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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動時の通話、通信を可能とすると共に地上波デジタル放送からの緊急警報放送通知の受
信を可能とする緊急放送自動受信システムにおいて、
　移動時の通話、通信を可能とし、且つ、地上波デジタル放送の受信を可能とする地上波
デジタル放送受信機能部、受信した地上波デジタル放送の表示を可能とする表示部、受信
した地上波デジタル放送を蓄積し繰り返し表示させるための蓄積部及び緊急警報放送通知
を受信する緊急警報放送通知受信機能部を含む移動機無線装置と、
　通話、通信送受信範囲に存在する複数の前記移動機無線装置と通話、通信の送受信を行
う移動機無線装置基地局と、
　地上波デジタル放送受信範囲に存在する複数の前記移動機無線装置基地局の各々に属す
る複数の前記移動機無線装置に対して地上波デジタル放送を行う地上波デジタル放送基地
局と、
　前記地上波デジタル放送基地局の地上波デジタル放送を監視し、災害発生時に前記地上
波デジタル放送基地局から緊急警報放送通知を受信する地上波デジタル放送基地局側サー
バーと、
　前記地上波デジタル放送基地局側サーバーからインターネットを経由して緊急警報通知
を受信し、受信した緊急警報放送通知を各前記移動機無線装置基地局に送信する移動機無
線基地局側サーバーとを備え、
　前記緊急警報放送通知受信機能部は、前記移動機無線装置の待ち受け時で、前記移動機
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無線装置基地局から緊急警報放送通知を受信した場合に受信した緊急警報放送通知をトリ
ガとして前記地上波デジタル放送基地局からの地上波デジタル放送が受信状態にない場合
には前記地上波デジタル放送受信機能部の電源をＯＮ状態にし、受信した地上波デジタル
放送が表示状態にない場合には前記表示部の電源をＯＮ状態にし、前記地上波デジタル放
送受信機能部が受信し前記蓄積部で蓄積した地上波デジタル放送を繰り返し表示させるこ
とを特徴とする緊急放送自動受信システム。
【請求項２】
前記移動機無線基地局側サーバーは、前記地上波デジタル放送基地局側サーバーからの地
震、台風、津波、大火、爆発を含む災害の種類、発生場所に応じて、緊急警報放送通知を
行う移動機無線装置基地局を限定することを特徴とする、請求項１に記載の緊急放送自動
受信システム。
【請求項３】
前記移動機無線基地局側サーバーは、災害が地震、台風の場合には前記地上波デジタル放
送基地局の地上波デジタル放送受信範囲に存在する移動機無線装置基地局の全てに緊急警
報放送通知を行い、災害が津波の場合には前記地上波デジタル放送受信範囲に存在する移
動機無線装置基地局で海岸に近いものに限定して緊急警報放送通知を行い、災害が大火、
爆発の場合には前記地上波デジタル放送受信範囲に存在する移動機無線装置基地局１０４
で大火、爆発の発生場所に近いものに限定して緊急警報放送通知を行うことを特徴とする
、請求項２に記載の緊急放送自動受信システム。
【請求項４】
前記移動機無線基地局側サーバーは、災害の発生場所が前記地上波デジタル放送基地局の
地上波デジタル放送受信範囲に属さない場合には、前記地上波デジタル放送基地局の地上
波デジタル放送受信範囲に存在する前記移動機無線装置基地局に緊急警報放送通知を行わ
ないようにすることを特徴とする、請求項２に記載の緊急放送自動受信システム。
【請求項５】
前記移動機無線基地局側サーバーは、災害の発生場所が前記地上波デジタル放送基地局の
地上波デジタル放送受信範囲に属さない場合でも、前記地上波デジタル放送基地局の地上
波デジタル放送受信範囲に存在する前記移動機無線装置基地局の各々に属する前記移動機
無線装置の各々の位置登録情報から住所又は居所を検索し、検索した住所又は居所が災害
場所の属する前記地上波デジタル放送基地局の地上波デジタル放送受信範囲に含まれる場
合には、前記移動機無線装置に緊急警報放送通知を行うことを特徴とする、請求項２に記
載の緊急放送自動受信システム。
【請求項６】
前記移動機無線装置が待ち受け状態以外の通話、通信の状態で前記移動機無線装置基地局
から緊急警報放送通知を受信する場合には、通話、通信に受信した緊急警報放送通知を割
り込ませ、前記緊急警報放送通知受信機能部に前記地上波デジタル放送受信機能部をＯＮ
状態にし受信状態にすることを特徴とする、請求項１に記載の緊急放送自動受信システム
。
【請求項７】
前記移動機無線装置が待ち受け状態以外の通話、通信の状態で前記移動機無線装置基地局
から緊急警報放送通知を受信した場合には、通話、通信に受信した緊急警報放送通知を割
り込ませ、前記移動機無線装置から警報音を鳴動させ、又は警報灯を点滅させることを特
徴とする、請求項１に記載の緊急放送自動受信システム。
【請求項８】
移動時の通話、通信を可能とすると共に地上波デジタル放送からの緊急警報放送通知の受
信を可能とする移動機無線装置の緊急放送自動受信方法において、
　移動時の通話、通信を可能とし、且つ、地上波デジタル放送の受信を可能とし、受信し
た地上波デジタル放送の表示を可能とし、受信した地上波デジタル放送を蓄積し及び緊急
警報放送通知を受信する移動機無線装置の複数が通話、通信送受信範囲に存在する場合に
複数の前記移動機無線装置と移動機無線装置基地局の間で通話、通信の送受信を行う工程
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と、
　地上波デジタル放送受信範囲に存在する複数の前記移動機無線装置基地局の各々に属す
る複数の前記移動機無線装置に対して地上波デジタル放送基地局から地上波デジタル放送
を行う工程と、
　前記地上波デジタル放送基地局の地上波デジタル放送を監視し、災害発生時に前記地上
波デジタル放送基地局から緊急警報放送通知を受信し、インターネットを経由して各前記
移動機無線装置基地局に送信する工程と、
　前記移動機無線装置の待ち受け時に前記移動機無線装置基地局から緊急警報放送通知を
受信した場合に受信した緊急警報放送通知をトリガとして前記地上波デジタル放送基地局
