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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号受信装置と、
　表示装置と、
　印刷装置と、
　前記信号受信装置にて受信された信号から緊急時の情報である緊急情報の信号を検出す
る信号検出部と、
　前記緊急情報に関連した情報であり前記表示装置の設置場所から避難する際の情報であ
る避難情報を記憶する記憶装置と、
　前記信号検出部にて前記緊急情報の信号が検出された場合に、そのときに前記表示装置
に表示されている表示情報を前記記憶装置に記憶させ、前記記憶装置から前記避難情報を
読み出し、前記避難情報と前記緊急情報とを前記表示装置に表示させ、かつ前記避難情報
を前記印刷装置により印刷させる制御部とを備え、
　前記制御部は、前記表示装置の設置場所にて撮影を行う撮像装置による撮影データに写
り込んだ人物の数を算出し、当該人物の数を印刷部数として、前記印刷装置を制御するこ
とを特徴とする情報出力装置。
【請求項２】
　前記緊急情報は、災害についての情報であり、前記避難情報は、避難経路の情報および
災害時の対処方法の情報の少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項１の情報出力装
置。
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【請求項３】
　音声出力装置を備え、
　前記避難情報には音声情報が含まれており、前記信号検出部にて前記緊急情報の信号が
検出された場合に、前記制御部は、前記避難情報に含まれる音声情報を読み出し、前記音
声出力装置に出力させることを特徴とする請求項１または２記載の情報出力装置。
【請求項４】
　前記記憶装置は、レーザ光により情報を読み出すことのみ可能な第１記録層と情報の書
き換えが可能な第２記録層とを有する光情報記録媒体を用いるようになっており、
　前記制御部は、前記表示情報を前記第２記録層に記録し、前記避難情報を前記第１記録
層から読み出すことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の情報出力装置。
【請求項５】
　前記記憶装置は、少なくとも前記避難情報が記録された記録媒体を、取り出し可能な構
成となっていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の情報出力装置。
【請求項６】
　前記記録媒体は、前記避難情報が予め記録されている第１記録領域と前記表示情報が記
録される第２記録領域とを有することを特徴とする請求項５に記載の情報出力装置。
【請求項７】
　前記第１記録領域は、物理的に記録が禁止されていることを特徴とする請求項６に記載
の情報出力装置。
【請求項８】
　前記第１記録領域は、論理的に記録が禁止されていることを特徴とする請求項６に記載
の情報出力装置。
【請求項９】
　前記記録媒体は、レーザ光により情報の記録再生が行われる光情報記録媒体であること
を特徴とする請求項６から８のいずれか１項に記載の情報出力装置。
【請求項１０】
　再生専用のＲＯＭ媒体または１回のみ記録が可能な追記型媒体が、前記第１記録領域に
設けられていることを特徴とする請求項６または９に記載の情報出力装置。
【請求項１１】
　前記記録媒体は、層構造を有し、前記第１記録領域が第１記録層に配置され、前記第２
記録領域が第２記録層に配置されていることを特徴とする請求項６から１０のいずれか１
項に記載の情報出力装置。
【請求項１２】
　前記信号受信装置は、地上デジタルテレビ放送の信号を受信し、
　前記緊急情報の信号は、前記地上デジタルテレビ放送に含まれる緊急地震速報の信号で
あることを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の情報出力装置。
【請求項１３】
　前記信号受信装置は、地上デジタルテレビ放送の信号を受信し、
　前記緊急情報の信号は、前記地上デジタルテレビ放送の放送局から発信される緊急警報
放送識別子の信号であることを特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載の情報
出力装置。
【請求項１４】
　信号受信装置と、表示装置と、印刷装置と、前記信号受信装置にて受信された信号から
緊急時の情報である緊急情報の信号を検出する信号検出部と、前記緊急情報に関連した情
