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(57)【要約】
【課題】センタ装置からのセンタ側Ｗｅｂコンテンツと
、コントローラからのローカル側Ｗｅｂコンテンツを表
示部の一画面上に同時に表示してＷｅｂコンテンツの比
較閲覧を容易とした住宅設備監視システム用表示装置を
提供することにある。
【解決手段】表示装置ＣＶの制御部５０は、センタ装置
ＳＶから取得するセンタ側Ｗｅｂコンテンツを表示部５
２で表示する画面領域を予め確保するとともに、コント
ローラＣ１等のローカル機器から取得するローカル側Ｗ
ｅｂコンテンツを同一画面上の前記画面領域外で同時表
示させる制御を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
住宅設備の監視と制御の内の少なくとも何れか一方を行うコントローラを含むローカル機
器と、情報を統括するセンタ装置とを備えた住宅設備監視システムに用いられるものであ
って、
　前記ローカル機器及びセンタ装置の間でデータ通信を行う通信手段と、表示部と、該通
信手段を介してローカル機器及びセンタ装置に備わったＷｅｂサーバが作成するＷｅｂコ
ンテンツのＵＲＬにアクセスして受け取ったＷｅｂコンテンツを前記表示部で表示させる
表示制御手段とを備え、
　該表示制御手段は、前記センタ装置から取得するセンタ側Ｗｅｂコンテンツを前記表示
部で表示させる画面領域を予め確保するとともに、前記ローカル機器から取得するローカ
ル側Ｗｅｂコンテンツを同一画面上の前記画面領域外で同時表示させる制御を行うことを
特徴とする住宅設備監視システム用表示装置。
【請求項２】
前記センタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬ情報を生成するためのテンプレートを予め登録し
ている記憶部を備え、
　前記表示制御手段は、前記ローカル側Ｗｅｂコンテンツの特定情報と前記テンプレート
とに基づき、前記センタ装置から取得するセンタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成する
ことを特徴とする請求項１記載の住宅設備監視システム用表示装置。
【請求項３】
前記特定情報は、前記ローカル側Ｗｅｂコンテンツに対応するＵＲＬの文字列情報である
ことを特徴とする請求項２記載の住宅設備監視システム用表示装置。
【請求項４】
情報入力手段を備え、前記特定情報が、該情報入力手段からの入力情報であることを特徴
とする請求項２又は３記載の住宅設備監視システム用表示装置。
【請求項５】
前記表示制御手段は、前記センタ側Ｗｅｂコンテンツのデータに特定の文字列があると、
当該センタ側Ｗｅｂコンテンツを前記表示部で表示してから前記文字列に基づいた所定時
間経過後に当該センタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬにアクセスする処理を行うことを特徴
とする請求項１乃至４の何れかの１項に記載の住宅設備監視システム用表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅内に設置された住宅設備、例えば、エアコンや照明器具や種々のセキュ
リティ機器などの監視を行う住宅設備監視システムに用いられる表示装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、エアコンや照明器具や種々のセキュリティ機器などの住宅設備の監視（或い
は、監視と制御）を行う住宅設備監視システムが提供されている（例えば、特許文献１参
照）。そして、かかる住宅設備監視システムは、住宅設備の監視（或いは、監視と制御）
に関わる情報（例えば、エアコンや照明器具の動作状態、セキュリティ機器である火災感
知器の動作状態など）を表示デバイス（ＣＲＴやＬＣＤ）に表示することで前記情報を認
識し易くするものとして表示装置を備えている。
【０００３】
　かかる表示装置においては、監視対象である住宅設備に何らかのイベント（例えば、火
災感知器による火災発生検知など）が発生したとき、当該イベントに対する監視結果の情
報（例えば、火災発生検知並びに火災発生の警報など）を受け取って画面に表示している
。ここで、表示装置で表示する表示情報は、表示装置自体がメモリに記憶しているか、或
いは住宅設備を監視するコントローラが保持しイベント発生時に表示装置へ送信するよう
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になっている。
【０００４】
　そして、表示装置においては、任意の表示情報を表示している状況で何らかのイベント
が発生したときに当該イベントの内容に応じた適切な表示情報への切換のルールが予め設
定され、当該ルールに従って表示情報が切り換えられることでイベントの発生状況に応じ
た適切な表示情報が表示できるようになっていた。
【０００５】
　しかしながら、上記従来システムでは、前記表示情報の切換ルールを表示装置に記憶し
且つ当該切換ルールに従って表示情報の切換が行われるというように、表示装置に対して
表示情報切換処理の負荷が集中していたから、表示情報をスムースに切り換えるために表
示装置に高性能のマイコンが必要になるなどの欠点があった。また、システムの監視対象
に新たな住宅設備が追加されたときには、表示装置に記憶している切換ルールも更新する
必要が生じるという問題があった。
【０００６】
　そこで防犯監視、防災監視、設備の電力制御等を夫々が担当する各通信システムと接続
して、これら各通信システムのＷｅｂサーバが保有するＷｅｂコンテンツのデータをＷｅ
ｂブラウザ機能によって読み込み、表示部に表示させることが可能な表示装置が提供され
てきており、この表示装置では、例えば自身に記憶済みのＷｅｂコンテンツの表示も可能
で、また各通信システムの状況変化もモニタ可能となっている。
【特許文献１】特開２００４－２９５４０８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述のようなＷｅｂコンテンツを表示部で表示させる表示装置では、装置自
身の記憶済みのＷｅｂコンテンツのデータと、他の通信システムのＷｅｂサーバが保有す
るＷｅｂコンテンツのデータを比較検討したり、両者の表示画面情報に従って機器制御を
行う等複数のＷｅｂサーバに分散されたＷｅｂコンテンツのデータを閲覧するために、Ｗ
ｅｂサーバ毎にＷｅｂコンテンツのデータを取得して別々に表示閲覧する必要があった。
【０００８】
　本発明は、上述の点に鑑みて為されたもので、その目的とするところは、センタ装置か
らのセンタ側Ｗｅｂコンテンツと、コントローラからのローカル側Ｗｅｂコンテンツを表
示部の一画面上に同時に表示してＷｅｂコンテンツの比較閲覧を容易とした住宅設備監視
システム用表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の目的を達成するために、請求項１の発明では、住宅設備の監視と制御の内の少な
くとも何れか一方を行うコントローラを含むローカル機器と、情報を統括するセンタ装置
とを備えた住宅設備監視システムに用いられるものであって、前記ローカル機器及びセン
タ装置の間でデータ通信を行う通信手段と、表示部と、該通信手段を介してローカル機器
及びセンタ装置に備わったＷｅｂサーバが作成するＷｅｂコンテンツのＵＲＬにアクセス
して受け取ったＷｅｂコンテンツを前記表示部で表示させる表示制御手段とを備え、該表
示制御手段は、前記センタ装置から取得するセンタ側Ｗｅｂコンテンツを前記表示部で表
示させる画面領域を予め確保するとともに、前記ローカル機器から取得するローカル側Ｗ
ｅｂコンテンツを同一画面上の前記画面領域外で同時表示させる制御を行うことを特徴と
する。
【００１０】
　請求項１の発明によれば、センタ装置からのセンタ側Ｗｅｂコンテンツと、コントロー
ラからのローカル側Ｗｅｂコンテンツを表示部の一画面上に同時に表示するので、ユーザ
ーがセンタ側Ｗｅｂコンテンツと、ローカル側Ｗｅｂコンテンツの情報を比較閲覧するこ
とが容易に行える。
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【００１１】
　請求項２の発明では、請求項１の発明において、前記センタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲ
Ｌ情報を生成するためのテンプレートを予め登録している記憶部を備え、前記表示制御手
段は、前記ローカル側Ｗｅｂコンテンツの特定情報と前記テンプレートとに基づき、前記
センタ装置から取得するセンタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成することを特徴とする
。
【００１２】
　請求項２の発明によれば、センタ側Ｗｅｂコンテンツのテンプレートさえ記憶しておけ
ば、表示させるローカル側Ｗｅｂコンテンツの特定情報に対応してセンタ側Ｗｅｂコンテ
ンツのＵＲＬを自動的に生成して当該ＵＲＬに対応するセンタ側Ｗｅｂコンテンツの取得