からの地上波デジタル放送が受信状態にない場合には電源をＯＮにして受信状態にする工
程と、
　前記移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送が表示状態にない場合には電源をＯ
Ｎにして表示状態にする工程と、
　前記移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送を蓄積し、蓄積した地上波デジタル
放送を繰り返し表示する工程とを備えることを特徴とする緊急放送自動受信方法。
【請求項９】
移動時の通話、通信を可能とすると共に地上波デジタル放送からの緊急警報放送通知の受
信を可能とする移動機無線装置の緊急放送自動受信をコンピュータで実行するプログラム
において、
　移動時の通話、通信を可能とし、且つ、地上波デジタル放送の受信を可能とし、受信し
た地上波デジタル放送の表示を可能とし、受信した地上波デジタル放送を蓄積し及び緊急
警報放送通知を受信する移動機無線装置の複数が通話、通信送受信範囲に存在する場合に
複数の前記移動機無線装置と移動機無線装置基地局の間で通話、通信の送受信を行う手順
と、
　地上波デジタル放送受信範囲に存在する複数の前記移動機無線装置基地局の各々に属す
る複数の前記移動機無線装置に対して地上波デジタル放送基地局から地上波デジタル放送
を行う手順と、
　前記地上波デジタル放送基地局の地上波デジタル放送を監視し、災害発生時に前記地上
波デジタル放送基地局から緊急警報放送通知を受信し、インターネットを経由して各前記
移動機無線装置基地局に送信する手順と、
　前記移動機無線装置の待ち受け時に前記移動機無線装置基地局から緊急警報放送通知を
受信した場合に受信した緊急警報放送通知をトリガとして前記地上波デジタル放送基地局
からの地上波デジタル放送が受信状態にない場合には電源をＯＮにして受信状態にする手
順と、
　前記移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送が表示状態にない場合には電源をＯ
Ｎにして表示状態にする手順と、
　前記移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送を蓄積し、蓄積した地上波デジタル
放送を繰り返し表示する手順とを備えることを特徴とする緊急放送自動受信をコンピュー
タで実行するプログラム。
【請求項１０】
移動時の通話、通信を可能とすると共に地上波デジタル放送からの緊急警報放送通知の受
信を可能とする移動機無線装置の緊急放送自動受信を行うサーバーにおいて、
　移動時の通話、通信を可能とし、且つ、地上波デジタル放送の受信を可能とし、受信し
た地上波デジタル放送の表示を可能とし、受信した地上波デジタル放送を蓄積し及び緊急
警報放送通知を受信する移動機無線装置の複数が通話、通信送受信範囲に存在する場合に
複数の前記移動機無線装置基地局の各々に属する複数の前記移動機無線装置に対して地上
波デジタル放送を行う地上波デジタル放送基地局の地上波デジタル放送を監視し、災害発
生時に前記地上波デジタル放送基地局から緊急警報放送通知を受信する地上波デジタル放
送基地局側サーバーと、
　前記地上波デジタル放送基地局側サーバーからインターネットを経由して緊急警報通知
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を受信し、受信した緊急警報放送通知を各移動機無線装置基地局に送信し緊急警報放送通
知をトリガとして、前記地上波デジタル放送基地局から前記移動機無線装置への地上波デ
ジタル放送が受信状態にない場合には電源をＯＮにして受信状態にし、前記移動機無線装
置で受信した地上波デジタル放送が表示状態にない場合には電源をＯＮにして表示状態に
し、前記移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送を蓄積し、蓄積した地上波デジタ
ル放送を繰り返し表示させる移動機無線基地局側サーバーとを備えることを特徴とする、
緊急放送自動受信を行うサーバー。
【請求項１１】
移動時の通話、通信を可能とすると共に地上波デジタル放送からの緊急警報放送通知の受
信を可能とする緊急放送自動受信を行う移動機無線装置において、
　通話、通信送受信範囲に存在する複数の前記移動機無線装置と通話、通信の送受信を行
う移動機無線装置基地局で地上波デジタル放送受信範囲に存在する複数の移動機無線装置
基地局の各々に属する複数の移動機無線装置に対して、地上波デジタル放送を行う地上波
デジタル放送基地局から地上波デジタル放送の受信を可能とする地上波デジタル放送受信
機能部と、
　前記地上波デジタル放送受信機能部から受信した地上波デジタル放送の表示を可能とす
る表示部と、
　前記移動機無線装置の待ち受け時に、緊急警報放送通知を受信した場合に受信した緊急
警報放送通知をトリガとして前記地上波デジタル放送基地局からの地上波デジタル放送が
受信状態にない場合には前記地上波デジタル放送受信機能部の電源をＯＮ状態にし、受信
した地上波デジタル放送が表示状態にない場合には前記表示部の電源をＯＮ状態にする緊
急警報放送通知受信機能部と、
　前記地上波デジタル放送受信機能部で受信した地上波デジタル放送を繰り返し表示する
ことが可能なように蓄積する蓄積部とを備えることを特徴とする、緊急放送自動受信を行
う移動機無線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は地上波デジタル放送の受信可能な移動機無線装置に関する。特に、本発明は、
移動機無線装置の消費電力の増大を抑制しつつ地上波デジタル放送の緊急警報放送を受信
可能にある緊急放送自動受信システム、方法、コンピュータで実行するプログラム、サー
バー及び移動機無線装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地上波デジタル放送が受信可能である移動機無線装置が普及しており、移動機無
線装置は、今後、地上波デジタル放送から緊急情報等を含む情報を入手するための１つの
手段となる。
　例えば、移動機無線装置を所有するユーザーがいる管轄（例えば、東京）で災害が発生
した場合にユーザーへ緊急警報情報放送を伝達する方法として、移動機無線装置が地上波
