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(57)【要約】
【課題】呼出応対機能の利便性を向上させることが可能
なインターホンシステムを提供する。
【解決手段】玄関子機２０と、居室親機３０と、通信ネ
ットワークＩｎを介して居室親機３０と通信可能なサー
バ４０と、携帯端末５０と、を備え、サーバ４０は、居
室親機３０が設置された居室範囲Ｇが記録されたサーバ
記録部４８と、居室範囲Ｇと携帯端末５０の端末位置情
報とに基づいて、携帯端末５０が居室Ｋ内に在るか否か
を示す在不在情報Ｚを生成する生成部４５ａと、を有し
、各携帯端末５０は、玄関子機２０からの呼出を表示す
る携帯端末表示部５４と、通信ネットワークＩｎを介し
て在不在情報Ｚを受信する携帯端末通信インターフェー
ス５７と、在不在情報Ｚを携帯端末表示部５４に表示さ
せる携帯端末ＣＰＵ５５と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼出の操作を行うための玄関子機と、
　前記玄関子機と通信可能に構成された居室親機と、
　通信ネットワークを介して前記居室親機と通信可能なサーバと、
　前記通信ネットワークを介して前記サーバ及び前記居室親機と通信可能であり、前記玄
関子機からの前記呼出を受信可能であるとともに、自端末の位置情報を前記サーバに送信
する複数の携帯端末と、
を備え、
　前記サーバは、
　　前記居室親機が設置された居室の位置情報が記録された記録部と、
　　前記居室の位置情報と前記携帯端末の位置情報とに基づいて、各前記携帯端末が前記
居室内に在るか否かを示す在不在情報を生成する生成部と、を有し、
　各前記携帯端末は、
　　前記玄関子機からの前記呼出を表示する第一表示部と、
　　前記通信ネットワークを介して前記在不在情報を受信する第一受信部と、
　　前記在不在情報を前記第一表示部に表示させる第一表示制御部と、を有する、
　インターホンシステム。
【請求項２】
　前記第一表示制御部は、前記玄関子機からの呼出時に、前記呼出と前記在不在情報とを
前記第一表示部に同時に表示させる、請求項１に記載のインターホンシステム。
【請求項３】
　各前記携帯端末は、前記玄関子機からの呼出時に、前記居室親機又は他の携帯端末の少
なくとも一つに対して前記呼出への応対依頼を行うことが可能な第一応対依頼部を有する
、請求項１または請求項２に記載のインターホンシステム。
【請求項４】
　前記第一表示制御部は、前記呼出に応対した人を特定可能な情報を前記第一表示部に表
示させる、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のインターホンシステム。
【請求項５】
　各前記携帯端末は、
　　前記玄関子機からの呼出時に前記呼出への応対の可否を選択可能な第一選択部と、
　　前記第一選択部によって選択された応対の可否を前記居室親機又は他の携帯端末へ通
知する第一通知部と、
　を有する、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のインターホンシステム。
【請求項６】
　各前記携帯端末は、前記呼出への応対の可否を予め設定可能な第一設定部を有し、
　前記第一通知部は、前記玄関子機からの呼出時に前記第一設定部の設定による応対の可
否を前記居室親機へ通知する、請求項５に記載のインターホンシステム。
【請求項７】
　前記居室親機は、
　　前記玄関子機からの前記呼出を表示する第二表示部と、
　　前記通信ネットワークを介して前記在不在情報を受信する第二受信部と、
　　前記在不在情報を前記第二表示部に表示させる第二表示制御部と、を有する、
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のインターホンシステム。
【請求項８】
　前記第二表示制御部は、前記玄関子機からの呼出時に、前記呼出と前記在不在情報とを
前記第二表示部に同時に表示させる、請求項７に記載のインターホンシステム。
【請求項９】
　前記居室親機は、前記玄関子機からの呼出時に、複数の前記携帯端末の少なくとも一つ
に対して前記呼出への応対依頼を行うことが可能な第二応対依頼部を有する、請求項７ま
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たは請求項８に記載のインターホンシステム。
【請求項１０】
　前記第二表示制御部は、前記呼出に応対した人を特定可能な情報を前記第二表示部に表
示させる、請求項７から請求項９のいずれか一項に記載のインターホンシステム。
【請求項１１】
　前記居室親機は、
　　前記玄関子機からの呼出時に前記呼出への応対の可否を選択可能な第二選択部と、
　　前記第二選択部によって選択された応対の可否を複数の前記携帯端末の少なくとも一
つへ通知する第二通知部と、
　を有する、請求項７から請求項１０のいずれか一項に記載のインターホンシステム。
【請求項１２】
　前記居室親機は、前記呼出への応対の可否を予め設定可能な第二設定部を有し、
　前記第二通知部は、前記玄関子機からの呼出時に前記第二設定部の設定による応対の可
否を複数の前記携帯端末の少なくとも一つへ通知する、請求項１１に記載のインターホン
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関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、玄関に設置される子機と、居室内に設置される親機と、居住者が所有する携帯端
末とを備えるインターホンシステムがある。例えば、特許文献１には、来訪者による子機
からの呼出に対して、外出中の居住者が携帯端末を用いて応対可能なインターホンシステ
ムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３０７７４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載のインターホンシステムでは、携帯端末を携帯する居住者は、外出中
であっても来訪者の呼出に応対することができて便利である。しかしながら、居住者が複
数人の場合（例えば、父、母、子の家族、又はルームシェアする複数の同居人などの場合
）、外出中の居住者は、呼出に対して応対可能な人が居室内に居るのか居ないのかが分か
らず、呼出に対して自分が応対すべきか否かを判断することが難しかった。このため、特
許文献１に記載のインターホンシステムでは、来訪者を不要に長く待たせてしまったり、
来訪者との応対後に家族間で連絡を取り合うなどの手間が発生してしまう場合があった。