ができ、予めセンタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬを記憶しておく必要もない。
【００１３】
　請求項３の発明では、請求項２の発明において、前記特定情報は、前記ローカル側Ｗｅ
ｂコンテンツに対応するＵＲＬの文字列情報であることを特徴とする。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、取得したローカル側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬの文字列情報
から自動的に対応するセンタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬを生成することができる。
【００１５】
　請求項４の発明では、請求項２又は３の発明において、情報入力手段を備え、前記特定
情報が、該情報入力手段からの入力情報であることを特徴とする。
【００１６】
　請求項４の発明によれば、ユーザーが情報入力手段で入力する入力情報がローカル側Ｗ
ｅｂコンテンツのＵＲＬを生成することになり、ユーザーが入力した情報を反映させたセ
ンタ側Ｗｅｂコンテンツを取得表示することができる。
【００１７】
　請求項５の発明では、請求項１乃至４の何れかの発明において、前記表示制御手段は、
前記センタ側Ｗｅｂコンテンツのデータに特定の文字列があると、当該センタ側Ｗｅｂコ
ンテンツを前記表示部で表示してから前記文字列に基づいた所定時間経過後に当該センタ
側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬにアクセスする処理を行うことを特徴とする。
【００１８】
　請求項４の発明によれば、時々刻々変換する情報に対応するセンタ側Ｗｅｂコンテンツ
の表示を自動的に最新のものにすることができ、しかも装置側でアクセスする時間間隔を
予め設定することなく、表示するセンタ側Ｗｅｂコンテンツの情報更新間隔に対応させる
ことができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、センタ装置からのセンタ側Ｗｅｂコンテンツと、コントローラからのローカ
ル側Ｗｅｂコンテンツを表示部の一画面上に同時に表示するので、ユーザーがセンタ側Ｗ
ｅｂコンテンツと、ローカル側Ｗｅｂコンテンツの情報を比較閲覧することが容易に行え
るという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、住宅設備の監視だけでなく制御も行う住宅設備監視制御システムに用いた本発明
の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
　本実施形態の表示装置を用いる住宅設備監視制御システムは、図３に示すように住宅内
に設置されたコントローラＣ１，Ｃ１’、Ｃ２，Ｃ３が住宅設備の制御並びに監視を行う
複数（図示例では３つ）のサブシステムＳＳ１，ＳＳ２，ＳＳ３と、各サブシステムＳＳ
ｎのコントローラＣｎ（ｎ＝１，２，３）と伝送路（エンハンスト・カテゴリ５若しくは
カテゴリ６のＬＡＮケーブル）を介して接続される統合管理装置ＴＭと、統合管理装置Ｔ
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ＭにＬＡＮケーブルを介して接続される複数（図示例では、２つ）の端末装置（パーソナ
ルコンピュータＰＣ並びに表示装置ＣＶ）とを備え、これら複数のコントローラＣと統合
管理装置ＴＭと端末装置とが汎用の通信プロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ、ＵＤＰ、ＨＴＴＰな
ど）を利用した宅内ネットワークを構成している。この宅内ネットワークは、100BASE-TX
（IEEE 802.3u）規格に準拠したローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）であって、ハブ
に相当する統合管理装置ＴＭに、ネットワーク端末に相当する各サブシステムＳＳｎのコ
ントローラＣｎや端末装置（パーソナルコンピュータＰＣ並びに表示装置ＣＶ）などがス
ター配線で接続されている。更に統合管理装置ＴＭは、インターネットに接続するための
回線の種類（電話回線、ＣＡＴＶ回線、光ファイバ回線など）に応じてＡＤＳＬモデムや
ケーブルモデム或いはＯＮＵ（Optical Network Unit）などのインターネット接続装置Ｍ
Ｄと通信ケーブル（通常、ＬＡＮケーブル）によって接続され、インターネット接続装置
ＭＤが介在することで宅内ネットワークが外部ネットワークたるインターネットに接続さ
れる。尚、この種のインターネット接続装置ＭＤは従来周知であるから詳細な構成につい
ての図示並びに説明は省略する。
【００２２】
　また、宅内ネットワークにはサービス提供会社の管理センター等に設置されたセンタ装
置（センタサーバ）ＳＶがインターネットを通じて接続されており、後述するようにイン
ターネットに接続可能なノート型のパーソナルコンピュータ、携帯電話機ＭＰ、ＰＤＡ（
Personal Digital Assistance）等からなる携帯型の端末装置とセンタ装置ＳＶとの間で
インターネットを介したデータ通信を行うことにより、例えば、携帯電話機ＭＰを使って
外出先から住宅設備の制御や監視を行うことができる。センタ装置ＳＶは、ネットワーク
機能を有する汎用のコンピュータ装置で構成されており、携帯電話機ＭＰ等の端末装置か
らインターネットを通じて送信されるコントローラＣｎ宛のメッセージやコントローラＣ
ｎから宅内ネットワークに属さない端末装置宛に送信されるメッセージを中継する機能や
各住戸からの情報統括を行う機能、更に天気情報、交通情報等の情報提供のためのＷｅｂ
サーバ機能有している。但し、上述のようなインターネット接続機能を有する携帯型の端
末装置やセンタ装置ＳＶのハードウェア構成は従来周知であるから、詳細な構成について
の図示並びに説明は省略する。
【００２３】
　さて本発明の実施形態である表示装置ＣＶは住宅内の壁面に埋込配設されるものであっ
て、図１に示すようにマイコンを主構成要素とするマイコンからなる制御部５０と、宅内
ネットワークのＬＡＮケーブルが接続され制御部５０と宅内ネットワークのインタフェー
スを行うＬＡＮ用の通信手段たる通信部５１と、液晶ディスプレイやドライブ回路からな
る表示部５２と、押釦スイッチや表示部５２の画面上に配設されるタッチパネルを有し、
ユーザーの操作入力の情報を取り込む操作部５３と、マイコンで実行するプログラムや種
々のデータを記憶するフラッシュメモリなどからなる不揮発性の記憶部５４と、スピーカ
とスピーカの駆動回路を有するスピーカ部５５とを備えている。
【００２４】
　また、図示は省略しているが、商用電源から所望の直流電源を作成して制御部５０やそ
の他の各部に動作電源を供給するための電源回路も備えている。
【００２５】
　制御部５０にはＷｅｂブラウザが実装され、各コントローラＣｎ等から提供されるＷｅ
ｂコンテンツ並びに予め記憶部５４に記憶しているＷｅｂコンテンツ（以下、内蔵Ｗｅｂ
コンテンツと呼ぶ。）をＷｅｂブラウザで再生して表示部５２に表示するとともに、操作
部５３のタッチパネルが操作された位置と表示部５２に表示されているアイコン等との位
置関係に応じた操作入力情報を取り込む。すなわち、制御部５０が表示制御手段を構成し
、操作部５３が操作入力情報手段を構成する。
【００２６】
　また、記憶部５４には予め警報音や音声メッセージのデータが圧縮して格納されており
、制御部５０が必要に応じて記憶部５４から読み出したデータを伸長してスピーカ部５５
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に出力すれば、前記警報音や音声メッセージがスピーカから鳴動される。
【００２７】
　また、表示装置ＣＶは、図２に示すように矩形箱形の合成樹脂成形品からなるハウジン
グ５６の内部に上述した各部５０～５５が収納されて構成されており、表示部５２の画面
がハウジング５６前面の左寄りに配置されている。尚、表示部５２の画面には操作部５３
が有するタッチパネル（透明であるから番号は付さない）が一体に設けられている。ハウ
ジング５６前面の右寄り上部には、スピーカ部５５から鳴動する音をハウジング５６の外
に放射するための多数の貫通孔５６ａが設けている。また、ハウジング５６前面の右寄り
下部には、操作部５３が具備する複数の押釦スイッチ（図示せず）を押操作するための操
作釦５３ａ，５３ｂ，５３ｃ，５３ｄが縦横２列に並べて配設されている。更に、ハウジ
ング５６前面の右寄り中央部には、蓋体５６ｂによって開閉自在に閉塞される凹所（図示
せず）が設けられており、凹所の底面に電源入／切や制御部５０をリセットするための押
釦スイッチ（図示せず）が配設されている。尚、図示は省略するが、ハウジング５６の背
面には通信部５１が有するモジュラジャックの差込口と、商用電源からの電源線が接続さ
れる端子部の電線挿入孔とが露出している。
【００２８】
　一方システムでのネットワーク通信を統合管理する統合管理装置ＴＭは、ＬＡＮケーブ