報であり前記表示装置の設置場所からの避難についての情報である避難情報を記憶する記
憶装置と、を備えた情報出力装置での情報出力方法であって、
　前記信号検出部にて前記緊急情報の信号が検出された場合に、そのときに前記表示装置
に表示されている情報を前記記憶装置に記憶させ、前記記憶装置から前記避難情報を読み
出し、前記避難情報と前記緊急情報とを前記表示装置に表示させ、かつ、前記表示装置の
設置場所にて撮影を行う撮像装置による撮影データに写り込んだ人物の数を算出し、当該
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人物の数を印刷部数として、前記避難情報を前記印刷装置により印刷させるステップを含
むことを特徴とする情報出力方法。
【請求項１５】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の情報出力装置を動作させるための制御プログ
ラムであって、コンピュータを上記情報出力装置における制御部として機能させるための
制御プログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の制御プログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
【請求項１７】
　請求項１から１３のいずか１項に記載の情報出力装置を含むことを特徴とする電子会議
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、緊急情報の信号を検出した際に、ユーザを適切に避難させるための装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、地震予報や津波予報等がテレビで速報として放送されている。しかし、例えば情
報を表示する表示装置を使用した会議を想定した場合、会議参加者は、地震や津波が起こ
ったときに、地震予報や津波予報等の災害情報を入手できず、また会議室における地震や
津波に対する対処方法や避難経路等が全く解らず、災害を被る可能性が高くなる。
【０００３】
　ここで、ユーザがテレビ等を視聴していない場合や、録画機器の映像を視聴している場
合であっても、送信されてきた緊急情報信号を検出分離して希望の映像音声信号に合成す
る技術がある（例えば、特許文献１参照）。この場合、ユーザは緊急情報信号の放送され
た番組を視聴していなくても、リアルタイムに緊急情報を知ることができる。
【特許文献１】特開２００２－２６２１９２号公報（平成１４年９月１３日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術では、ユーザは緊急情報を知ることはできるが、災害に対
する対処方法や避難経路等の情報を入手することができず、被災しなくても済む災害に巻
き込まれる可能性がある。例えば、ユーザが建屋の会議室で会議を行っている場合、夫々
の会議室の位置あるいは環境に応じた適切な災害対処方法や避難経路情報等を入手し、身
の安全を充分に確保できるとは言えない。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記状況に鑑みなされたものであり、表示装置が設置されている場
所のユーザを適切に避難させることができる情報出力装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る情報出力装置は、上記課題を解決するために、信号受信装置と、表示装置
と、印刷装置と、前記信号受信装置にて受信された信号から緊急時の情報である緊急情報
の信号を検出する信号検出部と、前記緊急情報に関連した情報であり前記表示装置の設置
場所からの避難についての情報である避難情報を記憶する記憶装置と、前記信号検出部に
て前記緊急情報の信号が検出された場合に、そのときに前記表示装置に表示されている情
報を前記記憶装置に記憶させ、前記記憶装置から前記避難情報を読み出し、前記避難情報
と前記緊急情報とを前記表示装置に表示させ、かつ前記避難情報を前記印刷装置により印
刷させる制御部とを備えていることを特徴としている。
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【０００７】
　上記構成によると、緊急情報の信号が検出されると、そのとき表示装置に表示されてい
る表示情報が記憶装置に記録され、緊急情報とこれに関連した情報であり、表示装置の設
置場所からの避難についての情報である避難情報とが表示装置に表示され、かつ、避難情