このように、特許文献１に記載のインターホンシステムでは、居住者が複数人の場合にお
ける呼出応対機能の利便性について改善の余地があった。
【０００５】
　本発明は、呼出応対機能の利便性を向上させることが可能なインターホンシステムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明にかかるインターホンシステムは、
　呼出の操作を行うための玄関子機と、
　前記玄関子機と通信可能に構成された居室親機と、
　通信ネットワークを介して前記居室親機と通信可能なサーバと、
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　前記通信ネットワークを介して前記サーバ及び前記居室親機と通信可能であり、前記玄
関子機からの前記呼出を受信可能であるとともに、自端末の位置情報を前記サーバに送信
する複数の携帯端末と、
を備え、
　前記サーバは、
　　前記居室親機が設置された居室の位置情報が記録された記録部と、
　　前記居室の位置情報と前記携帯端末の位置情報とに基づいて、各前記携帯端末が前記
居室内に在るか否かを示す在不在情報を生成する生成部と、を有し、
　各前記携帯端末は、
　　前記玄関子機からの前記呼出を表示する第一表示部と、
　　前記通信ネットワークを介して前記在不在情報を受信する第一受信部と、
　　前記在不在情報を前記第一表示部に表示させる第一表示制御部と、を有する。
【０００７】
　上記構成によれば、外出中に自分の携帯端末で呼出を受信した居住者は、第一表示部に
表示された在不在情報を見て、呼出に対して自分が応対すべきか否かを判断することがで
きる。例えば、居室内に応対可能な人（携帯端末）が不在だった場合は、呼出に対して自
ら応対をするべきと迅速に判断することができる。また例えば、居室に応対可能な人（携
帯端末）が居てその在宅の人が応対すべき状況の場合には、外出中の居住者は、自らは応
対せずに待機すべきと判断して、在宅の人が応対するのを待つことができる。このように
、上記構成によれば、外出中の居住者に居室内の在不在情報を提示することで、呼出応対
機能の利便性を向上させることができる。
【０００８】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、前記第一表示制御部は、前記玄関子機
からの呼出時に、前記呼出と前記在不在情報とを前記第一表示部に同時に表示させること
にしても良い。
【０００９】
　上記構成によれば、外出中に自分の携帯端末で呼出を受信した居住者は、第一表示部の
表示内容を見ることにより来訪者と在不在情報を同時に確認することができ、呼出に対し
て自分が応対すべきか否かを判断することが容易となる。
【００１０】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、各前記携帯端末は、前記玄関子機から
の呼出時に、前記居室親機又は他の携帯端末の少なくとも一つに対して前記呼出への応対
依頼を行うことが可能な第一応対依頼部を有することにしても良い。
【００１１】
　上記構成によれば、在不在情報を確認した外出中の居住者は、自分が応対不可の状況の
場合、他の人に応対を依頼することができる。
【００１２】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、前記第一表示制御部は、前記呼出に応
対した人を特定可能な情報を前記第一表示部に表示させることにしても良い。
【００１３】
　上記構成によれば、外出中の居住者は、呼出に対して誰が応対したかを確認することが
できる。
【００１４】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、
　各前記携帯端末は、
　　前記玄関子機からの呼出時に前記呼出への応対の可否を選択可能な第一選択部と、
　　前記第一選択部によって選択された応対の可否を前記居室親機又は他の携帯端末へ通
知する第一通知部と、
　を有することにしても良い。
【００１５】
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　上記構成によれば、外出中に呼出を受信した居住者は、自分が応対不可の状況であるこ
とを他の人に通知することができる。
【００１６】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、各前記携帯端末は、前記呼出への応対
の可否を予め設定可能な第一設定部を有し、
　前記第一通知部は、前記玄関子機からの呼出時に前記第一設定部の設定による応対の可
否を前記居室親機へ通知することにしても良い。
【００１７】
　上記構成によれば、外出中における呼出の応対が不可であることが予め決まっている場
合、居住者は応対不可の設定を予め自分の携帯端末に設定することができる。そして、呼
出時に自動で他の居住者へ応対不可を通知することができる。
【００１８】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、
　前記居室親機は、
　　前記玄関子機からの前記呼出を表示する第二表示部と、
　　前記通信ネットワークを介して前記在不在情報を受信する第二受信部と、
　　前記在不在情報を前記第二表示部に表示させる第二表示制御部と、を有することにし
ても良い。
【００１９】
　在宅中の居住者は、第二表示部に表示された在不在情報を見て、呼出に対して自分が応
対すべきか否かを判断することができる。例えば、居室内に応対可能な人が自分の他にい
ない場合、呼出に対して自ら応対をするべきと迅速に判断することができる。また例えば
、来訪者が外出中の居住者の友人であった場合、在宅中の居住者は、外出中の居住者が応
対するのを待つことができる。このように、上記構成によれば、在宅中の居住者に在不在
情報を提示することで、呼出応対機能の利便性を向上させることができる。
【００２０】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、前記第二表示制御部は、前記玄関子機
からの呼出時に、前記呼出と前記在不在情報とを前記第二表示部に同時に表示させること
にしても良い。
【００２１】
　上記構成によれば、在宅中の居住者は、第二表示部の表示内容を見ることにより来訪者
と在不在情報を同時に確認することができ、呼出に対して自分が応対すべきか否かを判断
することが容易となる。
【００２２】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、前記居室親機は、前記玄関子機からの