ルを介して、設備機器コントローラＣ１，Ｃ１’、パーソナルコンピュータＰＣ、表示装
置ＣＶが接続されるとともに、インターネット接続装置ＭＤからインターネットを通じて
センタ装置ＳＶや携帯電話機ＭＰ、又は他のネット端末に接続しており、パケット処理機
能、経路切換機能、ネットワークセキュリティ機能、ＵＰｎＰ（ユニバーサル・プラグ・
アンド・プレイ）のコントロールポイントの機能等を有して、ネットワークにおけるデー
タ授受をコントロールしている。
【００２９】
　サブシステムＳＳ１は、照明器具や空調機器（エアコン）並びに電気錠等の住宅設備（
設備機器）Ｘｍ（ｍ＝１，２，…）と、設備機器Ｘｍの制御並びに監視を行うコントロー
ラ（以下、設備機器コントローラと呼ぶ。）Ｃ１とを備えるとともに、住宅における使用
電力量を計測し、該計測に基づいて所定の設備機器Ｘｍの制御を行う電力計測装置Ｄの監
視を行う設備機器コントローラＣ１’を備えている。
【００３０】
　設備機器コントローラＣ１は、図４に示すようにマイコンを主構成要素とする制御部１
０と、宅内ネットワークのＬＡＮケーブルが接続され制御部１０と宅内ネットワークのイ
ンタフェースを行うＬＡＮ用の通信部１１と、日本電機工業会（JEMA）の統一規格に適合
した設備機器Ｘ１（エアコンや給湯器など）と制御部１０のインタフェースを行うＨＡ（
ホームオートメーション）用の機器インタフェース部（機器Ｉ／Ｆ部）１２と、マイコン
で実行するプログラムや設備機器Ｘ１，Ｘ２の動作状態などの制御情報及び監視情報を記
憶する記憶部１３とを備えている。また、図示は省略しているが、商用電源から所望の直
流電源を作成して制御部１０やその他の各部に動作電源を供給するための電源回路、更に
時刻計時を行う時計部をも備えている。
【００３１】
　制御部１０は、通信部１１を通じて端末装置から制御要求のメッセージを受け取ったと
きに機器Ｉ／Ｆ部１２を介して各設備機器Ｘ１，Ｘ２を個別に制御して運転（照明器具Ｘ
２の場合は点灯）と停止（照明器具Ｘ２の場合は消灯）を切り換え、通信部１１を通じて
端末装置から監視要求のメッセージを受け取ったときに機器Ｉ／Ｆ部１２を介して各設備
機器Ｘ１，Ｘ２の動作状態（運転＜点灯＞又は停止＜消灯＞）を個別に取得するとともに
、制御要求や監視要求に対する応答（各設備機器Ｘ１，Ｘ２の動作状態）のメッセージを
通信部１１より要求メッセージの送信元である端末装置に向けて送信させる機能（制御監
視機能）を有する。
【００３２】
　また、制御部１０は、自己の配下にある設備機器Ｘ１、Ｘ２の名称並びに動作状態を文
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字や記号で表示するための多数のＷｅｂコンテンツ（Ｗｅｂページ）を保持しており、端
末装置からＷｅｂコンテンツのＵＲＬに対するアクセスに応じてＷｅｂコンテンツ群の中
から対応するＷｅｂコンテンツのデータを通信部１１より端末装置に提供（配信）するＷ
ｅｂサーバ機能を有している。
【００３３】
　設備機器コントローラＣ１’は、設備機器コントローラＣ１と基本的に同じ構成を有す
るので図示は省略するが、設備機器コントローラＣ１’では機器インタフェース部１２が
電力計測装置Ｄと制御部１０とのインタフェースを行うようになっている。また制御部１
０は電力計測装置Ｄが計測する設備機器Ｘｍ毎の電力使用量の履歴情報を記憶部１３で記
憶させ、自己の配下にある設備機器Ｘ３、Ｘ４の名称並びに動作状態を文字や記号で表示
するための多数のＷｅｂコンテンツ（Ｗｅｂページ）や電力消費量の履歴情報に基づいて
各月の機器毎の電力消費量の推移をグラフで表示するためのＷｅｂコンテンツを保持して
おり、端末装置からＷｅｂコンテンツのＵＲＬに対するアクセスに応じてＷｅｂコンテン
ツ群の中から対応するＷｅｂコンテンツのデータを通信部１１より端末装置に提供（配信
）するＷｅｂサーバ機能を有している。
【００３４】
　電力計測装置Ｄは、住宅盤に収納されている例えば各分岐ブレーカ（図示せず）からの
分岐電力路に挿入されて分岐電力路に流れる電流を検出する電流センサ（カレントトラン
ス）ＣＴ、電流センサＣＴで検出する電流と既知の電源電圧とに基づいてから分岐電力路
に接続された設備機器Ｘｍ毎の使用電力を計測する機能、設備機器コントローラＣ１’の
機器インタフェース部１２を介して制御部１０との間でデータ通信を行うためのインタフ
ェース機能、更に日本電機工業会の統一規格に適合した設備機器Ｘ３，Ｘ４（エアコンや
給湯器など）を接続するための機能と、計測する使用電力量の計測値が予め決められてい
る上限値を超えた場合、設備機器コントローラＣ１の制御部１０に機器停止（電源オフ）
指令を送信するか、或いは設備機器Ｘ３又はＸ４の電源をオフさせて電力の使い過ぎを防
止する機能（デマンド制御機能）と、ローカルインタフェース部２２を介して制御部１０
から与えられる指令に応じて設備機器Ｘ３，Ｘ４の動作制御や状態監視を行う機能、更に
計測する電力消費量の情報を設備機器コントローラＣ１’に与える機能を有している。尚
電力量の計測対象として住戸全体の電力量を計測しても勿論良い。
【００３５】
　また、サブシステムＳＳ２は、図３に示すように住宅内における異常発生を検知する１
乃至複数種類のセキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２と、各セキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２の検知情
報を収集するセキュリティ受信器ＳＲと、セキュリティ受信器ＳＲが収集した検知情報を
受け取るとともに受け取った当該検知情報を応答メッセージにより宅内ネットワークを通
じて伝送するコントローラ（以下、セキュリティコントローラと呼ぶ。）Ｃ２とで構成さ
れるセキュリティシステムである。
【００３６】
　セキュリティ機器Ｙ１は、例えば、人体から放射される熱線を検出することによる監視
領域内への人の侵入検知や、窓に設置されているクレセント錠の施解錠検知、窓の開閉検
知等を行う防犯用のセンサを具備し、センサで異常（人の侵入やクレセント錠の解錠等）
を検知したときに当該検知情報を無線信号（若しくは有線信号）でセキュリティ受信器Ｓ
Ｒに送信する機能を有している。また、セキュリティ機器Ｙ２は、煙や熱を検出すること
による火災検知や都市ガス或いはＬＰガスを検出することによるガス漏れ検知等を行う防
災用のセンサを具備し、センサで異常（火災発生やガス漏れ等）を検知したときに当該検
知情報を無線信号（若しくは有線信号）でセキュリティ受信器ＳＲに送信する機能を有し
ている。但し、上述のような機能を有するセキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２については従来周
知であるから、詳細な構成についての図示並びに説明は省略する。
【００３７】
　セキュリティ受信器ＳＲは、セキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２から送信された無線信号（若
しくは有線信号）を受信することで検知情報を収集し、更に当該検知情報に対応した処理
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、例えば、火災やガス漏れ不審者の侵入等の異常発生を家人に知らせるために警報音を鳴
動する処理を行うとともに検知された異常の種類や場所等の検知情報を無線信号（若しく
は有線信号）でセキュリティコントローラＣ２に送信する処理を行う。
【００３８】
　ここで、セキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２には固有の識別符号（ＩＤ）が割り当てられてお
り、セキュリティ受信器ＳＲでは当該識別符号によって個々のセキュリティ機器Ｙ１，Ｙ
２の検知情報を識別可能となっている。また、セキュリティ受信器ＳＲは、上述のように
セキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２から検知情報を収集する警戒状態と検知情報を収集しない非
警戒状態の２つの動作状態があり、例えば、ワイヤレス送信機（図示せず）から送信され
るワイヤレス信号によって警戒状態と非警戒状態の２つの動作状態が択一的に切り換えら
れる。但し、ワイヤレス送信機にも固有の識別符号が割り当てられており、予め登録され
ている識別符号以外の識別符号が割り当てられたワイヤレス送信機では動作状態の切換が
行えないようになっている。尚、上述のような機能を有するセキュリティ受信器ＳＲにつ
いては従来周知であるから、詳細な構成についての図示並びに説明は省略する。
【００３９】
　セキュリティコントローラＣ２は、図５に示すようにマイコンを主構成要素とする制御
部３０と、宅内ネットワークのＬＡＮケーブルが接続され制御部３０と宅内ネットワーク
のインタフェースを行うＬＡＮ用の通信部３１と、セキュリティ受信器ＳＲとの間で無線
（若しくは有線）によるデータ通信を行う通信部３２とを備えるとともに、ＬＥＤ等の発
光素子で電源のオン／オフ状態や通信状態等を表示する表示手段と、押釦スイッチ等を有