デジタル放送に対して常に受信状態であれば、受信したコンテンツ内に情報を表示するよ
うにすればよい。
【０００３】
　この場合、地上波デジタル放送の表示から緊急情報を入手するためには、移動機無線装
置の地上波デジタル放送受信部の電源を常時ＯＮ状態に維持し、さらに、表示部を常時Ｏ
Ｎ状態に維持する必要がある。
　しかしながら、移動機無線装置において、災害が発生しない場合にも地上波デジタル放
送部の電源を常時ＯＮ状態に維持し、表示部を常時ＯＮ状態に維持すると、移動機無線装
置の消費電力が大きくなるという問題がある。
【０００４】
　すなわち、移動機無線装置の待ち受け状態の時間が減り移動機無線装置の通話、通信機
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能としての使用時間が短縮するという問題がある。
　一方、移動機無線装置では、地上波デジタル放送波を常時受信、表示状態に維持するの
ではなく、緊急警報信号だけを常時受信可能とし、緊急警報信号を受信した場合に、地上
波デジタル放送波を受信、表示可能にするものがある。
【０００５】
　しかしながら、移動機無線装置において、地上波デジタル放送を常時受信、表示状態に
せず、地上波デジタル放送部の電源だけを常時ＯＮにし緊急警報信号を受信し、表示部を
ＯＦＦにし、緊急警報信号を受信した場合に表示部をＯＮにし、地上波デジタル放送を受
信し、表示することが可能であるが、上記と比較すると移動機無線装置の消費電力が小さ
くなるが、災害が発生しない場合にも地上波デジタル放送部の電源だけを常時ＯＮに維持
するので、移動機無線装置の消費電力がやはり大きくなるという問題がある。
【０００６】
　すなわち、災害時に地上波デジタル放送を受信する場合に移動機無線装置の消費電力が
抑制できず、移動機無線装置の待ち受け状態の時間が減り移動機無線装置の通話、通信機
能としての使用時間が短縮するという問題がある。
　このような問題に関連して以下の従来技術がある。
　従来、ＥＰＧを用いることなく、携帯電話に装備されているダイヤルプッシュボタンを
テレビ番組の選局に用いる構成とすることで、効率よい他チャンネルの選択と、現在の番
組視聴を妨げることなく他チャンネルのテレビ番組情報を得ることを可能にするテレビ受
信機一体型携帯電話装置を提供するため、電話のダイヤルプッシュボタンをテレビのリモ
コンのように操作することで、テレビのチャンネルの選局ボタンとして、各ボタンに各チ
ャンネルを割り当てる。普段と異なるエリアで視聴しても、常に系列局とチャンネル番号
を一致させるようにする事で、ユーザーが選局をするときに混乱するのを防ぎ、選局ボタ
ンを色や点滅などで発光させることにより、そのチャンネルを実際に選局しなくても、現
在どのような番組が放送されているのか把握することができるストレスの無い選局動作を
可能とするものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１では、テレビ受信機一体型携帯電話装置を提供するが、
しかしながら、災害時に地上波デジタル放送を受信し表示する場合に災害が発生していな
い期間の移動機無線装置の消費電力を抑制するものではない。
　また、従来、テレビジョン信号の信号形態で放送される緊急放送を、所望の通報形態で
視聴可能とするため、緊急放送を、放送開始予告となる予告放送と、この予告放送後に放
送される緊急放送とで構成して放送し、この緊急放送の通報形態としては、それぞれ通報
形態の異なる複数の通報形態が設けられており、これら複数の通報形態の中からユーザに
より選択された通報形態を示す通報形態情報をメモリに予め記憶しておき、制御部は、上
記予告放送の受信をトリガとして、該予告放送後に放送される上記緊急放送の取り込み準
備を行い、上記緊急放送を受信した際に、上記メモリに記憶されている通報形態情報に対
応する通報形態（上記予め選択された通報形態）で、該受信した緊急放送の通報を行うも
のもある（例えば、特許文献２参照）。
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献２では、放送開始予告となる予告放送と、この予告放送後
に放送される緊急放送とで構成して放送するが、予告放送の受信は常時必要となり、災害
時に地上波デジタル放送を受信し表示する場合に災害が発生していない期間の移動機無線
装置の消費電力を抑制するものではない。
　また、従来、緊急警報等を受信した際に、予め設定した緊急連絡先に緊急警報等のメッ
セージを送信することができるデジタル放送受信機等を提供するため、デジタル放送受信
機において、予め緊急連絡先を設定し、緊急警報信号またはＥＭＭメッセージを受信する
際に、受信部により放送信号を受信し、検出部により緊急警報信号またはＥＭＭメッセー
ジを検出し、この検出部で検出された緊急警報信号またはＥＭＭメッセージは、変換部で
メールのフォーマット形式に変換された後、送信部によりＩ／Ｆ部を介してサーバに送信
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する。サーバはデジタル放送受信機から送信されてきたメールを通信端末に伝送し、これ
により、ユーザは、デジタル放送受信機から離れた場所にいる場合でも、緊急警報信号ま
たはＥＭＭメッセージを確認することができるものもある（例えば、特許文献３参照）。
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献３では、緊急警報等を受信した際に、予め設定した緊急連
絡先に緊急警報等のメッセージを送信することができるデジタル放送受信機等を提供する
ものであるが、災害時に地上波デジタル放送を受信し表示する場合に災害が発生していな
い期間の移動機無線装置の消費電力を抑制するものではない。
　また、従来、放送受信機能及び携帯通話機能を搭載した携帯型視聴装置において、放送
受信障害を軽減することを目的とするため、携帯型視聴装置は、地上波ディジタル放送を
受信して映像及び／又は音声を出力する機能（チューナ等）と、電波を送受信することに
より通話を行う機能（携帯電話部）とを備え、ＣＰＵはテレビ受信（テレビ視聴，テレビ