呼出時に、複数の前記携帯端末の少なくとも一つに対して前記呼出への応対依頼を行うこ
とが可能な第二応対依頼部を有することにしても良い。
【００２３】
　上記構成によれば、在不在情報を確認した在宅中の居住者は、自分が応対不可の状況の
場合、他の人に応対を依頼することができる。
【００２４】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、前記第二表示制御部は、前記呼出に応
対した人を特定可能な情報を前記第二表示部に表示させることにしても良い。
【００２５】
　上記構成によれば、在宅中の居住者は、呼出に対して誰が応対したかを確認することが
できる。
【００２６】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、
　前記居室親機は、
　　前記玄関子機からの呼出時に前記呼出への応対の可否を選択可能な第二選択部と、
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　　前記第二選択部によって選択された応対の可否を複数の前記携帯端末の少なくとも一
つへ通知する第二通知部と、
　を有することにしても良い。
【００２７】
　上記構成によれば、在宅中の居住者は、自分が応対不可の状況であることを他の人に通
知することができる。
【００２８】
　また、本発明のインターホンシステムにおいて、
　前記居室親機は、前記呼出への応対の可否を予め設定可能な第二設定部を有し、
　前記第二通知部は、前記玄関子機からの呼出時に前記第二設定部の設定による応対の可
否を複数の前記携帯端末の少なくとも一つへ通知することにしても良い。
【００２９】
　上記構成によれば、在宅中の居住者が呼出への応対が不可であることが予め決まってい
る場合、居住者は応対不可の設定を予め居室親機に設定することができる。そして、呼出
時に自動で他の居住者に応対不可を通知することができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、呼出応対機能の利便性を向上させることが可能なインターホンシステ
ムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態を示すインターホンシステムの概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態を示すインターホンシステムの概略ブロック図である。
【図３】インターホンシステムを構成する携帯端末の概略構成図である。
【図４】他の実施形態に係るインターホンシステムを構成する居室親機の概略構成図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明に係るインターホンシステムの実施の形態の例を、図面を参照して説明す
る。
【００３３】
　図１及び図２に示すように、本実施形態に係るインターホンシステム１０は、玄関子機
２０と、居室親機３０と、サーバ４０と、複数の携帯端末５０とから構成されている。イ
ンターホンシステム１０の玄関子機２０及び居室親機３０は、マンション等の集合住宅や
一戸建てなどの住戸Ｊに設置される。
【００３４】
　玄関子機２０は、住戸Ｊの居室Ｋ内に在宅中の居住者を呼び出す際に、来訪者が所定の
呼出操作を行うためのものであり、住戸Ｊの玄関における外壁面等に設けられている。玄
関子機２０は、玄関子機マイク２１、玄関子機スピーカ２２、玄関子機操作部２３、玄関
子機カメラ２４、玄関子機ＣＰＵ２５、玄関子機アプリケーション２６及び玄関子機通信
インターフェース２７を備えている。
【００３５】
　玄関子機マイク２１及び玄関子機スピーカ２２は、来訪者が居住者との間で通話をする
際に、音声を入出力するためのものである。玄関子機操作部２３は、来訪者が居住者を呼
び出すための呼出操作を行う際に来訪者によって操作される部分である。玄関子機カメラ
２４は、呼出操作を行う来訪者を撮影するためのものである。
【００３６】
　玄関子機マイク２１、玄関子機スピーカ２２、玄関子機操作部２３及び玄関子機カメラ
２４は、玄関子機ＣＰＵ２５に接続されている。玄関子機ＣＰＵ２５には、玄関子機マイ
ク２１からの音声信号及び玄関子機カメラ２４からの映像信号が送信され、また、玄関子
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機操作部２３で操作されることで玄関子機操作部２３から入力信号が送信される。また、
玄関子機ＣＰＵ２５は、玄関子機スピーカ２２へ音声信号を出力する。玄関子機ＣＰＵ２
５には、玄関子機アプリケーション２６が接続されており、玄関子機ＣＰＵ２５は、玄関
子機アプリケーション２６に格納されているアプリケーションに基づいて、玄関子機２０
を制御する。玄関子機ＣＰＵ２５には、玄関子機通信インターフェース２７が接続されて
おり、これにより、玄関子機２０は、玄関子機通信インターフェース２７を介して玄関子
機ＣＰＵ２５が居室親機３０との間で信号の送受信を行う。
【００３７】
　居室親機３０は、玄関子機２０からの来訪者による呼出に応答するためのものであり、
住戸Ｊの居室Ｋにおける壁面等に設けられている。居室親機３０は、居室親機マイク３１
、居室親機スピーカ３２、居室親機操作部３３、居室親機表示部３４、居室親機ＣＰＵ３
５、居室親機アプリケーション３６及び居室親機通信インターフェース３７を備えている
。
【００３８】
　また、居室親機３０は、音声操作部３３ａ及びタッチ操作部３３ｂを備えている。音声
操作部３３ａは、音声による操作が可能であり、居住者が居室親機３０に向かって話すこ
とで、その音声によって居室親機３０が操作される。タッチ操作部３３ｂは、タッチパネ
ルからなる居室親機表示部３４の一部からなるもので、このタッチ操作部３３ｂをタッチ
操作することで居室親機３０が操作される。
【００３９】
　居室親機マイク３１及び居室親機スピーカ３２は、居住者が来訪者との間で通話をする
際に、音声を入出力するためのものである。居室親機操作部３３は、居住者によって操作
される部分である。この居室親機操作部３３は、玄関子機２０からの呼出へ応対するため
の応対操作を受け付ける。例えば、居室親機操作部３３を操作することで、玄関子機２０
からの呼出に応対すべく、来訪者との間での通話を可能としたり、エントランスの扉を開
放する解除操作が行われる。居室親機表示部３４は、玄関子機２０の玄関子機カメラ２４
で撮影された来訪者の映像を表示するためのものである。
【００４０】
　居室親機マイク３１、居室親機スピーカ３２、居室親機操作部３３及び居室親機表示部
３４は、居室親機ＣＰＵ３５に接続されている。居室親機ＣＰＵ３５には、居室親機マイ