報が印刷装置にて印刷される。よって、緊急情報の信号が検出された緊急時に、表示装置
が設置されている場所にいるユーザは、表示装置に表示された緊急情報に気が付き、避難
情報を確認して避難を行うことができる。また、その避難情報は印刷されているので、そ
の印刷物を持って避難することができる。ここで、避難情報は、表示装置が設置されてい
る場所から避難する際の情報であるということは、表示装置が設置されている場所によっ
てカスタマイズされているということである。ユーザは、この表示装置が設置されている
場所によってカスタマイズされた避難情報の印刷物を持って避難するため、緊急時に、迷
ったりパニックになったりせずに避難することができる。このように、上記構成によると
、表示装置が設置されている場所のユーザを適切に避難させることができる。なお、避難
情報は、表示装置の設置場所から避難する際の情報であればどのようなものでもよく、避
難のための経路を示すための情報であってもよいし、避難するために必要な対処方法の情
報であってもよい。
【０００８】
　本発明に係る情報出力装置では、上記構成に加え、前記緊急情報は、災害についての情
報であり、前記避難情報は、避難経路の情報および災害時の対処法の情報の少なくとも一
方を含んでいてもよい。
【０００９】
　上記構成によると、災害時に避難経路の情報が表示装置に表示され、また、印刷される
ことで、ユーザは、避難経路を確認しながら避難することができる。よって、災害時にユ
ーザをより適切に誘導して避難させることができる。また、上記避難情報は、災害時の対
処方法の情報を含んでいてもよい。災害時の対処方法の情報を含むことで、ユーザに災害
に適切に対応させたり、ユーザを落ち着かせたりすることができる。
【００１０】
　本発明に係る情報出力装置では、上記構成に加え、音声出力装置を備え、前記避難情報
には音声情報が含まれており、前記信号検出部にて前記緊急信号が検出された場合に、前
記制御部は、前記避難情報に含まれる音声情報を読み出し、前記音声出力装置に出力させ
てもよい。
【００１１】
　上記構成によると、避難情報に含まれる音声情報が出力されることで、表示情報、印刷
情報に加えて、音声情報によりユーザを的確に避難させることができる。
【００１２】
　本発明に係る情報出力装置では、上記構成に加え、前記記憶装置は、少なくとも前記避
難情報が記録された記録媒体を、取り出し可能な構成となっていてもよい。
【００１３】
　上記構成によると、避難情報が記録された記録媒体を取り出すことができる。ここで、
避難情報は、表示装置が設置されている場所からの避難する際の情報であり、例えば、情
報出力装置を企業で用いる場合、緊急時の対処方法や建屋の避難経路は、企業の会議室の
間取りや建屋ごとに異なり、企業の機密情報ということもある。そこで、緊急情報を受信
した緊急時、例えば災害時に、このような機密情報が記録されている記録媒体を記憶装置
から取り出し持って避難することが可能になる。よって、機密情報の漏洩を防ぐことがで
きる。
【００１４】
　ここで、前記記録媒体は、前記避難情報が記録される第１記録領域と前記表示情報が記
録される第２記録領域とを有していてもよい。そして、前記第１記録領域は、物理的、論
理的に記録が禁止されているのがよい。このように記録が禁止されていることで、第１記
録領域に記録された機密情報である避難情報の漏洩や改ざんを防ぐことができる。また、
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第２記録領域に表示情報を記録するので、緊急時に、機密情報である避難情報と、そのと
きに表示装置に表示されていた表示情報とが記録されている記録媒体を記憶装置から取り
出し持って避難することが可能になる。なお、避難情報のうち機密にしなくてもよい情報
（例えば、広域避難場所の地図、緊急時の一般的な心得）は、第２記録領域に記録してお
いてもよい。
【００１５】
　また、前記記録媒体は、レーザ光により情報の記録再生が行われる光情報記録媒体であ
ってもよく、さらに、前記第１記録領域は、再生専用のＲＯＭ媒体または１回のみ記録が
可能な追記型媒体であってもよい。また、前記記録媒体は、層構造を有し、前記第１記録
領域が第１記録層に配置され、前記第２記録領域が第２記録層に配置されていてもよい。
【００１６】
　ここで、例えば、上記表示装置が、会議室での会議の議事録等を表示するのに用いられ
ており、上記記録媒体が、例えばBlu-rayディスクであったとする。会議の議事録等の画
像データをBlu-rayディスクに記録することで、緊急情報を受信した緊急時、例えば災害