録画）に際して携帯電話部に留守番登録モードを実行するよう指令を出し、この指令によ
って携帯電話部はネットワークに対して通信を行いセンターに留守番登録モードの実行を
要請するものもある（例えば、特許文献４参照）。
【００１０】
　しかしながら、上記特許文献４では、放送受信機能及び携帯通話機能を搭載した携帯型
視聴装置を提供するものであるが、災害時に地上波デジタル放送を受信し表示する場合に
災害が発生していない期間の移動機無線装置の消費電力を抑制するものではない。
　また、従来、放送局側に新たな変更を加えずに、テレビ受信機能付き携帯電話端末を利
用し、臨時ニュース等の内容を他の登録済み携帯電話端末宛にメールで通知するため、ア
ラーム判別部は、ＴＶチューナ部が出力する音声信号からアラーム音の周波数成分を抽出
しそのレベルが予め定めた閾値を超え且つある一定のパターンと同一か否かを判別し、テ
ロップ判別部は、テレビ画面上に予め定めたテロップ領域の走査線内の信号が予め登録さ
れている緊急情報を示す白色信号パターンに該当するか否かを判別し、緊急情報認識部は
アラーム判別部及びテロップ判別部の判別結果に基づき緊急情報を受信したことを認識し
、録画制御部は緊急情報認識部の指示に基づき当該のテレビ画面の録画制御を行いメモリ
への保存を行い、メール編集部は録画した緊急情報の動画データをメールに添付し予め登
録した宛先へ送信するものもある（例えば、特許文献５参照）。
【００１１】
　しかしながら、上記特許文献５では、テレビ受信機能付き携帯電話端末を提供するが、
災害時に地上波デジタル放送を受信し表示する場合に災害が発生していない期間の移動機
無線装置の消費電力を抑制するものではない。
　また、従来、地上波デジタル放送受信と携帯電話の両方を使用できると共に、地上波デ
ジタル放送側と携帯電話側のＭＰＥＧ－４処理の競合を無くし、さらに部品増、重量増、
及びコストアップを防止できる携帯電話機を提供するため、動画像をＭＰＥＧ－４規格に
より送受信する機能を備えた携帯電話機に地上波デジタル放送受信部を設け、地上波デジ
タル放送の受信を可能にし、地上波デジタル放送受信部及び携帯電話用送受信部からの各
ＭＰＥＧ－４情報を処理するためにＭＰＥＧ－４処理部が設けられ、この制御及び携帯電
話機全体の制御がＣＰＵ部により行われ、ＭＰＥＧ－４処理部の伸長処理により得られた
動画像情報及び音声情報は、表示部及び音声出力部に入力され、再生出力されるものもあ
る（例えば、特許文献６参照）。
【００１２】
　しかしながら、上記特許文献６では、地上波デジタル放送受信と携帯電話の両方を使用
できるものであるが、災害時に地上波デジタル放送を受信し表示する場合に災害が発生し
ていない期間の移動機無線装置の消費電力を抑制するものではない。
【００１３】
【特許文献１】特開２００５－４５３５０号公報
【特許文献２】特開２００４－３３６２２７号公報
【特許文献３】特開２００５－５１６０２号公報
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【特許文献４】特開２００４－１１２３７０号公報
【特許文献５】特開２００５－１１７５８４号公報
【特許文献５】特開２００３－１５３１１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　したがって、本発明は上記問題点に鑑みて、災害時に地上波デジタル放送を受信し表示
する場合に災害が発生していない期間の移動機無線装置の消費電力を抑制する緊急放送自
動受信システム、方法、コンピュータで実行するプログラム、サーバー及び移動機無線装
置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】
【００１５】
　本発明は前記問題点を解決するために、移動時の通話、通信を可能とすると共に地上波
デジタル放送からの緊急警報放送通知の受信を可能とする緊急放送自動受信システムにお
いて、移動時の通話、通信を可能とし、且つ、地上波デジタル放送の受信を可能とする地
上波デジタル放送受信機能部、受信した地上波デジタル放送の表示を可能とする表示部、
受信した地上波デジタル放送を蓄積し繰り返し表示させるための蓄積部及び緊急警報放送
通知を受信する緊急警報放送通知受信機能部を含む移動機無線装置と、通話、通信送受信
範囲に存在する複数の前記移動機無線装置と通話、通信の送受信を行う移動機無線装置基
地局と、地上波デジタル放送受信範囲に存在する複数の前記移動機無線装置基地局の各々
に属する複数の前記移動機無線装置に対して地上波デジタル放送を行う地上波デジタル放
送基地局と、前記地上波デジタル放送基地局の地上波デジタル放送を監視し、災害発生時
に前記地上波デジタル放送基地局から緊急警報放送通知を受信する地上波デジタル放送基
地局側サーバーと、前記地上波デジタル放送基地局側サーバーからインターネットを経由
して緊急警報通知を受信し、受信した緊急警報放送通知を各前記移動機無線装置基地局に
送信する移動機無線基地局側サーバーとを備え、前記緊急警報放送通知受信機能部は、前
記移動機無線装置の待ち受け時で、前記移動機無線装置基地局から緊急警報放送通知を受
信した場合に受信した緊急警報放送通知をトリガとして前記地上波デジタル放送基地局か
らの地上波デジタル放送が受信状態にない場合には前記地上波デジタル放送受信機能部の
電源をＯＮ状態にし、受信した地上波デジタル放送が表示状態にない場合には前記表示部
の電源をＯＮ状態にし、前記地上波デジタル放送受信機能部が受信し前記蓄積部で蓄積し
た地上波デジタル放送を繰り返し表示させることを特徴とする緊急放送自動受信システム
を提供する。
【００１６】
　さらに、前記移動機無線基地局側サーバーは、前記地上波デジタル放送基地局側サーバ
ーからの地震、台風、津波、大火、爆発を含む災害の種類、発生場所に応じて、緊急警報
放送通知を行う移動機無線装置基地局を限定する。
　さらに、前記移動機無線基地局側サーバーは、災害が地震、台風の場合には前記地上波
デジタル放送基地局の地上波デジタル放送受信範囲に存在する移動機無線装置基地局の全
てに緊急警報放送通知を行い、災害が津波の場合には前記地上波デジタル放送受信範囲に
存在する移動機無線装置基地局で海岸に近いものに限定して緊急警報放送通知を行い、災