ク３１からの音声信号が送信され、また、居室親機ＣＰＵ３５には、居室親機操作部３３
で操作されることで居室親機操作部３３から入力信号が送信される。また、居室親機ＣＰ
Ｕ３５は、居室親機スピーカ３２へ音声信号を出力し、居室親機表示部３４へ映像信号を
出力する。居室親機ＣＰＵ３５には、居室親機アプリケーション３６が接続されており、
居室親機ＣＰＵ３５は、居室親機アプリケーション３６に格納されているアプリケーショ
ンに基づいて、居室親機３０を制御する。居室親機ＣＰＵ３５には、居室親機通信インタ
ーフェース３７が接続されており、これにより、居室親機３０は、居室親機通信インター
フェース３７を介して居室親機ＣＰＵ３５が玄関子機２０との間で信号の送受信を行う。
また、この居室親機通信インターフェース３７は、インターネット等の通信ネットワーク
Ｉｎにも接続されており、通信ネットワークＩｎを介した通信が可能とされている。
【００４１】
　サーバ４０は、住戸Ｊとは異なる建物に設けられたもので、通信ネットワークＩｎに接
続されている。このサーバ４０は、サーバＣＰＵ４５、サーバアプリケーション４６、サ
ーバ通信インターフェース４７及びサーバ記録部４８を備えている。
【００４２】
　サーバＣＰＵ４５には、サーバアプリケーション４６が接続されており、サーバＣＰＵ
４５は、サーバアプリケーション４６に格納されているアプリケーションに基づいて、各
種の制御を行う。また、サーバＣＰＵ４５には、サーバ通信インターフェース４７が接続
されている。このサーバ通信インターフェース４７は、通信ネットワークＩｎに接続され
ており、サーバ４０は、通信ネットワークＩｎを介して通信が可能とされている。サーバ
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記録部４８は、サーバＣＰＵ４５に接続されている。このサーバ記録部４８には、各種の
情報が記憶可能とされており、サーバＣＰＵ４５によって情報の書き込み及び読み出しが
行われる。サーバＣＰＵ４５は、生成部４５ａを有している。この生成部４５ａは、住戸
Ｊの居室Ｋの位置情報である居室範囲Ｇと携帯端末５０の端末位置情報とに基づいて、携
帯端末５０についての在不在情報を生成する。
【００４３】
　携帯端末５０は、住戸Ｊの居住者によって外出時に携帯される携帯電話等の端末である
。携帯端末５０は、携帯端末マイク５１、携帯端末スピーカ５２、携帯端末操作部５３、
携帯端末表示部５４、携帯端末ＣＰＵ５５、携帯端末アプリケーション５６及び携帯端末
通信インターフェース５７を備えている。
【００４４】
　携帯端末マイク５１及び携帯端末スピーカ５２は、携帯端末５０の所有者が他の携帯端
末５０や固定電話等との間で通話をする際に、音声を入出力するためのものである。携帯
端末操作部５３は、携帯端末５０の所有者によって各種操作される部分である。携帯端末
表示部５４は、玄関子機２０の玄関子機カメラ２４で撮影された来訪者の映像や各種の情
報を表示するためのものである。
【００４５】
　携帯端末マイク５１、携帯端末スピーカ５２、携帯端末操作部５３及び携帯端末表示部
５４は、携帯端末ＣＰＵ５５に接続されている。携帯端末ＣＰＵ５５には、携帯端末マイ
ク５１からの音声信号が送信され、また、携帯端末ＣＰＵ５５には、携帯端末操作部５３
で操作されることで携帯端末操作部５３から入力信号が送信される。また、携帯端末ＣＰ
Ｕ５５は、携帯端末スピーカ５２へ音声信号を出力し、携帯端末表示部５４へ映像信号を
出力する。携帯端末ＣＰＵ５５には、携帯端末アプリケーション５６が接続されており、
携帯端末ＣＰＵ５５は、携帯端末アプリケーション５６に格納されているアプリケーショ
ンに基づいて、携帯端末５０を制御する。
【００４６】
　携帯端末ＣＰＵ５５には、携帯端末通信インターフェース５７が接続されている。携帯
端末通信インターフェース５７は、通信ネットワークＩｎに接続可能であり、通信ネット
ワークＩｎを介した通信が可能とされている。携帯端末５０は、電話番号等の端末特定情
報をサーバ４０や居室親機３０に登録しておくことで、通信ネットワークＩｎを介して、
サーバ４０及び居室親機３０と通信可能とされている。これにより、携帯端末５０は、玄
関子機２０からの呼出信号を、居室親機３０を介して受信可能であるとともに、自己の端
末位置情報のサーバ４０への送信が可能である。この自己の端末位置情報は、例えば、Ｇ
ＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）を用いて取得されるもので
ある。
【００４７】
　上記構成のインターホンシステム１０では、携帯端末５０の携帯端末アプリケーション
５６にインストールされた専用のアプリケーションによって居室位置情報を事前にサーバ
４０に登録しておくことで、サーバ４０のサーバＣＰＵ４５が、居室Ｋの仮想の範囲であ
るジオフェンスを求め、このジオフェンスの情報を居室範囲Ｇとしてサーバ記録部４８に
記録させる。この仮想の居室範囲Ｇであるジオフェンスは住戸Ｊの居室Ｋが収まる程度の
範囲である。
【００４８】
　そして、サーバ４０のサーバＣＰＵ４５は、その生成部４５ａが、サーバ記録部４８に
記憶させた居室範囲Ｇと、携帯端末５０の端末位置情報とに基づいて、携帯端末５０が住
戸Ｊの居室Ｋ内に在るか否かを示す在不在情報を生成する。このサーバ４０の生成部４５
ａで生成された在不在情報は、まず、サーバ４０から専用のアプリケーションがインスト
ールされた携帯端末５０へ送られ、この携帯端末５０から居室親機３０へ送られる。これ
により、サーバ４０から居室親機３０へ在不在情報が通信ネットワークＩｎを介して転送
されることとなる。なお、サーバ４０と居室親機３０とが直接通信することで、サーバ４
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０から居室親機３０へ在不在情報を直接送信しても良い。
【００４９】
　サーバ４０では、携帯端末５０が、居室範囲Ｇの境界線を越える度に、生成部４５ａが
在不在情報を生成して更新する。そして、居室親機３０には、最新の在不在情報がサーバ
４０から通知される。なお、携帯端末５０の端末位置情報は、ＧＰＳに限らず、携帯端末
５０が通信する基地局やＷｉＦｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）のアクセスポ
イントなどから特定しても良い。また、在不在情報の更新は、ＧＰＳからの電波が届かな
い建物内に居住者がいた場合には遅れてしまう場合もある。このため、携帯端末５０の位
置情報は、携帯端末５０の所有者が手動によって設定する構成としても良い。この場合、
