２ｃにおいて、音声合成部２３ｃは、サーバ７ｃから伝送されてくる後述
の例えば、居住者に通知する回覧データやお知らせデータ等のイベント情報に対応する文
字列データを例えば、人工音声等の機械的な音声合成データに変換するものである。
【００７８】
　また、図６（Ｃ）に示すサーバ７ｃには、サーバＣＰＵ７２及びサーバＩ／Ｆ７３が備
えられている。このサーバ７ｃにおいて、サーバＣＰＵ７２は、当該サーバの構成各部を
制御するばかりでなく、居住者に通知するイベント情報が文字列データで管理されるもの
であって、この文字列データは、例えば、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等のデータ書換え可能な
記憶媒体で構成されるサーバ記憶部（図示せず）に記憶させることができる。また、サー
バＩ／Ｆ７３は、サーバＣＰＵ７２及び汎用ネットワーク５間の信号伝送路を形成し、形
成された信号伝送路を経由して各種の信号を送受信するものである。
【００７９】
　なお、サーバ７ｃのサーバＣＰＵ７２で管理されるイベント情報は、当該サーバの操作
ボタン（図示せず）や当該サーバに接続される例えば、別途なパーソナルコンピュータ等
の外部端末（図示せず）の使用によって、適宜に書換えることができるものである。
【００８０】
　このように構成された本発明の第３の実施例によるインターホンシステムにおいて、以
下、具体的な動作について説明する。なお、同実施例において、図５、図６（Ａ）に示す
玄関子機１が設置される住戸玄関等の住戸外に居る来訪者からの呼出しを確認した住戸内
に在室中の居住者が、図５、図６（Ｂ）に示す居室親機２ｃで応答することにより通話を
成立させる動作は、前述の第１の実施例と同様であるため、その説明は省略する。
【００８１】
　図５、図６（Ｃ）に示すサーバ７ｃのサーバＣＰＵ７２によれば、居室親機２ｃが設置
された住戸内に在室中の居住者に通知すべき回覧データやお知らせデータ等のイベント情
報を文字列データで管理している。このサーバＣＰＵ７２は、例えば、イベント情報の具
体的な内容に対応させたタイミング、具体的に、そのイベント情報として緊急性が高い場
合には速やかに、それ以外の場合には定期的なタイミングで、イベント情報に該当する文
字列データ及び通知先の住戸アドレスが付加された情報通知信号を生成する。また、サー
バＣＰＵ７２で生成された情報通知信号は、サーバＩ／Ｆ７３、汎用ネットワーク５、ル
ータ４ｃ、親機／ルータラインＬ2、図６（Ｂ）に示す居室親機２ｃのルータ側親機Ｉ／
Ｆ２６を経由して親機ＣＰＵ２４に伝送される。
【００８２】
　居室親機２ｃの親機ＣＰＵ２４は、サーバ７ｃから伝送されてきた情報通知信号を受信
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すると、この信号に含まれている住戸アドレスと自住戸アドレスとを参照して、当該アド
レスが一致した場合にのみ、文字列データを音声合成部２３ｃで人工音声等の機械的な音
声合成データに変換し、この音声合成データを親機通話部２１に送出することで、親機ス
ピーカ２１１から出力させることができる。
【００８３】
　したがって、居住者によれば、何らの操作を行うことなく自己に通知されたイベント情
報の詳細を、居室親機２ｃの聴覚的報知手段を構成する親機通話部２１の親機スピーカ２
１１からの出力で確認することができる。
【００８４】
　なお、居室親機２ｃの親機ＣＰＵ２４によれば、前述のような聴覚的報知手段のみなら
ず、取得した文字列データを親機表示部２０に表示するような視覚的報知手段を用いて、
自己に通知されたイベント情報の詳細を居住者に確認させることもできる。
【００８５】
　本発明のインターホンシステムにおいては、特定の実施の形態をもって説明してきたが
、この形態に限定されるものでなく、本発明の効果を奏する限り、これまで知られた如何
なる構成の当該システムであっても採用できるということはいうまでもないことである。
【００８６】
　具体的に本発明の実施例においては、住戸玄関等の住戸外に設置される玄関子機１とし
て映像撮像部１１を備えた当該玄関子機を適用したが、この態様に限定されるものではな
い。例えば、映像撮像部１１が不備とされる玄関子機１を適用することもできる。
【００８７】
　また、本発明の実施例において住戸とは、戸建て向け住戸に限定されるものでなく、そ
の住戸が複数戸設けられる例えば、マンション等の集合住宅向け住戸にも適用することが
できる。このような集合住宅向け住戸として居室親機２ａ、２ｂ、２ｃを住戸内に設置す
るにあたって、例えば、サーバ７ｂ、７ｃから居室親機２ｂ、２ｃに各種の信号を送出す
るには、居室親機２ｂ、２ｃが有する住戸アドレスを個別又は複数指定することで特定の
当該居室親機への信号伝送が可能となる。具体的に、イベント情報を通知すべき居住者が
複数存在している場合には、該当する居住者の住戸アドレスを複数指定することで、イベ
ント情報を一斉配信できる。
【符号の説明】
【００８８】
　１……玄関子機
　　１４……子機Ｉ／Ｆ（子機受信部）
　　１２１……（子機通話部１２の）子機スピーカ（子機音声出力部）
　２ａ……居室親機
　　２３ａ……音声合成部
　　２５……子機側親機Ｉ／Ｆ（親機送信部）
　　２６……ルータ側親機Ｉ／Ｆ（親機受信部）
　２ｂ……居室親機
　　２３ｂ……音声合成部
　　２４……親機ＣＰＵ
　　２６……ルータ側親機Ｉ／Ｆ（親機受信部）
　　２７ｂ……親機記憶部
　　　２７０……親機用データ変換表
　　２１１……（親機通話部２１の）親機スピーカ（親機音声出力部）
　２ｃ……居室親機
　　２３ｃ……音声合成部
　　２６……ルータ側親機Ｉ／Ｆ（親機受信部）
　　２１１……（親機通話部２１の）親機スピーカ（親機音声出力部）
　３……携帯情報端末
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　　３２……端末操作部
　　３４……端末Ｉ／Ｆ（端末送信部）
　４ａ、４ｂ、４ｃ……ルータ
　５……汎用ネットワーク
　６……住戸設備機器
　　６０……機器ＣＰＵ
　　６１……機器Ｉ／Ｆ（機器送信部）
　７ｂ……サーバ
　　７０……サーバ記憶部
　　　７００…サーバ用データ変換表
　　７１……サーバ操作部
　　７２……サーバＣＰＵ
　　７３……サーバＩ／Ｆ（サーバ送信部）
　７ｃ……サーバ
　　７２……サーバＣＰＵ
　　７３……サーバＩ／Ｆ（サーバ送信部）

【図１】 【図２】
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