時に、Blu-rayディスクのみを記憶装置から取り出し持って避難することが可能になる。
よって、例えば災害で情報出力装置が修復不可能な状態に全壊したとしても、会議の議事
録等の画像データは手元に残る。したがって、会議の再開が滞りなく行われるようになり
、過去の会議討論等が無駄にならない。また、議事進行中の画像データにフルハイビジョ
ン映像（例えば、縦１，９２０画素×横１，０８０画素の約２０７万個の画素）が含まれ
ている場合であっても、より鮮明に鮮やかに記録保存、再生が可能となる。
【００１７】
　本発明に係る情報出力装置では、上記構成に加え、前記制御部は、前記表示装置が設置
されている場所にて撮影を行う撮像装置による撮影データに写り込んだ人物の数を算出し
、当該人物の数を印刷部数として、前記印刷装置を制御してもよい。
【００１８】
　上記構成によると、避難情報を印刷する際、印刷部数を、表示装置が設置されている場
所にて撮影を行う撮像装置による撮影データに写り込んだ人物の数、とする。そのため、
表示装置が設置されている場所にいるユーザ全員に印刷物がいきわたり、どの人もその印
刷物に印刷された避難情報を持って避難することができる。
【００１９】
　本発明に係る情報出力装置では、上記構成に加え、前記信号受信装置は、地上デジタル
テレビ放送の信号を受信し、前記緊急情報は、前記地上デジタルテレビ放送に含まれる緊
急地震速報の信号であってもよい。
【００２０】
　上記構成によると、受信した地上デジタルテレビ放送の信号の中に緊急地震速報が含ま
れていた場合に、表示装置が設置されている場所のユーザを適切に避難させることができ
る。
【００２１】
　本発明に係る情報出力装置では、上記構成に加え、前記信号受信装置は、地上デジタル
テレビ放送の信号を受信し、前記緊急情報の信号は、前記地上デジタルテレビ放送の放送
局から発信される緊急警報放送識別子の信号であってもよい。
【００２２】
　上記構成によると、緊急警報放送識別子の信号を受信した場合に、表示装置が設置され
ている場所のユーザを適切に避難させることができる。
【００２３】
　本発明に係る情報出力方法は、上記課題を解決するために、信号受信装置と、表示装置
と、印刷装置と、前記信号受信装置にて受信された信号から緊急時の情報である緊急情報
の信号を検出する信号検出部と、前記緊急情報に関連した情報であり前記表示装置の設置
場所からの避難についての情報である避難情報を記憶する記憶装置と、を備えた情報出力
装置での情報出力方法であって、前記信号検出部にて前記緊急情報の信号が検出された場
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合に、そのときに前記表示装置に表示されている情報を前記記憶装置に記憶させ、前記記
憶装置から前記避難情報を読み出し、前記避難情報と前記緊急情報とを前記表示装置に表
示させ、かつ前記避難情報を前記印刷装置により印刷させるステップを含むことを特徴と
している。
【００２４】
　上記方法によると、本発明に係る情報出力装置と同様の効果を奏し、表示装置が設置さ
れている場所のユーザを適切に避難させることができる。
【００２５】
　また、本発明に係る情報出力装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合
には、コンピュータを上記情報出力装置における上記各手段として動作させることにより
上記情報出力装置をコンピュータにて実現させる制御プログラム、及びその制御プログラ
ムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【００２６】
　これらの構成によれば、上記制御プログラムを、コンピュータに読み取り実行させるこ
とによって、上記情報出力装置と同一の作用効果を実現することができる。
【００２７】
　また、本発明に係る電子会議システムは、上記課題を解決するために、上記いずれか１
つに記載の情報出力装置を含むことを特徴としている。本発明に係る電子会議システムも
、本発明に係る情報出力装置と同様の効果を奏する。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明に係る情報出力装置は、以上のように、信号受信装置と、表示装置と、印刷装置
と、前記信号受信装置にて受信された信号から緊急時の情報である緊急情報の信号を検出
する信号検出部と、前記緊急情報に関連した情報であり前記表示装置の設置場所からの避