する表示／操作部３４と、マイコンで実行するプログラムやセキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２
から収集した検知情報を記憶する記憶部３３とを備えている。また、図示は省略している
が、商用電源から所望の直流電源を作成して制御部３０やその他の各部に動作電源を供給
するための電源回路も備えている。
【００４０】
　制御部３０は、セキュリティ受信器ＳＲから通信部３２を介して受け取った検知情報を
応答メッセージとして宅内ネットワーク（或いは宅内ネットワークと外部ネットワーク）
を通じて端末装置に送信する機能（警報機能）や、端末装置から制御要求のメッセージを
受け取ったときに通信部３２を介してセキュリティ受信器ＳＲにコマンド（切換指令）を
送信してセキュリティ受信器ＳＲの動作状態（警戒状態又は非警戒状態）を切り換えたり
、或いはセキュリティ受信器ＳＲによる警報音の鳴動を停止させたり、端末装置から監視
要求のメッセージを受け取ったときに通信部３２を介してセキュリティ受信器ＳＲにコマ
ンドを送信してセキュリティ受信器ＳＲの動作状態（警戒状態又は非警戒状態）を通知さ
せるとともに、制御要求や監視要求に対する応答（セキュリティ受信器ＳＲの動作状態や
警報音の鳴動状況等）のメッセージを通信部３１より要求メッセージの送信元である端末
装置に向けて送信させる機能（制御監視機能）を有する。また、制御部３０は、自己の配
下にあるセキュリティ受信器ＳＲの動作状態等を文字や記号で表示するための多数のＷｅ
ｂコンテンツ（Ｗｅｂページ群）を保持しており、端末装置からＷｅｂコンテンツのＵＲ
Ｌに対するアクセスに応じてＷｅｂコンテンツ群の中から対応するＷｅｂコンテンツのデ
ータを通信部３１より端末装置に提供（配信）するＷｅｂサーバ機能を有している。
【００４１】
　サブシステムＳＳ３は、図３に示すように住戸外に設置されるカメラ付きドアホン子器
（以下、ドアホン子器と略す。）ＤＳと、人体から放射される熱線を検出することで監視
領域内への人の侵入を検知するとともに当該侵入検知時に監視領域を撮像するセンサカメ
ラＳＣと、住戸内に設置されてドアホン子器ＤＳとの間で通話する通話機能並びにドアホ
ン子器ＤＳ並びにセンサカメラＳＣで撮像された画像を表示する機能を有するインターホ
ン親機ＩＭと、インターホン親機ＩＭよりドアホン子器ＤＳやセンサカメラＳＣで撮像さ
れた画像を受け取るとともに受け取った当該画像をセンタ装置ＳＶに外部ネットワークを
通じて伝送するコントローラ（以下、画像転送コントローラと呼ぶ。）Ｃ３とで構成され
るインターホンシステムである。
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【００４２】
　ドアホン子器ＤＳは、通話用のマイクロホン並びにスピーカや来訪者を撮像するための
カメラを具備し、マイクロホンで集音した通話音声をインターホン親機ＩＭに通話線を介
して伝送し且つインターホン親機ＩＭから通話線を介して伝送される通話音声をスピーカ
から鳴動させる通話機能と、呼出釦が押操作されたときに通話線を介してインターホン親
機ＩＭに呼出信号を送信する呼出機能と、カメラ（例えば、動画像を出力するＣＣＤカメ
ラ）で撮像された画像を周波数変調して通話音声に多重化することで通話線を介してイン
ターホン親機ＩＭに伝送する画像伝送機能とを有している。また、センサカメラＳＣは、
人体から放射される熱線を検出することで監視領域内への人の侵入を検知する熱線センサ
や動画像を出力するＣＣＤカメラ等を具備し、信号線を介して監視領域の画像をドアホン
子器ＤＳに伝送する機能を有している。尚、ドアホン子器ＤＳに伝送された画像は通話線
を介してインターホン親機ＩＭに転送される。
【００４３】
　一方、インターホン親機ＩＭは、全体の制御を行うマイコンや音声処理用のＤＳＰ、通
話用のマイクロホン並びにスピーカや画像表示用の液晶ディスプレイ、画像や通話音声を
記録する不揮発性の半導体メモリ等を具備し、呼出信号を受信したときにスピーカから呼
出音を鳴動する機能と、呼出音の鳴動中又は鳴動後の一定時間内に応答釦が押操作された
ときにドアホン子器ＤＳとの間に通話線を介した通話路を形成して通話音声を授受する通
話機能と、通話中にドアホン子器ＤＳで撮像され且つ伝送される画像（通話相手を撮像し
た画像）を周波数復調して液晶ディスプレイに表示する機能と、通話中以外でドアホン子
器ＤＳ又はセンサカメラＳＣで撮像され且つドアホン子器ＤＳから伝送される画像を周波
数復調して液晶ディスプレイに表示する機能（画像モニタ機能）と、留守録設定中に呼出
信号を受信した場合に通話線を介してドアホン子器ＤＳから伝送される画像並びに通話音
声を不揮発性の半導体メモリに記録する機能（留守録機能）と、センサカメラＳＣで撮像
され且つドアホン子器ＤＳより通話線を介して伝送された画像を不揮発性の半導体メモリ
に記録する機能（センサカメラ録画機能）と、ドアホン子器ＤＳで特定の操作（例えば、
呼出釦の長押し）が行われた場合に通常の呼出音と区別可能な通知音で家人の帰宅を通知
する機能（帰宅通知機能）とを有している。
【００４４】
　而して、来訪者がドアホン子器ＤＳの呼出釦を押操作すると、常時有効である呼出機能
によってインターホン親機ＩＭに通話線を介して呼出信号が伝送され、インターホン親機
ＩＭにおいてスピーカから呼出音が鳴動されるとともに、通話線を介してインターホン親
機ＩＭから電源が供給されることでドアホン子器ＤＳの画像伝送機能が有効になり、ドア
ホン子器ＤＳのカメラで撮像された画像がインターホン親機ＩＭの液晶ディスプレイに表
示される。そして、液晶ディスプレイに表示された画像で来訪者を確認した家人がインタ
ーホン親機ＩＭの応答釦を押操作すれば、通話機能によりドアホン子器ＤＳとの間に通話
線を介した通話路が形成されてインターホン親機ＩＭとドアホン子器ＤＳとの間において
スピーカとマイクロホンを使った拡声通話（ハンズフリー通話）が可能になるとともに、
通話中においてはインターホン親機ＩＭの液晶ディスプレイにドアホン子器ＤＳから伝送
される画像を表示させることが可能になる。但し、インターホン親機ＩＭとドアホン子器
ＤＳとの間の拡声通話並びに画像伝送は、応答釦が押操作されてから所定時間が経過する
か若しくは再度応答釦が押操作されたときに終了する。また、監視領域における不審者の
侵入を検知するとセンサカメラＳＣが撮像した監視領域の画像がドアホン子器ＤＳ経由で
インターホン親機ＩＭに伝送されて液晶ディスプレイに表示される。但し、上述のような
機能を有するインターホン親機ＩＭ、ドアホン子器ＤＳ、センサカメラＳＣについては、
従来周知であるから詳細な構成についての図示並びに説明を省略する。
【００４５】
　画像転送コントローラＣ３は、図６に示すようにマイコンを主構成要素とする制御部４
０と、宅内ネットワークのＬＡＮケーブルが接続され制御部４０と宅内ネットワークのイ
ンタフェースを行うＬＡＮ用の通信部４１と、インターホン親機ＩＭとの間で信号線を介
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したデータ通信を行う通信部４２と、ＬＥＤ等の発光素子で電源のオン／オフ状態や通信
状態等を表示する表示手段と押釦スイッチ等を有する表示／操作部４４と、マイコンで実
行するプログラムやインターホン親機ＩＭから信号線を通じて伝送されるデータ（画像デ
ータ及び通話音声データ）を記憶する記憶部４３とを備えている。
【００４６】
　また、図示は省略しているが、商用電源から所望の直流電源を作成して制御部４０やそ
の他の各部に動作電源を供給するための電源回路も備えている。
【００４７】
　制御部４０は、ドアホン子器ＤＳ並びにセンサカメラＳＣからインターホン親機ＩＭに
伝送された画像データ及び通話音声データをインターホン親機ＩＭから通信部４２を介し
て受け取るとともに受け取ったデータを所定の圧縮方式（例えば、動画像であればＭＰＥ
Ｇ４、静止画像であればＪＰＥＧ、音声であればＭＰ３など）で圧縮した後に応答メッセ
ージとして宅内ネットワーク及び外部ネットワークを通じてセンタ装置ＳＶに転送する機
能（転送機能）と、インターホン親機ＩＭの留守録機能が有効であるときにインターホン
親機ＩＭが画像及び通話音声を記録した旨を宅内ネットワーク並びに外部ネットワークを
通じてセンタ装置ＳＶに通知する機能（来客通知機能）と、帰宅通知機能によってインタ
ーホン親機ＩＭに家人の帰宅が通知されたときに宅内ネットワーク並びに外部ネットワー
クを通じてセンタ装置ＳＶに帰宅通知の応答メッセージを転送する機能（帰宅通知転送機
能）とを有する。また、制御部４０は、記憶部４３に記録している画像の一覧等を開示す
る多数のＷｅｂコンテンツ（Ｗｅｂページ群）を保持しており、端末装置からＷｅｂコン
テンツのＵＲＬに対するアクセスに応じてＷｅｂコンテンツ群の中から対応するＷｅｂコ
ンテンツのデータを通信部４１より端末装置に提供（配信）するＷｅｂサーバ機能を有し
ている。
【００４８】
　また本システムでは、自ら撮像した画像を宅内ネットワーク経由で配信する機能（Ｗｅ
ｂサーバ機能）を有した、いわゆるＷｅｂカメラＷＣがＬＡＮケーブルを介して統合管理