害が大火、爆発の場合には前記地上波デジタル放送受信範囲に存在する移動機無線装置基
地局１０４で大火、爆発の発生場所に近いものに限定して緊急警報放送通知を行う。
【００１７】
　さらに、前記移動機無線基地局側サーバーは、災害の発生場所が前記地上波デジタル放
送基地局の地上波デジタル放送受信範囲に属さない場合には、前記地上波デジタル放送基
地局の地上波デジタル放送受信範囲に存在する前記移動機無線装置基地局に緊急警報放送
通知を行わないようにする。
　さらに、前記移動機無線基地局側サーバーは、災害の発生場所が前記地上波デジタル放
送基地局の地上波デジタル放送受信範囲に属さない場合でも、前記地上波デジタル放送基
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地局の地上波デジタル放送受信範囲に存在する前記移動機無線装置基地局の各々に属する
前記移動機無線装置の各々の位置登録情報から住所又は居所を検索し、検索した住所又は
居所が災害場所の属する前記地上波デジタル放送基地局の地上波デジタル放送受信範囲に
含まれる場合には、前記移動機無線装置に緊急警報放送通知を行う。
【００１８】
　さらに、前記移動機無線装置が待ち受け状態以外の通話、通信の状態で前記移動機無線
装置基地局から緊急警報放送通知を受信する場合には、通話、通信に受信した緊急警報放
送通知を割り込ませ、前記緊急警報放送通知受信機能部に前記地上波デジタル放送受信機
能部をＯＮ状態にし受信状態にする。
　さらに、前記移動機無線装置が待ち受け状態以外の通話、通信の状態で前記移動機無線
装置基地局から緊急警報放送通知を受信した場合には、通話、通信に受信した緊急警報放
送通知を割り込ませ、前記移動機無線装置から警報音を鳴動させ、又は警報灯を点滅させ
る。
【００１９】
　さらに、本発明は、移動時の通話、通信を可能とすると共に地上波デジタル放送からの
緊急警報放送通知の受信を可能とする移動機無線装置の緊急放送自動受信方法において、
移動時の通話、通信を可能とし、且つ、地上波デジタル放送の受信を可能とし、受信した
地上波デジタル放送の表示を可能とし、受信した地上波デジタル放送を蓄積し及び緊急警
報放送通知を受信する移動機無線装置の複数が通話、通信送受信範囲に存在する場合に複
数の前記移動機無線装置と移動機無線装置基地局の間で通話、通信の送受信を行う工程と
、地上波デジタル放送受信範囲に存在する複数の前記移動機無線装置基地局の各々に属す
る複数の前記移動機無線装置に対して地上波デジタル放送基地局から地上波デジタル放送
を行う工程と、前記地上波デジタル放送基地局の地上波デジタル放送を監視し、災害発生
時に前記地上波デジタル放送基地局から緊急警報放送通知を受信し、インターネットを経
由して各前記移動機無線装置基地局に送信する工程と、前記移動機無線装置の待ち受け時
に前記移動機無線装置基地局から緊急警報放送通知を受信した場合に受信した緊急警報放
送通知をトリガとして前記地上波デジタル放送基地局からの地上波デジタル放送が受信状
態にない場合には電源をＯＮにして受信状態にする工程と、前記移動機無線装置で受信し
た地上波デジタル放送が表示状態にない場合には電源をＯＮにして表示状態にする工程と
、前記移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送を蓄積し、蓄積した地上波デジタル
放送を繰り返し表示する工程とを備えることを特徴とする緊急放送自動受信方法を提供す
る。
【００２０】
　さらに、本発明は、移動時の通話、通信を可能とすると共に地上波デジタル放送からの
緊急警報放送通知の受信を可能とする移動機無線装置の緊急放送自動受信をコンピュータ
で実行するプログラムにおいて、移動時の通話、通信を可能とし、且つ、地上波デジタル
放送の受信を可能とし、受信した地上波デジタル放送の表示を可能とし、受信した地上波
デジタル放送を蓄積し及び緊急警報放送通知を受信する移動機無線装置の複数が通話、通
信送受信範囲に存在する場合に複数の前記移動機無線装置と移動機無線装置基地局の間で
通話、通信の送受信を行う手順と、地上波デジタル放送受信範囲に存在する複数の前記移
動機無線装置基地局の各々に属する複数の前記移動機無線装置に対して地上波デジタル放
送基地局から地上波デジタル放送を行う手順と、前記地上波デジタル放送基地局の地上波
デジタル放送を監視し、災害発生時に前記地上波デジタル放送基地局から緊急警報放送通
知を受信し、インターネットを経由して各前記移動機無線装置基地局に送信する手順と、
前記移動機無線装置の待ち受け時に前記移動機無線装置基地局から緊急警報放送通知を受
信した場合に受信した緊急警報放送通知をトリガとして前記地上波デジタル放送基地局か
らの地上波デジタル放送が受信状態にない場合には電源をＯＮにして受信状態にする手順
と、前記移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送が表示状態にない場合には電源を
ＯＮにして表示状態にする手順と、前記移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送を
蓄積し、蓄積した地上波デジタル放送を繰り返し表示する手順とを備えることを特徴とす
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る緊急放送自動受信をコンピュータで実行するプログラムを提供する。
【００２１】
　さらに、本発明は、移動時の通話、通信を可能とすると共に地上波デジタル放送からの
緊急警報放送通知の受信を可能とする移動機無線装置の緊急放送自動受信を行うサーバー
において、移動時の通話、通信を可能とし、且つ、地上波デジタル放送の受信を可能とし
、受信した地上波デジタル放送の表示を可能とし、受信した地上波デジタル放送を蓄積し
及び緊急警報放送通知を受信する移動機無線装置の複数が通話、通信送受信範囲に存在す
る場合に複数の前記移動機無線装置基地局の各々に属する複数の前記移動機無線装置に対
して地上波デジタル放送を行う地上波デジタル放送基地局の地上波デジタル放送を監視し
、災害発生時に前記地上波デジタル放送基地局から緊急警報放送通知を受信する地上波デ