携帯端末５０の所有者が居室範囲Ｇの境界を超えたときに設定することで、ＧＰＳの電波
状況に関わらず、サーバ４０の生成部４５ａによって在不在情報が確実に更新される。
【００５０】
　図３に示すように、各携帯端末５０は、携帯端末表示部（第一表示部の一例）５４に、
玄関子機２０の玄関子機カメラ２４で撮影された来訪者の映像や各種の呼出の情報が表示
される。この携帯端末表示部５４は、タッチパネルからなるもので、その一部も携帯端末
操作部５３を構成している。
【００５１】
　携帯端末５０では、通信ネットワークＩｎを介して携帯端末通信インターフェース（第
一受信部の一例）５７が在不在情報Ｚを受信すると、携帯端末ＣＰＵ（第一表示制御部の
一例）５５が、在不在情報Ｚを携帯端末表示部５４に表示させる。これにより、携帯端末
５０の携帯端末表示部５４には、玄関子機２０からの呼出時に、撮影された来訪者の映像
とともに、サーバ４０の生成部４５ａで生成された在不在情報Ｚが同時に表示される。こ
の在不在情報Ｚを確認することで、携帯端末５０の所有者の居室Ｋに対する在不在が確認
可能である。
【００５２】
　また、携帯端末５０の携帯端末表示部５４には、玄関子機２０からの呼出に対して応対
するか応対しないかを選択する第一応対選択アイコン６１と、玄関子機２０からの呼出時
に、居室親機３０または他の携帯端末５０の少なくとも一つに対して呼出への応対依頼を
行わせる第一応対依頼アイコン（第一応対依頼部の一例）６２とを有している。
【００５３】
　さらに、携帯端末５０の携帯端末表示部５４には、応対人物情報Ｏが表示される。この
応対人物情報Ｏは、玄関子機２０からの呼出に応対した人を特定可能な情報であり、その
携帯端末５０の所有者は、玄関子機２０からの呼出に応対した人を応対人物情報Ｏで確認
することができる。
【００５４】
　また、携帯端末５０は、携帯端末操作部５３に、第一選択ボタン（第一選択部の一例）
６３が設けられている。この第一選択ボタン６３は、玄関子機２０からの呼出時に呼出へ
の応対の可否を選択するボタンスイッチであり、玄関子機２０からの呼出時に、この第一
選択ボタン６３を押下すると、呼出に対して応対ができない旨が携帯端末ＣＰＵ（第一通
知部の一例）５５によって居室親機３０及び他の携帯端末５０へ通知される。この第一選
択ボタン６３は、携帯端末５０における通話終了ボタンであり、この通話終了ボタンが第
一選択ボタン６３を兼ねている。
【００５５】
　また、この第一選択ボタン６３は、玄関子機２０からの呼出への応対の可否を予め設定
可能な第一設定ボタン（第一設定部の一例）６４を兼ねている。そして、この第一設定ボ
タン６４を兼ねる第一選択ボタン６３を玄関子機２０からの呼出前に押下しておくことで
、携帯端末ＣＰＵ５５は、玄関子機２０からの呼出時に、その携帯端末５０の所有者によ
る応対が不可であることが居室親機３０へ自動で通知される。
【００５６】
　次に、上記構成のインターホンシステム１０における各種の動作パターン例を説明する
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。
【００５７】
（基本条件）
１）居住者の家族構成
　父Ｆ、母Ｍ、子供Ｃの三人家族（図１参照）
２）各居住者の条件
　携帯端末５０の所有：父Ｆ、母Ｍ
【００５８】
＜動作パターンＡ＞
　父Ｆ、母Ｍ、子供Ｃの全員が居室Ｋ内に居る状態から、母Ｍだけが外出する。すると、
母Ｍの携帯端末５０が居室範囲Ｇの外に移動することで、サーバ４０は、サーバ記録部４
８に記憶された住戸Ｊの居室範囲Ｇと、携帯端末５０から送信された端末位置情報とに基
づいて、携帯端末５０の在不在情報Ｚを生成して更新する。
　その後、父Ｆも外出する。すると、父Ｆの携帯端末５０が居室範囲Ｇの外に移動するこ
とで、サーバ４０は、サーバ記録部４８に記憶された住戸Ｊの居室範囲Ｇと、携帯端末５
０から送信された端末位置情報とに基づいて、携帯端末５０の在不在情報Ｚを生成して更
新する。
【００５９】
　この状態において、住戸Ｊに宅配業者が訪問し、宅配業者が玄関子機２０で呼出操作を
行う。すると、玄関子機２０から呼出信号が居室親機３０及び各携帯端末５０へ送信され
、この呼出信号が居室親機３０及び各携帯端末５０で受信される。
　外出中の母Ｍは、自分の携帯端末５０の携帯端末表示部５４に表示される在不在情報Ｚ
を見て父Ｆが外出したことを確認するとともに携帯端末表示部５４に映る来訪者（宅配業
者）を確認する。
【００６０】
　母Ｍは、来訪者に対して自分で応対すべく、携帯端末表示部５４の第一応対選択アイコ
ン６１をタッチ操作し、玄関子機２０での呼出に応対する。例えば、母Ｍは、宅配業者と
通話し、後日に再度配達するように依頼する。
　母Ｍが第一応対選択アイコン６１をタッチ操作して呼出に応対すると、居室親機３０及
び父Ｆの携帯端末５０に応対人物情報Ｏが表示される。これにより、外出中の父Ｆ及び居
室Ｋの子供Ｃは、外出中の母Ｍが応対したことを確認することができる。
【００６１】
　上記の動作パターンＡにおいて、在不在情報Ｚが表示されないタイプのインターホンシ
ステムであると、母Ｍは父Ｆが外出したことを知らないため、母Ｍは父Ｆが宅配業者に応
対することを期待して待ち続け、呼出への応対を開始するまでの時間が長くなってしまう
場合がある。
【００６２】
　これに対して、本実施形態に係るインターホンシステム１０では、母Ｍは、自分の携帯
端末５０の携帯端末表示部５４を確認することで、居室Ｋ内の家族の在宅状況（本例では
父が外出中）を把握して迅速に呼出への応対を開始することができる。このため、宅配業
者を不要に長く待たせることを抑制することができる。
【００６３】
＜動作パターンＢ＞
　父Ｆ、母Ｍ、子供Ｃの全員が居室Ｋ内に居る状態から、父Ｆ、母Ｍが外出する。すると
、父Ｆ及び母Ｍの携帯端末５０が居室範囲Ｇの外に移動することで、サーバ４０は、サー
バ記録部４８に記憶された住戸Ｊの居室範囲Ｇと、携帯端末５０から送信された端末位置
情報とに基づいて、携帯端末５０の在不在情報Ｚを生成して更新する。
　その後、父Ｆが帰宅する。すると、父Ｆの携帯端末５０が居室範囲Ｇ内に移動すること
で、サーバ４０は、サーバ記録部４８に記憶された住戸Ｊの居室範囲Ｇと、携帯端末５０
から送信された端末位置情報とに基づいて、携帯端末５０の在不在情報Ｚを生成して更新
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する。
【００６４】
　この状態において、父Ｆの友人が住戸Ｊを訪問し、父Ｆの友人が玄関子機２０で呼出操
作を行う。すると、玄関子機２０から呼出信号が居室親機３０及び各携帯端末５０へ送信