装置ＴＭの通信ポートに接続されている（図３参照）。
【００４９】
　ところで統合管理装置ＴＭにもＷｅｂサーバ機能が搭載されており、各コントローラＣ
ｎがＷｅｂサーバ機能によって提供するＷｅｂコンテンツ（各サブシステムＳＳｎのホー
ムページ）への入り口となるＷｅｂコンテンツ（いわゆるポータルサイト）を作成し、宅
内ネットワークを通じて住宅内の端末装置（パーソナルコンピュータＰＣや表示装置ＣＶ
）に提供（配信）している。例えば、表示装置ＣＶの表示部５２には、通常、統合管理装
置ＴＭで作成された前記ポータルサイトが表示されている。このポータルサイトでは、各
コントローラＣｎで提供されるＷｅｂコンテンツ（各サブシステムＳＳｎのホームページ
）へのリンクがアイコンで表示されており、何れかのアイコン上でタッチパネルが操作さ
れれば、当該アイコンで表示されたリンク先のＵＲＬ（各コントローラＣｎが保有するＷ
ｅｂコンテンツ群のＩＰアドレス）に対して表示装置ＣＶからＷｅｂコンテンツの送信要
求メッセージが送信される。そして、送信要求メッセージを受信したコントローラＣｎが
自己の保有するＷｅｂコンテンツ群の中から指定されたＷｅｂコンテンツを表示装置ＣＶ
に対して送信すれば、前記ポータルサイトに代わって当該コントローラＣｎのＷｅｂコン
テンツ（例えば、各サブシステムＳＳｎのホームページ）が表示部５２に表示される。
【００５０】
　次に、宅内の端末装置（例えば、表示装置ＣＶ）を使って設備機器Ｘｍの制御並びに監
視を行う場合の動作を、説明する。
【００５１】
　まず、操作部５３の操作釦５３ａが押操作されると制御部５０が通信部５１より統合管
理装置ＴＭに対してポータルサイトの送信要求メッセージを送信する。統合管理装置ＴＭ
は、記憶部（図示せず）のリストに登録されているサブシステムＳＳ１～ＳＳ３のホーム
ページへのリンクを示すアイコンや個々のサブシステムＳＳ１～ＳＳ３の名称を示す文字
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等を表示するポータルサイトを予め作成して記憶部（図示せず）に記憶しており、当該メ
ッセージを受け取ったときに記憶部（図示せず）からポータルサイトのデータを読み出し
て送信要求元の表示装置ＣＶへ送信する。
【００５２】
　表示装置ＣＶでは、統合管理装置ＴＭから受け取ったＷｅｂコンテンツのデータ（ファ
イル）を制御部５０で実行するＷｅｂブラウザで開くことにより、液晶ディスプレイにポ
ータルサイトを表示する。そして、サブシステムＳＳ１のアイコン上でタッチパネルが操
作されれば、当該アイコンで表示されたリンク先のＵＲＬをアクセスすることで、前記Ｗ
ｅｂブラウザによってＷｅｂコンテンツの送信要求メッセージが送信される。
【００５３】
　そして、送信要求メッセージを受信した設備機器コントローラＣ１或いはＣ１’の制御
部１０が自己の保有するＷｅｂコンテンツのデータを表示装置ＣＶに送信すれば、制御部
５０で実行するＷｅｂブラウザで当該データ（ファイル）を開くことによりサブシステム
ＳＳ１のＷｅｂコンテンツ（例えば、ホームページ）が表示部５２に表示される。このホ
ームページでは、サブシステムＳＳ１に含まれる設備機器Ｘ１～Ｘ４の名称と設置場所（
例えば、「リビングのエアコン」，「リビングの照明」など）を示した文字、各設備機器
Ｘ１～Ｘ４の動作状態を示す文字、各設備機器Ｘ１～Ｘ４の動作状態を反転させる操作に
対応した釦等が表示され、これらの釦に各々他のＷｅｂコンテンツがリンクしている。従
って、ホームページに表示される情報から各設備機器Ｘ１～Ｘ４の動作状態を監視（確認
）することができる。
【００５４】
　ここで、何れかの設備機器Ｘｍの動作状態を反転させる制御、例えば、現在点灯してい
る照明器具（設備機器Ｘ２）を消灯させる制御を行う場合、ホームページにおいて設備機
器Ｘ４の動作状態を反転させる操作に対応した釦上でタッチパネルを操作する。
【００５５】
　すると、前記Ｗｅｂブラウザによって当該釦が操作されたことを示すメッセージ、つま
り、照明器具（設備機器Ｘ２）の消灯制御を要求するメッセージ（要求メッセージ）が宅
内ネットワークを通じて設備機器コントローラＣ１或いはＣ１’のネットワークアドレス
宛に送信される。
【００５６】
　そして、この要求メッセージを受け取った設備機器コントローラＣ１或いはＣ１’の制
御部１０では、照明器具（設備機器Ｘ２）を消灯する制御処理を行う。その後、制御部１
０は照明器具（設備機器Ｘ２）の消灯に対応したＷｅｂコンテンツのデータを表示装置Ｃ
Ｖに送信し、表示装置ＣＶの制御部５０で実行するＷｅｂブラウザで当該データ（ファイ
ル）を開くことによりサブシステムＳＳ１の他のＷｅｂコンテンツが表示部５２に表示さ
れる。
【００５７】
　当該Ｗｅｂコンテンツでは、照明器具（設備機器Ｘ２）の動作状態が点灯から消灯に変
更されている。但し、何らかの原因で設備機器Ｘｍの制御に失敗した場合、制御部１０が
制御に失敗した旨の応答メッセージを作成して通信部１１より表示装置ＣＶに送信し、表
示装置ＣＶの表示部５２にエラーメッセージ（要求された設備機器Ｘｍの制御に失敗した
旨の文字）が表示される。
【００５８】
　次に、表示装置ＣＶを使ってセキュリティ受信器ＳＲの動作状態（警戒状態又は非警戒
状態）の制御（切換）並びに監視を行う場合の動作を説明する。
【００５９】
　まず、操作部５３の操作釦５３ａが押操作されると制御部５０が通信部５１より統合管
理装置ＴＭに対してポータルサイトの送信要求メッセージを送信する。当該メッセージを
受け取った統合管理装置ＴＭは記憶部（図示せず）から読み出したポータルサイトのデー
タを送信要求元の表示装置ＣＶへ送信する。
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【００６０】
　表示装置ＣＶでは、統合管理装置ＴＭから受け取ったデータ（ファイル）を制御部５０
で実行するＷｅｂブラウザで開くことにより、表示部５２にポータルサイトを表示する。
そして、サブシステム（セキュリティシステム）ＳＳ２のアイコン上でタッチパネルが操
作されれば、当該アイコンで表示されたリンク先のＵＲＬ（セキュリティコントローラＣ
２が保有するＷｅｂコンテンツ群のＩＰアドレス）に対して、前記Ｗｅｂブラウザによっ
てＷｅｂコンテンツの送信要求メッセージが送信される。そして、送信要求メッセージを
受信したセキュリティコントローラＣ２の制御部３０が自己の保有するＷｅｂコンテンツ
のデータを表示装置ＣＶに送信すれば、制御部５０で実行するＷｅｂブラウザで当該デー
タ（ファイル）を開くことによりセキュリティシステムＳＳ２のＷｅｂコンテンツ（例え
ば、ホームページ）が表示部５２に表示される。
【００６１】
　このホームページでは、セキュリティシステムＳＳ２に含まれるセキュリティ受信器Ｓ
Ｒ並びにセキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２の名称と設置場所を示した文字、セキュリティ受信
器ＳＲの動作状態やセキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２の検知状況等を示す文字、セキュリティ
受信器ＳＲの動作状態を反転させる操作に対応した釦等が表示され、これらの釦に各々他
のＷｅｂコンテンツがリンクしている。従って、ホームページに表示される情報からセキ
ュリティ受信器ＳＲの動作状態や各セキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２の検知状況等を監視（確
認）することができる。
【００６２】
　ここで、セキュリティ受信器ＳＲの動作状態を反転させる制御、例えば、非警戒状態か
ら警戒状態に切り換える制御を行う場合、ホームページにおいてセキュリティ受信器ＳＲ
の動作状態を反転させる操作に対応した釦上でタッチパネルを操作する。すると、前記Ｗ
ｅｂブラウザによって当該釦が操作されたことを示すメッセージ、つまり、セキュリティ
受信器ＳＲを警戒状態に切り換える切換制御を要求するメッセージ（要求メッセージ）が
宅内ネットワークを通じてセキュリティコントローラＣ２のネットワークアドレス宛に送
信される。
【００６３】
　そして、この要求メッセージを受け取ったセキュリティコントローラＣ２の制御部３０
では、通信部３２よりセキュリティ受信器ＳＲに対してコマンド（切換指令）を送信する
ことでセキュリティ受信器ＳＲの動作状態が非警戒状態から警戒状態に切り換わる。その
後、制御部３０はセキュリティ受信器ＳＲの動作状態（警戒状態）に対応したＷｅｂコン
テンツのデータを表示装置ＣＶに送信し、表示装置ＣＶの制御部５０で実行するＷｅｂブ
ラウザで当該データ（ファイル）を開くことによりサブシステムＳＳ２の他のＷｅｂコン
テンツが表示部５２に表示される。当該Ｗｅｂコンテンツでは、セキュリティ受信器ＳＲ
の動作状態が非警戒状態から警戒状態に変更されている。
【００６４】
　次に、セキュリティシステムＳＳ２において、セキュリティコントローラＣ２がセキュ
リティ受信器ＳＲから異常発生（例えば、火災やガス漏れの発生或いは不審者の侵入など
）を示す検知情報を取得した場合の動作を説明する。
【００６５】