ジタル放送基地局側サーバーと、前記地上波デジタル放送基地局側サーバーからインター
ネットを経由して緊急警報通知を受信し、受信した緊急警報放送通知を各移動機無線装置
基地局に送信し緊急警報放送通知をトリガとして、前記地上波デジタル放送基地局から前
記移動機無線装置への地上波デジタル放送が受信状態にない場合には電源をＯＮにして受
信状態にし、前記移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送が表示状態にない場合に
は電源をＯＮにして表示状態にし、前記移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送を
蓄積し、蓄積した地上波デジタル放送を繰り返し表示させる移動機無線基地局側サーバー
とを備えることを特徴とする、緊急放送自動受信を行うサーバーを提供する。
【００２２】
　さらに、本発明は、　移動時の通話、通信を可能とすると共に地上波デジタル放送から
の緊急警報放送通知の受信を可能とする緊急放送自動受信を行う移動機無線装置において
、通話、通信送受信範囲に存在する複数の前記移動機無線装置と通話、通信の送受信を行
う移動機無線装置基地局で地上波デジタル放送受信範囲に存在する複数の移動機無線装置
基地局の各々に属する複数の移動機無線装置に対して、地上波デジタル放送を行う地上波
デジタル放送基地局から地上波デジタル放送の受信を可能とする地上波デジタル放送受信
機能部と、前記地上波デジタル放送受信機能部から受信した地上波デジタル放送の表示を
可能とする表示部と、前記移動機無線装置の待ち受け時に、緊急警報放送通知を受信した
場合に受信した緊急警報放送通知をトリガとして前記地上波デジタル放送基地局からの地
上波デジタル放送が受信状態にない場合には前記地上波デジタル放送受信機能部の電源を
ＯＮ状態にし、受信した地上波デジタル放送が表示状態にない場合には前記表示部の電源
をＯＮ状態にする緊急警報放送通知受信機能部と、前記地上波デジタル放送受信機能部で
受信した地上波デジタル放送を繰り返し表示することが可能なように蓄積する蓄積部とを
備えることを特徴とする、緊急放送自動受信を行う移動機無線装置を提供する。
【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように、本発明によれば、通話、通信送受信範囲に存在する複数の移動機
無線装置と移動機無線装置基地局の間で通話、通信の送受信を行い、地上波デジタル放送
受信範囲に存在する複数の移動機無線装置基地局の各々に属する複数の移動機無線装置に
対して地上波デジタル放送基地局から地上波デジタル放送を行い、地上波デジタル放送基
地局の地上波デジタル放送を監視し、災害発生時に地上波デジタル放送基地局から各移動
機無線装置基地局を経由して移動機無線装置に緊急警報放送通知を送信し、移動機無線装
置の待ち受け時に移動機無線装置基地局から緊急警報放送通知を受信した場合に受信した
緊急警報放送通知をトリガとして地上波デジタル放送基地局からの地上波デジタル放送が
受信状態にない場合には受信状態にし、移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送を
表示し、移動機無線装置で受信した地上波デジタル放送を蓄積するようにしたので、地上
波デジタル放送が受信可能な移動機無線装置のユーザーが意識することなく、且つ災害が
発生していない期間の消費電力を低減しつつ緊急警報放送を受信し、蓄積し、表示するこ
とが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
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　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　図１は本発明に係る緊急放送自動受信システムにおける地上波デジタル放送の受信、通
話、通信の送受信の関係を説明する図である。本図に示すように、地上波デジタル放送基
地局１０１は地上波デジタル放送を行い、移動機無線装置１０５が地上波デジタル放送を
受信できる一定の地上波デジタル放送受信範囲１０１Ａを有する。
【００２５】
　地上波デジタル放送受信範囲１０１Ａには複数の移動機無線装置基地局１０４が存在し
、移動機無線装置基地局１０４の各々は移動機無線装置１０５が通話、通信を送受信でき
る一定の通話、通信送受信範囲１０４Ａを有する。
　なお、地上波デジタル放送受信範囲１０１Ａは通話、通信送受信範囲１０４Ａよりも大
きな領域である。
【００２６】
　通話、通信送受信範囲１０４Ａには複数の移動機無線装置１０５が存在し、移動機無線
装置１０５は、移動体に搭載される無線装置であり、移動機無線装置基地局１０４と移動
時に通話、通信の送受信を行い、さらに、地上波デジタル放送基地局１０１から地上波デ
ジタル放送を受信する機能を有する。
　図２は本発明に係る緊急放送自動受信システムの概略を説明するネットワーク構成図で
ある。本図に示すように、地上波デジタル放送基地局１０１には地上波デジタル放送基地
局側サーバー１０２が接続され、地上波デジタル放送基地局側サーバー１０２は、インタ
ーネット２００を介して、移動機無線装置基地局側サーバー１０３に接続される。
【００２７】
　地上波デジタル放送基地局側サーバー１０２は地上波デジタル放送基地局１０１が行う
地上波デジタル放送を監視し、地震、台風、津波、大火災、爆発等の災害発生を放送して
いる場合には緊急警報放送通知を発生し、インターネット２００を介して、移動機無線基
地局側サーバー１０３に送信する。
　移動機無線基地局側サーバー１０３には地上波デジタル放送基地局１０１の地上波デジ
タル放送受信範囲１０１Ａに存在する複数の移動機無線装置基地局１０４が接続され、移
動機無線基地局側サーバー１０３は、地上波デジタル放送基地局側サーバー１０２から緊
急警報放送通知を受信した場合、受信した緊急警報放送通知を移動機無線装置基地局１０
４の各々に送信する。
【００２８】
　図３は本発明に係る緊急放送自動受信システムの概略構成を示すブロック図である。本