され、この呼出信号が居室親機３０及び各携帯端末５０で受信される。
　外出中の母Ｍは、自分の携帯端末５０の携帯端末表示部５４に表示される在不在情報Ｚ
を見て父Ｆが帰宅して居室Ｋ内に居ることを確認するとともに携帯端末表示部５４に映る
来訪者（父Ｆの友人）を確認する。来訪者が父Ｆの友人であることから、母Ｍは、居室Ｋ
に居る父Ｆが自分で呼出に応対するのを待機する。
【００６５】
　父Ｆが居室親機３０を操作して呼出に応対すると、居室親機３０及び携帯端末５０に応
対人物情報Ｏが表示される。これにより、外出中の母Ｍは、呼出に対して居室Ｋに居る父
Ｆが応対したことを確認することができる。
【００６６】
　上記の動作パターンＢにおいて、在不在情報Ｚが表示されないタイプのインターホンシ
ステムであると、外出中の母Ｍは父Ｆが帰宅したことを認識せずに、母Ｍが父Ｆより先に
呼出へ応対してしまう場合があった。この場合、来訪者との応対後に父Ｆと母Ｍとで連絡
を取り合うなどの手間が発生してしまう場合があった。
【００６７】
　これに対して、本実施形態に係るインターホンシステム１０では、母Ｍは自分の携帯端
末５０の携帯端末表示部５４の在不在情報Ｚで父Ｆが帰宅したことを確認できるため、父
Ｆが自分の友人に応対することを待つことができる。このため、来訪者との応対後に連絡
を取り合うなどの手間が発生してしまうことを抑制することができる。
【００６８】
＜動作パターンＣ＞
　父Ｆ、母Ｍ、子供Ｃの全員が居室Ｋ内に居る状態から、母Ｍだけが外出する。すると、
母Ｍの携帯端末５０が居室範囲Ｇの外に移動することで、サーバ４０は、サーバ記録部４
８に記憶された住戸Ｊの居室範囲Ｇと、携帯端末５０から送信された端末位置情報とに基
づいて、携帯端末５０の在不在情報Ｚを生成して更新する。
【００６９】
　この状態において、住戸Ｊに宅配業者が訪問し、宅配業者が玄関子機２０で呼出操作を
行う。すると、玄関子機２０から呼出信号が居室親機３０及び各携帯端末５０へ送信され
、この呼出信号が居室親機３０及び各携帯端末５０で受信される。
　外出中の母Ｍは、自分の携帯端末５０の携帯端末表示部５４に表示される在不在情報Ｚ
を見て父Ｆが在宅して居室Ｋ内に居ることを確認するとともに携帯端末表示部５４に映る
来訪者（宅配業者）を確認する。
【００７０】
　父Ｆが自発的に呼出に応対することが期待できないなどの事情がある場合、母Ｍは、携
帯端末５０の携帯端末表示部５４の第一応対依頼アイコン６２をタッチ操作する。すると
、居室親機３０及び父Ｆの携帯端末５０に応対依頼された旨が表示される。
　父Ｆは、応対依頼の表示を確認し、居室親機３０を操作して宅配業者の呼出に応対する
。すると、居室親機３０及び携帯端末５０に応対人物情報Ｏが表示される。これにより、
外出中の母Ｍは、呼出に対して居室Ｋに居る父Ｆが応対したことを確認することができる
。
【００７１】
　このように、本実施形態に係るインターホンシステム１０によれば、在不在情報Ｚを確
認した母Ｍは、自分が応対不可の状況の場合、居室Ｋに居る父Ｆに応対を依頼し、来訪者
に対して迅速に応対させることができる。
【００７２】
＜動作パターンＤ＞
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　父Ｆ、母Ｍ、子供Ｃの全員が居室Ｋ内に居る状態から、母Ｍと子供Ｃが外出する。する
と、母Ｍの携帯端末５０が居室範囲Ｇの外に移動することで、サーバ４０は、サーバ記録
部４８に記憶された住戸Ｊの居室範囲Ｇと、携帯端末５０から送信された端末位置情報と
に基づいて、携帯端末５０の在不在情報Ｚを生成して更新する。
【００７３】
　この状態において、母Ｍの友人が住戸Ｊを訪問し、母Ｍの友人が玄関子機２０で呼出操
作を行う。すると、玄関子機２０から呼出信号が居室親機３０及び各携帯端末５０へ送信
され、この呼出信号が居室親機３０及び各携帯端末５０で受信される。
　外出中の母Ｍは、自分の携帯端末５０の携帯端末表示部５４に表示される在不在情報Ｚ
を見て父Ｆが在宅して居室Ｋ内に居ることを確認するとともに携帯端末表示部５４に映る
来訪者（母Ｍの友人）を確認する。
　母Ｍは、例えば、自分が電車に乗車中であり、呼出に応対することができないときに、
自分の携帯端末５０の第一選択ボタン６３を押下する。すると、呼出に対して応対ができ
ない旨が居室親機３０及び他の携帯端末５０へ通知される。
【００７４】
　居室Ｋに居る父Ｆは、居室親機３０または自分の携帯端末５０に表示された「応対不可
」の表示を見て、母Ｍの代わりに呼出への応対を開始する。
　父Ｆが居室親機３０を操作して母Ｍの友人の呼出に応対すると、居室親機３０及び各自
の携帯端末５０に応対人物情報Ｏが表示される。これにより、外出中の母Ｍは、呼出に対
して居室Ｋに居る父Ｆが応対したことを確認することができる。
【００７５】
　このように、本実施形態に係るインターホンシステム１０によれば、外出中に呼出を受
信した母Ｍは、自分が応対不可の状況であることを父Ｆに通知することで、自分の友人に
対して父Ｆに応対を促し、迅速に応対することができる。
【００７６】
　以上、説明したように、本実施形態に係るインターホンシステム１０によれば、外出中
に自分の携帯端末５０で呼出を受信した居住者は、携帯端末表示部５４に表示された在不
在情報Ｚを見て、呼出に対して自分が応対すべきか否かを判断することができる。例えば
、居室Ｋ内に応対可能な人（携帯端末５０の所有者）が不在だった場合は、呼出に対して
自ら応対をするべきと迅速に判断することができる。また例えば、居室Ｋに応対可能な人
（携帯端末５０の所有者）が居てその在宅の人が応対すべき状況の場合には、外出中の居
住者は、自らは応対せずに待機すべきと判断して、在宅の人が応対するのを待つことがで
きる。このように、上記実施形態によれば、外出中の居住者に居室Ｋ内の在不在情報Ｚを
提示することで、呼出応対機能の利便性を向上させることができる。
【００７７】
　また、本実施形態では、外出中に自分の携帯端末５０で呼出を受信した居住者は、携帯
端末表示部５４の表示内容を見ることにより来訪者と在不在情報Ｚを同時に確認すること
ができ、呼出に対して自分が応対すべきか否かを判断することが容易となる。なお、来訪
者と在不在情報Ｚの表示は、別画面に表示させても良く、また、これらの表示を切り替え
て表示させても良い。
【００７８】
　さらに、在不在情報Ｚを確認した外出中の居住者は、自分が応対不可の状況の場合、携
帯端末５０の第一応対依頼アイコン６２をタッチ操作することで、他の人に応対を依頼す
ることができる。
【００７９】
　また、携帯端末５０は、携帯端末表示部５４に応対人物情報Ｏが表示されるので、外出