難についての情報である避難情報を記憶する記憶装置と、前記信号検出部にて前記緊急情
報の信号が検出された場合に、そのときに前記表示装置に表示されている情報を前記記憶
装置に記憶させ、前記記憶装置から前記避難情報を読み出し、前記避難情報と前記緊急情
報とを前記表示装置に表示させ、かつ前記避難情報を前記印刷装置により印刷させる制御
部とを備えている。
【００２９】
　上記構成によると、緊急情報の信号が検出されると、そのとき表示装置に表示されてい
る表示情報が記憶装置に記録され、緊急情報とこれに関連した情報であり表示装置の設置
場所からの避難についての情報である避難情報とが表示装置に表示され、かつ、避難情報
が印刷装置にて印刷される。よって、緊急情報の信号が検出された緊急時に、表示装置が
設置されている場所にいるユーザは、表示装置に表示された緊急情報に気が付き、避難情
報を確認して避難を行うことができる。また、その避難情報は印刷されているので、その
印刷物を持って避難することができる。ここで、避難情報は、表示装置が設置されている
場所から避難する際の情報であるということは、表示装置が設置されている場所によって
カスタマイズされているということである。ユーザは、この表示装置が設置されている場
所によってカスタマイズされた避難情報の印刷物を持って避難するため、緊急時に、迷っ
たりパニックになったりせずに避難することができる。このように、上記構成によると、
表示装置が設置されている場所のユーザを適切に避難させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下では、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００３１】
　〔実施形態１〕
　図１は本発明の実施形態１に係る情報出力システム（情報出力装置、電子会議システム
）１００のブロック図である。情報出力システム１００は、表示装置１０１と制御部１０
６と記憶装置１０７と印刷装置１０８と音声出力装置１０９を備えている。なお、以下の
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実施形態では、情報出力システム１００を会議に使用した場合について説明する。本情報
出力システム１００は、緊急情報を検出したとき、表示装置１０１にて出力されている会
議の議事データを記憶装置１０７へ記録保存し、各々の対処方法や避難経路の地図を記憶
装置１０７から読み出し、表示し、印刷する構成である。緊急情報は、緊急時の情報であ
り、以下では、緊急地震速報として説明する。
【００３２】
　表示装置１０１は、ＵＨＦアンテナ１０２と接続した地上デジタルテレビ放送受信機（
信号受信装置）１０３と信号検出部１０４と表示部１０５とを備えている。なお、地上デ
ジタルテレビ放送受信機１０３と信号検出部１０４とは、表示装置１０１とは別途設けら
れていてもよい。
【００３３】
　また、表示装置１０１は図示しないタッチパネルを備え、タッチペン等による座標入力
により図形や文字、記号、その他任意に線の太さや色を種々切り替えて入力可能となって
いる。
【００３４】
　信号検出部１０４と表示部１０５とは制御部１０６に接続しており、制御部１０６は記
憶装置１０７と印刷装置１０８と音声出力装置１０９とに接続されている。これらの各接
続は、有線、無線の何れであっても構わない。有線の例としては、ＬＡＮケーブル、ファ
ストイーサネット（登録商標）、ギガビットイーサネット、ＵＳＢ２．０、ＵＳＢ３．０
等が使用できるがこれらに限定しない。無線の例としては、無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ＷｉｒｅｌｅｓｓＵＳＢ（ＵＷＢ）、モ
バイルＷｉＭＡＸ（（第３世代携帯無線（３Ｇ）、第４世代携帯無線（４Ｇ）等）、赤外
線、光無線（ＬＥＤ照明無線も含む）等が使用できるが、これらに限定しない。
【００３５】
　地上デジタルテレビ放送受信機１０３は、ＵＨＦアンテナ１０２を介して地上デジタル
テレビ放送局からの信号を受信し、受信した信号は、信号検出部１０４を通して制御部１
０６に送られる。
【００３６】
　信号検出部１０４は、地上デジタルテレビ放送受信機１０３が受信した信号を検出する
。信号検出部１０４は、地上デジタルテレビ放送受信機１０３が受信した信号から緊急地
震速報の信号を検出し、緊急地震速報の信号とこれを検出した旨の信号とを制御部１０６
へ送信する。
【００３７】
　表示部１０５は、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ(Plasma Display Panel)、