図に示す緊急放送自動受信システム１００は、地上波デジタル放送基地局１０１からの地
上波デジタル放送の緊急警報放送通知を移動機無線装置基地局１０４から移動機無線装置
１０５に受信し、受信した緊急警報放送通知をトリガとして地上波デジタル放送基地局１
０１から地上波デジタル放送を移動機無線装置１０５に自動的に受信、蓄積、表示させる
ものであり、コンピュータで実行されるプログラムにより制御される。以下詳細に説明を
行う。
【００２９】
　移動機無線装置１０５は移動機無線装置基地局１０４と通話、通信の像受信を行い、待
ち受け時に通話、通信の発着信を待ち受ける。
　移動機無線装置１０５には地上波デジタル放送受信機能部１０５Ａが設けられており、
地上波デジタル放送受信機能部１０５ＡはＯＮ、ＯＦＦボタンを有し、ＯＮボタンの押下
で地上波デジタル放送受信電源をＯＮとし地上波デジタルアプリケーションを起動し、地
上波デジタル放送を受信状態にし、ＯＦＦボタンの押下で地上波デジタル放送受信電源を
ＯＦＦとし地上波デジタルアプリケーションの動作を停止し地上波デジタル放送の受信を
停止する。
【００３０】
　さらに、移動機無線装置１０５には緊急警報放送通知受信機能部１０５Ｂが設けられ、
緊急警報放送通知受信機能部１０５Ｂは、待ち受け時に、地上波デジタル放送基地局１０
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１から災害発生時の緊急警報放送に対して、移動機無線装置基地局１０４から緊急警報放
送通知の受信を待ち受け、緊急警報通知受信をトリガとして地上波デジタル放送受信機能
部１０５Ａの地上波デジタル放送受信電源をＯＮ状態にし地上波デジタル放送基地局１０
１から災害発生時の緊急警報放送を受信する。
【００３１】
　さらに、移動機無線装置１０５には蓄積部１０５Ｃが設けられ、蓄積部１０５Ｃは地上
波デジタル放送基地局１０１から受信した災害発生時の緊急警報放送を蓄積する。蓄積部
１０５Ｃは蓄積した緊急警報放送を表示部１０５Ｄに表示させることが可能である。これ
により、ユーザは後からでも繰り返し緊急警報放送を確認することが可能になる。
　さらに、移動機無線装置１０５には表示部１０５Ｄが設けられ、表示部１０５Ｄは好ま
しくはＬＣＤ（液晶表示部）で構成され、地上波デジタル放送が受信された場合には、表
示部１０５Ｄの電源を自動的にＯＮにし受信した地上波デジタル放送を表示する。これに
より、ユーザはリアルタイムに緊急警報放送を確認することが可能になる。
【００３２】
　図４は図３における地上波デジタル放送基地局側サーバー１０２の監視動作例を説明す
るフローチャートである。本図に示すように、ステップ３０１において、地上波デジタル
放送基地局側サーバー１０２は、一定時刻間隔で地上波デジタル放送基地局１０１に対し
災害発生時に緊急警報放送を行った場合には緊急警報放送通知を要求し、前記地上波デジ
タル放送基地局１０１の地上波デジタル放送を監視する。
　ステップ３０２において、地上波デジタル放送基地局側サーバー１０２は地上波デジタ
ル放送基地局１０１から緊急警報放送通知を受信したか否かを判断する。受信しない場合
には処理を終了する。
【００３３】
　ステップ３０３において、地上波デジタル放送基地局側サーバー１０２は、地上波デジ
タル放送基地局１０１から緊急警報放送通知を受信した場合には移動機無線基地局側サー
バー１０３に対しインターネット２００を経由して緊急警報放送通知を送信し、処理を終
了する。
　図５は図３における移動機無線基地局側サーバー１０３の動作例を説明するフローチャ
ートである。本図に示すように、ステップ３１１において、移動機無線基地局側サーバー
１０３は、地上波デジタル放送基地局側サーバー１０２からインターネット２００を経由
して緊急警報放送通知を受信したか否かを判断する。受信しない場合には処理を終了する
。
【００３４】
　ステップ３１２において、移動機無線基地局側サーバー１０３は緊急警報放送通知を受
信した場合には移動機無線装置基地局１０４の各々に送信する。
　ステップ３１３において、移動機無線基地局側サーバー１０３は、移動機無線装置基地
局１０４の各々に対して移動機無線装置１０５の各々に緊急警報放送通知を送信させ、処
理を終了する。
【００３５】
　図６は図３における移動機無線装置１０５の動作例を説明するフローチャートである。
本図に示すように、ステップ３２１において、移動機無線装置１０５の緊急警報放送通知
受信機能部１０５Ｂは、移動機無線装置基地局１０４から緊急警報放送通知を受信する。
　ステップ３２２において、地上波デジタル放送受信機能部１０５Ａは、緊急警報放送通
知受信時に地上波デジタル放送受信機能部１０５Ａの地上波デジタル放送受信電源のＯＮ
ボタンが押下され、緊急警報放送が受信状態であるか否かを判断する。受信状態の場合に
はステップ３２７に進む。
【００３６】
　ステップ３２３において、地上波デジタル放送受信電源のＯＦＦボタンが押下され、緊
急警報放送が受信状態でない場合には地上波デジタル放送受信機能部１０５Ａの地上波デ
ジタル放送受信電源をＯＮ状態にし地上波デジタルアプリケーションを起動させ、緊急警



(12) JP 4696729 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

報放送を受信状態にする。
　ステップ３２４において、地上波デジタル放送受信機能部１０５Ａは地上波デジタル放
送、すなわち、緊急警報放送を受信する。
【００３７】
　ステップ３２５において、表示部１０５Ｄは、地上波デジタル放送受信機能部１０５Ａ
で受信された緊急警報放送を自動的に表示する。
　ステップ３２６において、蓄積部１０５Ｃは、地上波デジタル放送受信機能部１０５Ａ
で受信された緊急警報放送を自動的に蓄積し、処理を終了する。
　ステップ３２７において、地上波デジタル放送受信機能部１０５Ａは地上波デジタル放
送、すなわち、緊急警報放送を受信し、ステップ３２５に進む。
【００３８】
　したがって、本発明によれば、地上波デジタル放送が受信可能な移動機無線装置のユー
ザーが意識することなく、緊急警報放送を取りこぼすことなく、且つ災害が発生していな
い期間の消費電力を低減しつつ緊急警報放送を受信し、蓄積し、表示することが可能にな