中の居住者は、呼出に対して誰が応対したかを確認することができる。
【００８０】
　また、外出中に呼出を受信した居住者は、携帯端末５０の第一選択ボタン６３を押下す
ることで、自分が応対不可の状況であることを他の人に通知することができる。
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【００８１】
　また、外出時に第一設定ボタン６４を兼ねた第一選択ボタン６３を例えば所定時間だけ
押下しておくことで、予め応対不可を設定することができ、呼出時に自動で他の居住者へ
応対不可を通知することができる。したがって、例えば、電車の乗車中や、会議など、予
め応対不可であることが分かっている場合に、第一設定ボタン６４を兼ねた第一選択ボタ
ン６３を押下しておくことで、事前に応対不可を設定することができる。
【００８２】
　次に、携帯端末５０に設けた各種機能を居室親機３０に設けた他の実施形態について説
明する。
　図４に示すように、居室親機３０は、居室親機表示部（第二表示部の一例）３４に、玄
関子機２０の玄関子機カメラ２４で撮影された来訪者の映像や各種の呼出の情報が表示さ
れる。この居室親機表示部３４は、タッチパネルからなるもので、その一部も居室親機操
作部３３を構成している。
【００８３】
　居室親機３０では、通信ネットワークＩｎを介して居室親機通信インターフェース（第
二受信部の一例）３７が在不在情報Ｚを受信すると、居室親機ＣＰＵ（第二表示制御部の
一例）３５が、在不在情報Ｚを居室親機表示部３４に表示させる。これにより、居室親機
３０の居室親機表示部３４には、玄関子機２０からの呼出時に、撮影された来訪者の映像
とともにサーバ４０の生成部４５ａで生成された在不在情報Ｚが同時に表示される。この
在不在情報Ｚを確認することで、携帯端末５０の所有者の居室Ｋに対する在不在が確認可
能である。
【００８４】
　また、居室親機３０の居室親機表示部３４には、玄関子機２０からの呼出に対して応対
するか応対しないかを選択する第二応対選択アイコン７１と、玄関子機２０からの呼出時
に、携帯端末５０の少なくとも一つに対して呼出への応対依頼を行わせる第二応対依頼ア
イコン（第二応対依頼部の一例）７２とを有している。
【００８５】
　さらに、居室親機３０の居室親機表示部３４には、応対人物情報Ｏが表示される。この
応対人物情報Ｏは、玄関子機２０からの呼出に応対した人を特定可能な情報であり、在宅
中の居住者は、居室親機表示部３４の応対人物情報Ｏの表示から玄関子機２０からの呼出
に応対した人を確認することができる。
【００８６】
　また、居室親機３０は、居室親機操作部３３に、第二選択ボタン（第二選択部の一例）
７３が設けられている。この第二選択ボタン７３は、玄関子機２０からの呼出時に呼出へ
の応対の可否を選択するボタンスイッチであり、玄関子機２０からの呼出時に、この第二
選択ボタン７３を押下すると、呼出に対して応対ができない旨が居室親機ＣＰＵ（第二通
知部の一例）３５によって携帯端末５０へ通知される。
【００８７】
　また、この第二選択ボタン７３は、玄関子機２０からの呼出への応対の可否を予め設定
可能な第二設定ボタン（第二設定部の一例）７４を兼ねている。そして、この第二設定ボ
タン７４を兼ねる第二選択ボタン７３を玄関子機２０からの呼出前に押下しておくことで
、居室親機ＣＰＵ３５は、玄関子機２０からの呼出時に、居住者による居室親機３０での
応対が不可であることが携帯端末５０へ通知される。
【００８８】
　次に、上記他の実施形態に係るインターホンシステム１０における各種の動作パターン
例を説明する。
【００８９】
（基本条件）
１）居住者の家族構成
　父Ｆ、母Ｍ、子供Ｃの三人家族（図１参照）
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２）各居住者の条件
　携帯端末５０の所有：父Ｆ、母Ｍ
【００９０】
＜動作パターンＥ＞
　父Ｆ、母Ｍ、子供Ｃの全員が居室Ｋ内に居る状態から父Ｆが子供Ｃと外出し、父Ｆの携
帯端末５０が居室範囲Ｇの外に移動すると、サーバ４０の生成部４５ａが携帯端末５０の
在不在情報Ｚを生成して更新する。
　この状態において、住戸Ｊに宅配業者が訪問し、宅配業者が玄関子機２０で呼出操作を
行うと、玄関子機２０から呼出信号が居室親機３０及び携帯端末５０へ送信され、この呼
出信号が居室親機３０及び携帯端末５０で受信される。
【００９１】
　在宅中の母Ｍは、居室親機３０の居室親機表示部３４に表示される在不在情報Ｚを見て
父Ｆがまだ外出中であることを確認するとともに居室表示部３４に映る来訪者（宅配業者
）を確認する。
　母Ｍは、来訪者に対して自分で応対すべく、居室親機表示部３４の第二応対選択アイコ
ン７１をタッチ操作し、玄関子機２０での呼出に応対する。
　母Ｍが第二応対選択アイコン７１をタッチ操作して呼出に応対すると、外出中の父Ｆの
携帯端末５０に応対人物情報Ｏが表示される。これにより、外出中の父Ｆは、在宅中の母
Ｍが応対したことを確認することができる。
【００９２】
＜動作パターンＦ＞
　父Ｆ、母Ｍ、子供Ｃの全員が居室Ｋ内に居る状態から父Ｆが子供Ｃと外出し、父Ｆの携
帯端末５０が居室範囲Ｇの外に移動すると、サーバ４０の生成部４５ａが携帯端末５０の
在不在情報Ｚを生成して更新する。
　この状態において、父Ｆの友人が住戸Ｊを訪問し、父Ｆの友人が玄関子機２０で呼出操
作を行うと、玄関子機２０から呼出信号が居室親機３０及び携帯端末５０へ送信され、こ
の呼出信号が居室親機３０及び携帯端末５０で受信される。
【００９３】
　在宅中の母Ｍは、居室親機３０の居室親機表示部３４に表示される在不在情報Ｚを見て
父Ｆがまだ外出中であることを確認するとともに居室親機表示部３４に映る来訪者（父Ｆ
の友人）を確認する。来訪者が父Ｆの友人であることから、母Ｍは、外出中の父Ｆが自分
の携帯端末５０で呼出に応対するのを待機する。
　父Ｆが自分の携帯端末５０を操作して呼出に応対すると、居室親機３０に応対人物情報
Ｏが表示され、在宅中の母Ｍは、呼出に対して外出中の父Ｆが応対したことを確認するこ
とができる。
【００９４】
＜動作パターンＧ＞
　父Ｆ、母Ｍ、子供Ｃの全員が居室Ｋ内に居る状態から父Ｆが子供Ｃと外出し、父Ｆの携
帯端末５０が居室範囲Ｇの外に移動すると、サーバ４０の生成部４５ａが携帯端末５０の
在不在情報Ｚを生成して更新する。
　この状態において、住戸Ｊに宅配業者が訪問し、宅配業者が玄関子機２０で呼出操作を
行うと、玄関子機２０から呼出信号が居室親機３０及び携帯端末５０へ送信され、この呼
出信号が居室親機３０及び携帯端末５０で受信される。
【００９５】
　在宅中の母Ｍは、居室親機３０の居室親機表示部３４に表示される在不在情報Ｚを見て