　何れかのセキュリティ機器Ｙ１，Ｙ２で異常が検出され、セキュリティコントローラＣ
２の制御部３０がセキュリティ受信器ＳＲから異常発生の検知情報を取得すると、制御部
３０は当該検知情報を含む応答メッセージ（以下、連携メッセージと呼ぶ。）を作成して
宅内ネットワーク内に一斉同報（ブロードキャスト）するとともに、センタ装置ＳＶにも
異常発生通報のためのメッセージを送信する。
【００６６】
　前記連携メッセージを受け取った表示装置ＣＶでは、制御部５０が受け取った連携メッ
セージに含まれる検知情報から発生した異常の内容（例えば、火災やガス漏れの発生或い
は不審者の侵入など）を判断し、その内容に応じた警報音や音声メッセージをスピーカ部
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５５に鳴動させるとともに、異常の内容に応じた警報表示を表示部５２に表示させる。
【００６７】
　また、センタ装置ＳＶでは、セキュリティコントローラＣ２から受け取った異常発生の
通報メッセージを、予め登録されている携帯電話機ＭＰのメールアドレスに送信すること
で異常の発生を外出中の家人に通知する。
【００６８】
　一方、連携メッセージを受け取った他のコントローラ、すなわち、設備機器コントロー
ラＣ１或いはＣ１’と画像転送コントローラＣ３においては、制御部１０並びに制御部４
０が受け取った連携メッセージに含まれる検知情報から発生した異常の内容を判断し、予
め決められているルールに則り、必要であれば異常の内容に応じた制御動作を実行する。
例えば、火災が発生している場合に制御部１０が照明器具を点灯することで避難し易くし
することが可能である。但し、ガス漏れが発生している場合、設備機器Ｘｍの動作状態が
切り換えられると電源のオン又はオフに伴って発生した火花が漏れたガスに引火するおそ
れがあるので、制御部１０では、仮に制御要求メッセージを受け取っても全ての設備機器
Ｘｍについての制御を無効とする。
【００６９】
　次に、インターホンシステム（サブシステムＳＳ３）のドアホン子器ＤＳで撮像した画
像をセンタ装置ＳＶに蓄積するとともに、蓄積された画像を端末装置（例えば、携帯電話
機ＭＰ）で再生する場合の動作を説明する。但し、以下の説明では画像のみを蓄積する場
合について説明するが、画像とともに通話音声もセンタ装置ＳＶに蓄積し且つ端末装置で
再生することも可能である。
【００７０】
　既に説明したように、来訪者が呼出釦を押操作すると、ドアホン子器ＤＳの画像伝送機
能が有効になってドアホン子器ＤＳのカメラで撮像された画像（画像データ）がインター
ホン親機ＩＭに伝送される。インターホン親機ＩＭは、ドアホン子器ＤＳから受け取った
画像データを画像転送コントローラＣ３に伝送する。画像転送コントローラＣ３において
は、インターホン親機ＩＭから受け取った画像データを制御部４０にて所定の圧縮方式（
例えば、動画像であればＭＰＥＧ４、静止画像であればＪＰＥＧなど）で圧縮処理し、圧
縮した画像データを応答メッセージとして宅内ネットワーク及び外部ネットワークを通じ
てセンタ装置ＳＶに転送する。センタ装置ＳＶでは、画像転送コントローラＣ３から受け
取った画像データをハードディスク等の記録媒体に記録（蓄積）する。
【００７１】
　また、表示装置ＣＶにより画像転送コントローラＣ３を介してインターホン親機ＩＭの
留守録機能が有効に設定されると、表示装置ＣＶからセンタ装置ＳＶに対して留守録設定
を通知するメッセージが送信される。そして、留守録機能が有効に設定されているときに
来訪者が呼出釦を押操作すると、ドアホン子器ＤＳの画像伝送機能が有効になってドアホ
ン子器ＤＳのカメラで撮像された画像（画像データ）がインターホン親機ＩＭに伝送され
、インターホン親機ＩＭは、ドアホン子器ＤＳから受け取った画像データを画像転送コン
トローラＣ３に伝送するとともに、当該画像データを記憶部４５に記憶（録画）する。ま
た、インターホン親機ＩＭから受け取った画像データを制御部４０にて圧縮処理し、圧縮
した画像データを応答メッセージとして宅内ネットワーク及び外部ネットワークを通じて
センタ装置ＳＶに転送する。
【００７２】
　センタ装置ＳＶでは、画像転送コントローラＣ３から画像データが転送されると、予め
登録されている携帯電話機ＭＰのメールアドレスにメッセージを送信して外出中の家人に
来客を通知し、更に、当該画像データを記録媒体に蓄積する。
【００７３】
　前記メッセージを受け取った家人が来訪者を確認したい場合、携帯電話機ＭＰよりセン
タ装置ＳＶに対して画像再生の要求メッセージを送信すれば良い。当該要求メッセージを
受け取ったセンタ装置ＳＶは、記録媒体に蓄積した前記画像データを携帯電話機ＭＰで再
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生可能なファイル形式に加工（変換）し、加工後の画像データを携帯電話機ＭＰに送信す
る。その結果、外出中の家人は携帯電話機ＭＰで再生した画像を見て来訪者を確認するこ
とができる。
【００７４】
　次に、インターホン親機ＩＭの画像モニタ機能を利用し、ドアホン子器ＤＳで撮像した
画像を端末装置（例えば、携帯電話機ＭＰや表示装置ＣＶ）で再生する場合の動作を説明
する。
【００７５】
　携帯電話機ＭＰからセンタ装置ＳＶに対して画像モニタの要求メッセージが送信される
と、センタ装置ＳＶは、インターホンシステムＳＳ３の画像転送コントローラＣ３からポ
ーリングされたときに、当該要求メッセージを画像転送コントローラＣ３に送信する。こ
の画像モニタ要求メッセージを受け取った画像転送コントローラＣ３では、制御部４０が
インターホン親機ＩＭの画像モニタ機能を有効に設定するための制御信号を通信部４２よ
り送信し、この制御信号を受け取ることでインターホン親機ＩＭの画像モニタ機能が有効
になる。すると、インターホン親機ＩＭは、通話線を介して電源を供給することでドアホ
ン子器ＤＳの画像伝送機能を有効とし、ドアホン子器ＤＳのカメラで撮像された画像を受
け取るとともに当該画像データを画像転送コントローラＣ３に伝送する。画像転送コント
ローラＣ３においては、インターホン親機ＩＭから受け取った画像データを制御部４０に
て圧縮処理し、圧縮した画像データを応答メッセージとして宅内ネットワーク及び外部ネ
ットワークを通じてセンタ装置ＳＶに転送する。そして、センタ装置ＳＶが転送されてき
た画像データを携帯電話機ＭＰに送信し、その結果、ドアホン子器ＤＳで撮像された画像
を携帯電話機ＭＰで再生して確認することができる。
【００７６】
　また、インターホンシステムＳＳ３のホームページには、インターホン親機ＩＭの画像
モニタ機能を有効に設定するためのアイコンが用意されており、表示装置ＣＶの操作部５
３において当該アイコンの操作が受け付けされると、制御部５０が通信部５１を通じて画
像モニタ要求メッセージを画像転送コントローラＣ３に送信する。この画像モニタ要求メ
ッセージを受け取った画像転送コントローラＣ３では、制御部４０がインターホン親機Ｉ
Ｍの画像モニタ機能を有効に設定するための制御信号を通信部４２より送信し、この制御
信号を受け取ることでインターホン親機ＩＭの画像モニタ機能が有効になる。すると、イ
ンターホン親機ＩＭは、通話線を介して電源を供給することでドアホン子器ＤＳの画像伝
送機能を有効とし、ドアホン子器ＤＳのカメラで撮像された画像を受け取るとともに当該
画像データを画像転送コントローラＣ３に伝送する。画像転送コントローラＣ３において
は、インターホン親機ＩＭから受け取った画像データを制御部４０にて圧縮処理し、圧縮
した画像データを応答メッセージとして表示装置ＣＶに転送する。そして、表示制御手段
ＣＶでは、受け取った画像データを制御部５０で伸長処理して表示部５２に出力すること
でドアホン子器ＤＳで撮像された画像が表示部５２に表示される。
【００７７】
　ところで、一般に外出する際はエアコンや照明器具の電源を切るとともにセキュリティ
受信器ＳＲを警戒状態に切り換え、或いは、就寝する際は照明器具の電源を切るとともに
セキュリティ受信器ＳＲを警戒状態に切り換えるというように、特定の状況においては複
数の決まった制御が同時に行われる場合が多いが、このような場合に表示装置ＣＶの操作
部５３（タッチパネル）で一つ一つの制御に対する操作を入力するのは非常に煩わしい作
業である。
【００７８】
　そこで本実施形態では、統合管理装置ＴＭが提供するポータルサイトの画面に外出、在
宅、就寝という３種類の状況に対応したシンボル（例えば、「外出」，「在宅」，「就寝
」と表示された釦Ｂ１～Ｂ３＜図７参照＞）を表示させ、表示装置ＣＶの操作部５３にお
いて前記釦（以下、「一括釦」と呼ぶ。）の何れかの選択操作が受け付けられたときに、
それぞれの状況に対して予め対応付けられている１乃至複数の制御要求メッセージ、例え
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ば、「外出」の一括釦が操作された場合であれば、設備機器コントローラＣ１、Ｃ１’に
対してエアコンと全ての照明器具をオフ（電源切並びに消灯）するように指示する制御要
求メッセージと、セキュリティコントローラＣ２に対してセキュリティ受信器ＳＲを警戒