る。移動機無線機の待ち受け状態の時間が減少するのを防止でき、通話、通信の使用時間
が短縮するのを防止できる。
【実施例１】
【００３９】
　以上の説明では、地上波デジタル放送基地局１０１の地上波デジタル放送受信範囲１０
１Ａに存在する移動機無線装置基地局１０４の全てに緊急警報放送通知が行われるが、以
下のように、災害内容（地震、台風、津波、大火、爆発等の災害の種類、発生場所）に応
じて、緊急警報放送通知を行う移動機無線装置基地局１０４を限定するようにしてもよい
。
　すなわち、災害が地震、台風の場合には地上波デジタル放送受信範囲１０１Ａに存在す
る移動機無線装置基地局１０４の全てに緊急警報放送通知を行い、災害が津波の場合には
地上波デジタル放送受信範囲１０１Ａに存在する移動機無線装置基地局１０４で海岸に近
いものに限定して緊急警報放送通知を行い、災害が大火、爆発の場合には地上波デジタル
放送受信範囲１０１Ａに存在する移動機無線装置基地局１０４で大火、爆発の発生場所に
近いものに限定して緊急警報放送通知を行うにしてもよい。
【００４０】
　この場合、地上波デジタル放送基地局側サーバー１０２では、地上波デジタル放送基地
局１０１からの緊急警報放送通知から災害の内容（地震、台風、津波、大火、爆発等の災
害の種類、発生場所）を判断し、移動機無線基地局側サーバー１０３では、災害の内容に
基づき、緊急警報放送通知を行うべき移動機無線装置基地局１０４の限定を行う。これに
より、無用な緊急警報放送通知による通信渋滞を削減することが可能になる。
【実施例２】
【００４１】
　災害の緊急警報放送を行う場合、災害場所が地上波デジタル放送基地局１０１の地上波
デジタル放送受信範囲１０１Ａに属しない場合には、属しない地上波デジタル放送受信範
囲１０１Ａに存在する移動機無線装置基地局１０４の各々に対して緊急警報放送通知を行
わなくてもよい。これにより、無用な緊急警報放送通知による通信渋滞を削減することが
可能になる。
【実施例３】
【００４２】
　災害の緊急警報放送を行う場合、災害場所が地上波デジタル放送基地局１０１の地上波
デジタル放送受信範囲１０１Ａに属しない場合には、属しない地上波デジタル放送受信範
囲１０１Ａに存在する移動機無線装置基地局１０４であっても、移動機無線装置基地局１
０４のユーザの住所又は居所が災害場所が地上波デジタル放送基地局１０１の地上波デジ
タル放送受信範囲１０１Ａに属する場合には、該当する移動機無線装置基地局１０４に緊
急警報放送通知を行ってもよい。
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【００４３】
　この場合、災害場所が属しない地上波デジタル放送基地局１０１の地上波デジタル放送
受信範囲１０１Ａに存在する移動機無線装置基地局１０４の各々に属する移動機無線装置
１０５の各々の位置登録情報から住所又は居所を検索し、検索した住所又は居所が災害場
所の属する地上波デジタル放送基地局１０１の地上波デジタル放送受信範囲１０１Ａに含
まれる場合には、該当する移動機無線装置基地局１０４に対して緊急警報放送通知を行う
。これにより、ユーザが住所又は居所から離れ、移動機無線装置１０５が存在する地上波
デジタル放送基地局１０１の地上波デジタル放送受信範囲１０１Ａに災害の発生がなくて
も、住所又は居所の近辺で災害の発生がある場合には、ユーザの移動機無線装置基地局１
０４に緊急警報放送通知が行われる。
【実施例４】
【００４４】
　移動機無線装置１０５が待ち受け状態で移動機無線装置基地局１０４から緊急警報放送
通知を受信した場合を前提として説明したが、移動機無線装置１０５が通話、通信の状態
で移動機無線装置基地局１０４から緊急警報放送通知を受信した場合にも、通話、通信に
受信した緊急警報放送通知を割り込ませ、同様に緊急警報放送通知受信機能部１０５Ｂに
地上波デジタル放送受信機能部１０５ＡをＯＮ状態にさせてもよい。
【００４５】
　通話、通信の状態で地上波デジタル放送受信、表示が好ましくない場合には、緊急警報
放送通知を受信した場合に移動機無線装置１０５から警報音を鳴動させ、又は警報灯を点
滅させて、地上波デジタル放送受信機能部１０５ＡをＯＮ状態にし受信状態にするように
促してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　以上の説明では、本発明では、移動機無線装置について説明を行ったが、移動機無線装
置には移動体に搭載される無線装置を含むがこれに限らず、携帯電話機、ＰＨＳ（簡易携
帯電話機）、ＰＤＡ（携帯情報端末）にも利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明に係る緊急放送自動受信システムにおける地上波デジタル放送の受信、通
話、通信の送受信の関係を説明する図である。
【図２】本発明に係る緊急放送自動受信システムの概略を説明するネットワーク構成図で
ある。
【図３】本発明に係る緊急放送自動受信システムの概略構成を示すブロック図である。
【図４】図３における地上波デジタル放送基地局側サーバー１０２の監視動作例を説明す
るフローチャートである。
【図５】図３における移動機無線基地局側サーバー１０３の動作例を説明するフローチャ
ートである。
【図６】図３における移動機無線装置１０５の動作例を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００４８】
１０１…地上波デジタル放送基地局
１０１Ａ…地上波デジタル放送受信範囲
１０２…地上波デジタル放送基地局側サーバー
１０３…移動機無線基地局側サーバー
１０４…移動機無線装置基地局
１０４Ａ…通話、通信送受信範囲
１０５…移動機無線装置
１０５Ａ…地上波デジタル放送受信機能部
１０５Ｂ…緊急警報放送通知受信機能部
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１０５Ｃ…蓄積部
１０５Ｄ…表示部
２００…インターネット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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