父Ｆがまだ外出中であることを確認するとともに居室親機表示部３４に映る来訪者（宅配
業者）を確認する。
　母Ｍが、例えば、洗濯などの家事の最中であるなどの自発的に呼出に応対したくない事
情がある場合、母Ｍは、居室親機３０の居室親機表示部３４の第二応対依頼アイコン７２
をタッチ操作する。すると、外出中の父Ｆの携帯端末５０に応対依頼された旨が表示され
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る。
　父Ｆは、応対依頼の表示を確認し、自分の携帯端末５０を操作して宅配業者の呼出に応
対する。すると、居室親機３０に応対人物情報Ｏが表示される。これにより、在宅中の母
Ｍは、呼出に対して外出中の父Ｆが応対したことを確認することができる。
【００９６】
＜動作パターンＨ＞
　父Ｆ、母Ｍ、子供Ｃの全員が居室Ｋ内に居る状態から父Ｆが子供Ｃと外出し、父Ｆの携
帯端末５０が居室範囲Ｇの外に移動すると、サーバ４０の生成部４５ａが携帯端末５０の
在不在情報Ｚを生成して更新する。
　この状態において、母Ｍの友人が住戸Ｊを訪問し、母Ｍの友人が玄関子機２０で呼出操
作を行うと、玄関子機２０から呼出信号が居室親機３０及び携帯端末５０へ送信され、こ
の呼出信号が居室親機３０及び携帯端末５０で受信される。
【００９７】
　在宅中の母Ｍは、居室親機３０の居室親機表示部３４に表示される在不在情報Ｚを見て
父Ｆがまだ外出中であることを確認するとともに居室親機表示部３４に映る来訪者（母Ｍ
の友人）を確認する。
　母Ｍは、例えば、調理中で手が離せないなどで呼出に対してすぐに応対することができ
ないときに、居室親機３０の第二選択ボタン７３を押下する。すると、呼出に対して応対
ができない旨が父Ｆの携帯端末５０へ通知される。
　外出中の父Ｆは、自分の携帯端末５０に表示された「応対不可」の表示を見て、母Ｍの
代わりに自分の携帯端末５０を操作して母Ｍの友人の呼出に応対する。すると、居室親機
３０に応対人物情報Ｏが表示され、在宅中の母Ｍは、呼出に対して外出中の父Ｆが応対し
たことを確認することができる。このようにして、母Ｍの友人を不要に長時間待たせてし
まうことを抑制することができる。
【００９８】
　上記他の実施形態に係るインターホンシステム１０によれば、居室Ｋに在宅中の居住者
は、居室親機表示部３４に表示された在不在情報Ｚを見て、呼出に対して自分が応対すべ
きか否かを判断することができる。例えば、居室Ｋ内に応対可能な人が自分の他にいない
場合、玄関子機２０からの呼出に対して自ら応対をするべきと迅速に判断することができ
る。また例えば、来訪者が外出中の居住者の友人であった場合、在宅中の居住者は、外出
中の居住者が応対するのを待つことができる。このように、上記構成によれば、在宅中の
居住者に在不在情報Ｚを提示することで、呼出応対機能の利便性を向上させることができ
る。
【００９９】
　また、在宅中の居住者は、居室親機表示部３４の表示内容を見ることにより来訪者と在
不在情報Ｚを同時に確認することができ、呼出に対して自分が応対すべきか否かを判断す
ることが容易となる。なお、来訪者と在不在情報Ｚの表示は、別画面に表示させても良く
、また、これらの表示を切り替えて表示させても良い。
【０１００】
　さらに、在不在情報Ｚを確認した在宅中の居住者は、自分が応対不可の状況の場合、居
室親機３０の第二応対依頼アイコン７２をタッチ操作することで、他の人に応対を依頼す
ることができる。
【０１０１】
　また、居室親機３０は、居室親機表示部３４に応対人物情報Ｏが表示されるので、在宅
中の居住者は、呼出に対して誰が応対したかを確認することができる。
【０１０２】
　また、在宅中の居住者は、居室親機３０の第二選択ボタン７３を押下することで、自分
が応対不可の状況であることを他の人に通知することができる。
【０１０３】
　また、在宅中の居住者が呼出への応対が不可であることが予め決まっている場合、第二
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設定ボタン７４を兼ねた第二選択ボタン７３を押下することで、居住者は応対不可の設定
を予め居室親機３０に設定しておくことができる。そして、呼出時に自動で他の居住者に
応対不可を通知することができる。
【０１０４】
　なお、上記実施形態では、携帯端末５０が、玄関子機２０からの呼出を、通信ネットワ
ークＩｎに繋がる居室親機３０を経由して受信する構成としたが、玄関子機２０から通信
ネットワークＩｎを介して携帯端末５０へ直接呼出信号を送信し、携帯端末５０へ受信さ
せるようにしても良い。
【０１０５】
　また、携帯端末５０の携帯端末アプリケーション５６にインストールされた専用のアプ
リケーションによってサーバ４０がジオフェンスからなる居室範囲Ｇを割り出して居室親
機３０へ転送したが、このジオフェンスである居室範囲Ｇは、居室親機３０で予め登録し
ておいても良い。この場合、サーバ４０は、居室親機３０に登録されている居室範囲Ｇと
携帯端末５０の端末位置情報とに基づいて、携帯端末５０の在不在情報Ｚを生成すること
となる。
【０１０６】
　また、上記実施形態では、玄関子機２０において呼出操作が行われた際に、居室親機３
０の居室親機表示部３４及び携帯端末５０の携帯端末表示部５４に在不在情報Ｚが表示さ
れる構成としたがこの例に限られない。例えば、居室親機３０及び携帯端末５０に、サー
バ４０のサーバＣＰＵ４５の生成部４５ａが在不在情報Ｚを生成して更新する毎に在不在
情報Ｚが表示される設定機能を設け、在不在情報Ｚの表示を、玄関子機２０での呼出時ま
たは在不在情報Ｚの更新時に切り替え可能としても良い。
【符号の説明】
【０１０７】
１０：インターホンシステム、２０：玄関子機、３０：居室親機、３４：居室親機表示部
（第二表示部）、３５：居室親機ＣＰＵ（第二表示制御部，第二通知部）、３７：居室親
機通信インターフェース（第二受信部）、４０：サーバ、４５ａ：生成部、４８：サーバ
記録部（記録部）、５０：携帯端末、５４：携帯端末表示部（第一表示部）、５５：携帯
端末ＣＰＵ（第一表示制御部，第一通知部）、５７：携帯端末通信インターフェース（第
一受信部）、６２：第一応対依頼アイコン（第一応対依頼部）、６３：第一選択ボタン（
第一選択部）、６４：第一設定ボタン（第一設定部）、７２：第二応対依頼アイコン（第
二応対依頼部）、７３：第二選択ボタン（第二選択部）、７４：第二設定ボタン（第二設
定部）、Ｇ：居室範囲（居室の位置情報）、Ｉｎ：通信ネットワーク、Ｋ：居室、Ｚ：在
不在情報
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