状態に切り換えるように指示する制御要求メッセージとを表示装置ＣＶの制御部５０で作
成し、作成した２種類の制御要求メッセージを設備機器コントローラＣ１、Ｃ１’とセキ
ュリティコントローラＣ２に対して通信部５１を介して各々送信する。尚、操作部５３で
「外出」の一括釦の操作を受け付けると、制御部５０は「外出モードを受け付けました。
」等の文字を表示部５２の液晶ディスプレイに表示する。
【００７９】
　一方、設備機器コントローラＣ１、Ｃ１’では、表示装置ＣＶから受け取った制御要求
メッセージに応じてエアコンと全ての照明器具をオフする制御を行い、また、セキュリテ
ィコントローラＣ２では、表示装置ＣＶから受け取った制御要求メッセージに応じてセキ
ュリティ受信器ＳＲの動作状態を警戒状態に切り換える制御を行う。つまり、外出する際
に表示装置ＣＶの操作部５３において「外出」の一括釦のみを操作するだけで、エアコン
と全ての照明器具をオフするとともにセキュリティ受信器ＳＲを警戒状態に切り換えるこ
とができるから、表示装置ＣＶの操作部５３で一つ一つの制御に対する操作を入力する場
合に比較して作業効率が高く且つ操作性も向上するという利点がある。
【００８０】
　次に、携帯型の端末装置（例えば、携帯電話機ＭＰ）を使って住宅の外から設備機器Ｘ
ｍの制御並びに監視を行う場合の動作を、ここで、外部ネットワーク（インターネット）
に対して各コントローラＣｎのＷｅｂサーバ機能がポートを常時開放していると、例えば
、悪意を持った侵入者によってシステムに異常を来すおそれが高くなるので、各コントロ
ーラＣｎのＷｅｂサーバ機能が通常はポートを閉じつつセンタ装置ＳＶに対して定期的に
ポーリングを行い、携帯型の端末装置から受け取った要求メッセージがセンタ装置ＳＶに
保持されていれば、当該要求メッセージの宛先のコントローラＣｎによるポーリング時に
センタ装置ＳＶから要求メッセージを転送することで宅内ネットワークを保護している。
【００８１】
　上述のように各コントローラＣｎからセンタ装置ＳＶに対して定期的にポーリングが行
われ、センタ装置ＳＶに携帯電話機ＭＰからの要求メッセージが保持されていなければ、
センタ装置ＳＶからは単に肯定応答（ＡＣＫ）がコントローラＣｎに返信されるだけであ
る。ここで、家人が携帯電話機ＭＰを使って要求メッセージ（例えば、照明器具の動作状
態の監視要求メッセージ）をセンタ装置ＳＶに送信し、当該監視要求メッセージがセンタ
装置ＳＶで保持された後に設備機器コントローラＣ１或いはＣ１’からポーリングされる
と、センタ装置ＳＶは携帯電話機ＭＰから受け取って保持していた前記監視要求メッセー
ジを設備機器コントローラＣ１或いはＣ１’に対して送信（転送）する。この監視要求メ
ッセージを受け取った設備機器コントローラＣ１或いはＣ１’では、制御部１０が照明器
具（設備機器Ｘ２）の現在の動作状態（例えば、点灯）を示す監視応答メッセージを作成
してセンタ装置ＳＶに返信する。当該監視応答メッセージはセンタ装置ＳＶから携帯電話
機ＭＰに転送され、携帯電話機ＭＰの液晶画面にセンタ装置ＳＶから転送された監視応答
メッセージが表示されることで照明器具の動作状態（点灯）が確認できる。
【００８２】
　また、家人が携帯電話機ＭＰを使って要求メッセージ（例えば、照明器具を消灯する制
御要求メッセージ）をセンタ装置ＳＶに送信し、当該制御要求メッセージがセンタ装置Ｓ
Ｖで保持された後に設備機器コントローラＣ１或いはＣ１’からポーリングされると、セ
ンタ装置ＳＶは携帯電話機ＭＰから受け取って保持していた前記制御要求メッセージを設
備機器コントローラＣ１或いはＣ１’に対して送信（転送）する。この制御要求メッセー
ジを受け取った設備機器コントローラＣ１或いはＣ１’では、制御部１０が照明器具（設
備機器Ｘ２）を消灯させる制御処理を行う。その後、制御部１０が照明器具（設備機器Ｘ
２）を消灯したことを示す制御応答メッセージを作成してセンタ装置ＳＶに返信する。当
該制御応答メッセージはセンタ装置ＳＶから携帯電話機ＭＰに転送され、携帯電話機ＭＰ
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の液晶画面にセンタ装置ＳＶから転送された制御応答メッセージが表示されることで照明
器具が消灯したことが確認できる。但し、制御要求メッセージを送信してから制御応答メ
ッセージが返信されるまでに相当の時間（例えば、数分間）を要する場合、制御要求メッ
セージを受け取った旨のメッセージをセンタ装置ＳＶから携帯電話機ＭＰに送信すること
が望ましい。
【００８３】
　ところで、上述のシステムではセンタ装置ＳＶのＷｅｂサーバ機能では、各住戸に天気
情報（天気予報）や、交通情報、更に占い情報等一般的な情報を提供するＷｅｂコンテン
ツを作成し、これらＷｅｂコンテンツを各住戸に備えられた表示装置ＳＶからの要求に応
じて提供できるようになっている。また各住戸から電力消費量の履歴情報を収集して統計
処理を行い、その統計処理の結果を示すＷｅｂコンテンツを各住戸に備えられた表示装置
ＳＶからの要求に応じて提供する機能を備えている。
【００８４】
　そして表示装置ＣＶでは、センタ装置ＳＶや、各コントローラＣ１（Ｃ１’）～Ｃ３、
更に統合管理装置ＴＭ、表示装置ＣＶが夫々備えているＷｅｂサーバ機能が提供するＷｅ
ｂコンテンツを表示部５２の画面に同時に表示させることで、複数の情報を一度に閲覧で
き、また情報比較を容易にするために、制御部５０のＷｅｂブラウザは、センタ装置ＳＶ
から提供されるＷｅｂコンテンツ（センタ側Ｗｅｂコンテンツという）を表示させる画面
領域を予め確保する処理を行うとともに、当該画面領域外に各コントローラＣ１（Ｃ１’
）～Ｃ３、更に統合管理装置ＴＭ等のローカル機器から提供されるＷｅｂコンテンツ（ロ
ーカル側Ｗｅｂコンテンツ）を表示させる画面領域を設定し、同時にセンタ側Ｗｅｂコン
テンツと、ローカル側Ｗｅｂコンテンツとを表示させる表示制御を行う機能を持っており
、表示内容は記憶部５４に記憶してある自身が提供する画面のレイアウト情報に対応する
ＷｅｂコンテンツのＵＲＬ（ベース側ＵＲＬという）と、表示させるセンタ側及びローカ
ル側のＷｅｂコンテンツのＵＲＬを基に設定する。
【００８５】
　而して、統合管理装置ＴＭが提供するポータルサイトの画面に外出、在宅、就寝という
３種類の状況に対応したシンボル（例えば、「外出」，「在宅」，「就寝」と表示された
釦Ｂ１～Ｂ３）を表示するための図８（ａ）に示すローカル側Ｗｅｂコンテンツと、セン
タ側Ｗｅｂコンテンツ（例えば図８（ｂ）に示すような天気情報を提供するセンタ側Ｗｅ
ｂコンテンツとを同一画面に表示させる場合には、制御部５０はこれらＷｅｂコンテンツ
のＵＲＬに対応したレイアウト情報を記憶部５４から読み出して夫々の画面領域を確保す
る。この場合図７に示すように画面中央部にセンタ側Ｗｅｂコンテンツ表示用画面領域（
Ｉ）を確保し、それ以外の画面領域をローカル側Ｗｅｂコンテンツ表示用画面領域（II）
とし、図８（ｂ）に示すように表示部５２に同時に両Ｗｅｂコンテンツを表示する。これ
によりユーザーは天気情報を得るとともに、同一画面で釦操作を行えることになる。尚図
８（ａ）、（ｂ）中Ｂ４，Ｂ５はページ送り釦、Ｂ６はメニュー画面への切り換え釦を示
す。
【００８６】
　ところで、センタ装置ＳＶが天気情報のような時々刻々変化する情報を提供するＷｅｂ
コンテンツを閲覧するために、制御部５０は、記憶部５４に記憶してある当該センタ側Ｗ
ｅｂコンテンツのＵＲＬにアクセスすることで配信されてきたＷｅｂコンテンツのデータ
の文字列から予め記憶部５４に登録してある特定の文字（例えば＜reload 60min＞)を認
識すると、当該Ｗｅｂコンテンツを表示部５２で表示させてから、文字列の６０ｍｉｎに
基づいて６０分の経過後に同一のＷｅｂコンテンツのＵＲＬに対してアクセスする処理を
行い、再度当該センタ側Ｗｅｂコンテンツのデータを受け取る。これにより表示装置ＣＶ
では最新のＷｅｂコンテンツを閲覧することができることになる。
【００８７】
　図９（ａ）～（ｃ）は６時間毎に天気情報のＷｅｂコンテンツを更新している場合の一
例を示す。
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【００８８】
　このようなＷｅｂコンテンツとしては、上述の天気予報以外に、占い、標語、ヘッドラ
インニューズ、季節感のある背景画、ガソリン値段等の情報等のＷｅｂコンテンツがある
。
【００８９】
　そこで上述した天気情報、占い、交通情報のような一般的なＷｅｂコンテンツをユーザ
ーが選択して表示させるように次のような方法を採用しても良い。
【００９０】
　まず図１０（ａ）のような天気情報のＷｅｂコンテンツと、図１０（ｂ）のような占い
のＷｅｂコンテンツと、図１０（ｃ）に示すような交通情報のＷｅｂコンテンツとをセン
タ装置ＳＶのＷｅｂサーバがセンタ側Ｗｅｂコンテンツとして提供できるようになってい
る場合、表示装置ＣＶでは、予めこれらのＷｅｂコンテンツに対応するプレビュー画面の
ＵＲＬ（例えば、”http：//yyy.yyy.yyy.yyy/preview1.html”、”http://yyy.yyy.yyy.