電界放出ディスプレイ(Field Emission Display)、表面電界ディスプレイ(Surface-condu
ction Electron-emitter Display)、プラズマテューブアレイディスプレイ(plasma tube 
array Display)、有機ＥＬディスプレイ(organic electro-luminescence display)、リア
プロジェクションディスプレイ（Rear Projection display）、電子ペーパーディスプレ
イ等を好適に用いることができ、制御部１０６の制御により各種表示を行う。
【００３８】
　記憶装置１０７は、会議の議事データが記憶され、後述する地震時の対処方法と地震時
の避難経路の地図とが含まれている避難情報を記憶している。この避難情報は、表示装置
１０１あるいは情報出力システム１００の設置場所（ここでは会議室）に応じて、例えば
、会議室のある建物における位置あるいは環境またその建物の敷地条件等に応じて、カス
タマイズされている。記憶装置１０７は、本実施形態では、Blu-rayディスク（光情報記
録媒体）に情報を書き込み、およびBlu-rayディスクから情報を読み出す装置である。
【００３９】
　制御部１０６は、表示装置１０１の制御を行う表示制御部１１６と、記憶装置１０７の
制御を行う記憶制御部１２６と、印刷装置１０８の制御を行う印刷制御部１３６と、音声
出力装置１０９の制御を行う音声制御部１４６とを含んでおり、情報出力システム１００
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の各種制御を行う。なお、制御部１０６が、表示装置１０１に含まれていてもかまわない
。また、制御部１０６に対して入力を行うコントローラを備えていてもよい。
【００４０】
　表示装置１０１の表示部１０５には会議の議事等が表示され、図示しない操作者によっ
て図形や文字、記号、その他をタッチペンを用いて会議の議事データを記入しながら会議
が進行しているとする。
【００４１】
　地上デジタルテレビ放送受信機１０３と信号検出部１０４とは、表示装置１０１の図示
しない電源をＯＮにすると動作可能となる。また、表示装置１０１の図示しない電源をＯ
Ｎにすると同時に、制御部１０６と記憶装置１０７と印刷装置１０８との各電源がＯＮの
状態となって、動作可能となるのが好ましい。しかし、特に限定しなくとも個別に電源を
入れて夫々を動作可能な状態にしてもよい。
【００４２】
　会議の議事データを記憶装置１０７へ記録保存し、各々の対処方法や避難経路の地図を
記憶装置１０７から読み出すまでを、読み出しモード設定と定義する。表示装置１０１の
図示しない電源をＯＮにすると自動的に読み出しモード設定がＯＮになるとする。読み出
すモード設定を解除（ＯＦＦ）する場合は、表示部１０５に図示しないアイコン等を図示
しないタッチペン等の入力装置で選択すると、解除することができるものとする。また、
読み出しモード設定は操作者が表示部１０５に図示しないアイコンを図示しないタッチペ
ン等の入力装置で選択することで読み出しモード設定をＯＮに設定することも可能である
。
【００４３】
　なお、会議の議事データを記憶装置１０７へ記録保存し、各々の対処方法や避難経路の
地図を記憶装置１０７から読み出すまでを読み出しモード設定と定義したが、会議の議事
データを記憶装置１０７へ記録保存することを第１モードとし、各々の対処方法や避難経
路の地図を記憶装置１０７から読み出すことを第２モードと定義して、夫々を個別に設定
（ＯＮ／ＯＦＦ）することも可能である。
【００４４】
　今、読み出しモード設定がＯＮの状態で、図示しない地上デジタルテレビ放送局から緊
急地震速報を含んだ信号を、ＵＨＦアンテナ１０２を経由して地上デジタルテレビ放送受
信機１０３が受信したとする。すると、信号検出部１０４が緊急地震速報の信号を検出し
て、検出した旨の信号を制御部１０６へ送信する。また、地上デジタルテレビ放送受信機
１０３が受信した緊急地震速報の情報の信号は、信号検出部１０４を介して制御部１０６
に送られる。制御部１０６が、信号検出部１０４から緊急地震速報の情報を含んだ信号を
検出した旨の信号を受信すると、制御部１０６では以下の処理が行われる。
【００４５】
　表示制御部１１６が、緊急地震速報の映像データおよび文字データを表示部１０５へ送
信し表示させる。また、音声制御部１４６が、緊急地震速報の音声の情報を音声出力装置