yyy/preview２.html”、”http://yyy.yyy.yyy.yyy/preview３.html”）を記憶部５４に
登録し、これらプレビュー画面のＵＲＬを制御部５０によって一定時間間隔でアクセスし
て取得し、取得したプレビュー画面のコンテンツをセンタ側Ｗｅｂコンテンツに対応する
画面領域に表示させる。
【００９１】
　ユーザーがこの表示されているプレビュー画面上をタッチ操作すると、この操作入力情
報に基づいて制御部５０は、プレビュー画面のコンテンツのデータから当該プレビュー画
面に対応する本来のＷｅｂコンテンツのＵＲＬを示す文字列を抽出して記憶部５４に記憶
させる処理を行う。この文字列は例えばＲＥＡＬ　ＵＲＬ＝で始まる文字列で構成してお
り、例えば図１０（ａ）に示すような天気情報のＷｅｂコンテンツの場合には、＜REAL U
RL="http：//yyy.yyy.yyy.yyy/osaka_today.htm"＞という文字列がデータ中に含まれてお
り、制御部５０はこの文字列をデータから抽出して記憶部５４に記憶させ、以後このＵＲ
Ｌを一定時間間隔でアクセスする処理を行うのである。これにより図１０（ｄ）のように
ローカル側Ｗｅｂコンテンツと、同一画面で天気情報のＷｅｂコンテンツが表示されるこ
とになる。
【００９２】
　そしてユーザーがこの天気情報のＷｅｂコンテンツ以外のＷｅｂコンテンツを見たい場
合には、表示されている天気情報のＷｅｂコンテンツの表示画面上をタッチ操作すれば良
く、この場合制御部５０は操作入力情報に基づいて、記憶部５４に記憶させている"http
：//yyy.yyy.yyy.yyy/osaka_today.htm"というＵＲＬのデータを消去した上で、上述のプ
レビュー画面の順次表示のための処理を行う。ユーザーは所望のＷｅｂコンテンツに対応
するプレビュー画面が表示されると、上述の場合と同様に当該表示画面をタッチ操作すれ
ば、上述の場合と同様な処理が行われて、選択したＷｅｂコンテンツが表示部５２のセン
タ側Ｗｅｂコンテンツの画面領域に表示されることになるのである。
【００９３】
　さて、上述のような天気情報等の一般的なセンタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬは予め記
憶部５４に記憶したものを使用しているが、例えばローカル側Ｗｅｂコンテンツの情報に
関連付けられるセンタ側Ｗｅｂコンテンツを同時に表示させるような場合に、本実施形態
では、ローカル側Ｗｅｂコンテンツに対応するセンタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬを予め
記憶しておくのではなく、センタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬのテンプレートを記憶部５
４に記憶しておき、対応するローカル側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬにアクセスした際に、
当該ローカル側Ｗｅｂコンテンツに対応付けたセンタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬをテン
プレートによって生成し、この生成したＵＲＬをアクセスするようになっている。
【００９４】
　例えば、ローカル側Ｗｅｂコンテンツとして自宅の電力消費量のＷｅｂコンテンツを表
示装置ＣＶの表示部５２で表示させる場合には、センタ装置ＳＶで収集した他の住戸の電
力消費量に対応した情報のセンタ側Ｗｅｂコンテンツを取得するような場合に使用する。
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【００９５】
　具体的には、ローカル側Ｗｅｂコンテンツが図１１（ａ）に示すように例えば所定月の
電力消費量の履歴情報を表示するものであって、画面上から他の住戸の電力消費量の”日
平均””日比較”というような比較対象とする統計処理情報（センタ側Ｗｅｂコンテンツ
）を選択して同一画面上に表示できるような場合に使用する。
【００９６】
　而してエアコンのような設備機器Ｘｍの当月の累積電力消費量を表示するローカル側Ｗ
ｅｂコンテンツを取得した場合、まず制御部５０は、表示部５２で図１１（ａ）に示すロ
ーカル側Ｗｅｂコンテンツを、予め確保しているセンタ側Ｗｅｂコンテンツの画面領域の
隣，図では画面の左側に表示させる処理を行う。このＷｅｂコンテンツでは、センタ装置
ＳＶで収集した各住戸の当月のエアコンの累積電力消費量の日平均或いは日比較の情報を
比較のために選択する操作釦Ｂａ，Ｂｂが表示されており、ユーザーが何れかの操作釦Ｂ
ａ又はＢｂを操作すると、制御部５０が操作部５３を通じてこの操作入力情報を取り込み
、この取り込みと同時に対応するセンタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬの生成処理を行う。
【００９７】
　ここで、予め記憶部５４にセンタ側Ｗｅｂコンテンツのテンプレートとして、例えば”
http：//yyy.yyy.yyy.yyy/<LOCAL CONTENTS>/<CALC TYPE>.html"というテンプレートを記
憶しているものとする。
【００９８】
　そして制御部５０は、上述のローカル側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬの文字列”http:〃x
xx.xxx.xxx.xxx/energy/aircon/accumulate.html”（エアコンの累積電力消費量に対応す
るＵＲＬ）という文字列から”energy/aircon”という文字列を抽出し、この文字列を上
述のテンプレートの<LOCAL CONTENTS>に当てはめる。また上述の操作入力情報が”日平均
”の場合には、操作釦Ｂａに対応した"day_average"という文字列を当該ローカル側Ｗｅ
ｂコンテンツのデータから抽出し、この文字列を上述のテンプレートの<CALC TYPE>に当
てはめる。これによって”http://yyy.yyy.yyy.yyy/energy/aircon/day_average.html"と
いう対応したセンタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬが生成されることになり、この生成され
たＵＲＬにアクセスすることで、図１０（ｂ）に示すようなセンタ側Ｗｅｂコンテンツを
取得することになり、制御部５０は表示部５２のセンタ側Ｗｅｂコンテンツに対して確保
している画面領域に当該センタ側Ｗｅｂコンテンツを上述のローカル側Ｗｅｂコンテンツ
に並べて同一画面上に図１０（ｃ）に示すように同時表示する。
【００９９】
　これにより、ユーザーは自宅のエアコンの電力消費量と、他の住戸での平均電力消費量
の推移を比較することができるのである。勿論操作釦Ｂｂを操作すれば、”日平均”とい
う統計処理に対応してセンタ装置ＳＶで準備されたＷｅｂコンテンツのＵＲＬを上述の同
様に制御部５０が生成して、該ＵＲＬに対するアクセスを行うことで、当該Ｗｅｂコンテ
ンツを表示部５２で表示させることができる。
【０１００】
　このようにテンプレートには固定部分と、資源或いはローカル機器種別を示す部分＜LO
CAL CONTENTS＞及びセンタ装置ＳＶで情報を統計処理する方法を示す部分＜CALC TYPE＞
からなる可変部分を備え、＜LOCAL CONTENTS＞＜CALC TYPE＞の文字列を上述のように同
時表示するローカル側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬの文字列情報及び上述の操作情報に基づ
いて抽出するローカル側Ｗｅｂコンテンツ内の文字列情報を当てはめることで、センタ装
置ＳＶが収集している住戸の情報を所定の統計処理の方法で処理して得られる統計処理情
報に対応するセンタ側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬを、ローカル側Ｗｅｂコンテンツのデー
タの文字列情報及び画面上からの操作入力情報に基づいて生成し、該ＵＲＬによって所定
のセンタ側Ｗｅｂコンテンツを取得することで、ローカル側Ｗｅｂコンテンツで表示され
る当該住戸の情報と、これに関連付けられて取得したセンタ側Ｗｅｂコンテンツで表示さ
れる他の住戸の統計処理情報とをユーザーが一目で比較することができる画面提示が可能
となる。
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【０１０１】
　尚上述の操作入力情報としてローカル側Ｗｅｂコンテンツの画面上の操作釦の操作に基
づいてローカル側Ｗｅｂコンテンツのデータから＜CALC TYPE＞に記述する文字列情報を
抽出するようになっているが、装置が備えている操作釦５３ａ，５３ｂ，５３ｃ，５３ｄ
をＵＲＬの生成のための情報入力手段として用いても良く、この場合には操作釦５３ａ，
５３ｂ，５３ｃ，５３ｄに対応付けてあるＵＲＬ生成のための文字列情報を記憶部５４に
予め登録しておき、操作された操作釦に対応した文字列情報を記憶部５４から読み出して
、テンプレートの所定の可変部分に当てはめてＵＲＬの生成する。
【０１０２】
　また、上述のような電力消費量に対応する統計処理の結果情報としては上述の日平均や
日比較以外にセンタ側Ｗｅｂコンテンツとしては月間電力消費量の平均値等もあり、上記
の例に限定されるものではない。またエアコンの制御温度に対応してセンタ側Ｗｅｂコン
テンツとして今日の天気情報等を表示したり、或いは住戸で水道使用量が測定できる装置
を設けた場合などでは、水道使用量に対応してセンタ側Ｗｅｂコンテンツとして貯水ダム
の貯水率等を表示させるようにしても良い。
【０１０３】
　更にまた、テンプレートとしては、ローカル側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬの文字例情報
から資源或いはローカル機器種別を示す部分の文字列を記述する＜LOCAL CONTENTS＞のみ
を可変部分として備えて、ローカル側ＷｅｂコンテンツのＵＲＬに対応したセンタ側Ｗｅ
ｂコンテンツのＵＲＬを自動生成するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本実施形態における表示装置のブロック図である。
【図２】同上の外観正面図である。
【図３】同上のシステム構成図である。
【図４】同上における設備機器コントローラのブロック図である。
【図５】同上におけるセキュリティコントローラのブロック図である。
【図６】同上における画像転送コントローラのブロック図である。
【図７】同上における表示装置の画面領域配分説明図である。
【図８】（ａ）はローカル側Ｗｅｂコンテンツの例図、（ｂ）は同上におけるローカル側
Ｗｅｂコンテンツ及びセンタ側Ｗｅｂコンテンツの同一画面での表示例図である。
【図９】同上におけるセンタ側Ｗｅｂコンテンツの表示推移の説明図である。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は同上におけるセンタ側Ｗｅｂコンテンツの例図、（ｄ）は同
上におけるローカル側Ｗｅｂコンテンツ及びセンタ側Ｗｅｂコンテンツの同一画面での表
示例図である。
【図１１】（ａ）は同上におけるローカル側Ｗｅｂコンテンツの表示例図、（ｂ）は同上
におけるセンタ側Ｗｅｂコンテンツの例図、（ｃ）は同上におけるローカル側Ｗｅｂコン
テンツ及びセンタ側Ｗｅｂコンテンツの同一画面での表示例図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　ＣＶ　表示装置
　５０　制御部
　５１　通信部
　５２　表示部
　５３　操作部
　５４　記憶部
　５５　スピーカ部
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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