１０９へ送信して音声出力の制御を行う。この場合の、表示部１０５の表示の一例を図２
に示す。表示部１０５の表示画面２００上半分に会議中の議事データ２０１が表示され、
表示画面２００下半分には、緊急地震速報の情報の映像データおよび文字データ２０２が
表示される。
【００４６】
　さらに、記憶制御部１２６が、会議中の議事データ２０１を記憶装置１０７へ記録し、
記憶装置１０７から地震時の対処方法と地震時の避難経路の地図とが含まれている避難情
報を読み出す。この避難情報には、映像データ、音声データ、および印刷データが含まれ
ている。そして、上記したように、避難情報は、情報出力システム１００あるいは表示装
置１０１の設置場所によってカスタマイズされている。ここで、会議中の議事データ２０
１を記憶装置１０７へ記録する場合は、後述する図５のBlu-rayディスク（光情報記録媒
体）のＲＥ層である第２情報記録層５０５に記録し保存する。また記憶装置１０７から地
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震対処方法と避難経路の地図とが含まれている避難情報を読み出す場合には、Blu-rayデ
ィスク（光情報記録媒体）のＲＯＭ層である第１情報記録層５０３から読み出す。
【００４７】
　尚、第１情報記録層は、１回のみ記録可能な追記型媒体Ｒ層であっても良いし、ＲＯＭ
層とＲ層を組み合わせた多層構造や、ＲＯＭ層の多層構造、Ｒ層の多層構造であっても良
い。
【００４８】
　そして、表示制御部１１６は、避難情報の映像データを表示装置１０１へ送信して表示
部１０５にて表示させる。それと共に、音声制御部１４６は、避難情報の音声データを音
声出力装置１０９から音声出力させる。また、それと共に、印刷制御部１３６は、印刷装
置１０８へ避難情報の印刷データを送り、印刷を行わせる。ここで、制御部１０６は撮像
装置１１０に接続しており、印刷制御部１３６は、撮像装置１１０による会議参加者を撮
像した撮像データから会議参加者の人数を求め、印刷部数に変換し、印刷をおこなわせて
もよい。こうすると、印刷データは会議参加者分印刷され、その印刷物を会議参加者全員
に配布することができる。
【００４９】
　この場合の表示部１０５の表示例を図３に示す。表示部１０５の表示画面２００には、
地震時の心得と題された地震時の対処方法（災害時の対処方法の情報）３０１および地震
時の避難経路の地図（避難経路の情報）３０２と、緊急地震速報の映像データおよび文字
データ２０２と、が表示されている。このとき出力される音声データは、地震時の対処方
法３０１に対応したデータである。また、印刷データは、地震時の対処方法３０１および
地震時の避難経路の地図３０２とを印刷するデータである。
【００５０】
　なお、本実施形態では、上記のように、まず、図２のように表示部１０５に、会議中の
議事データ２０１と、緊急地震速報の情報の映像データおよび文字データ２０２とを表示
させ、その後、図３に示すように、地震時の対処方法３０１および地震時の避難経路の地
図３０２と、緊急地震速報の情報の映像データおよび文字データ２０２とを表示させてい
る。しかし、図２の表示は行わず、会議中の議事データ２０１を記憶装置１０７に記憶さ
せたら、図３の表示を行う形態でもよい。
【００５１】
　よって、制御部１０６を有する情報出力システム１００を用いることで、会議参加者（
ユーザ）は、リアルタイムに緊急地震速報を視聴しつつ、地震時の対処方法や避難経路の
地図を映像や音声で知ることできる上、地震時の対処方法や避難経路の地図が印刷された
書面（印刷物）を持って避難することができる。
【００５２】
　ここで、地震時の対処方法および地震時の避難経路の地図は、表示装置１０１が設置さ
れている場所によってカスタマイズされている。よって会議参加者は、表示装置１０１が
設置されている場所によってカスタマイズされた避難情報の印刷物を持って避難すること
ができるため、緊急時に、迷ったりパニックになったりせずに避難することができる。こ
のように、情報出力システム１００によると、表示装置１０１が設置されている場所のユ
ーザを適切に避難させることができる。さらに、会議の議事データが記録されたBlu-ray
ディスクを持って避難することができる。よって、会議参加者全員が安全に避難すること
が可能となる。
【００５３】
　本実施形態の情報出力システム１００の斜視図を図４に示す。情報出力システム１００
は、上記した表示装置１０１と制御部１０６と記憶装置１０７と印刷装置１０８と音声出
力装置１０９とを備えており、記憶装置１０７には、Blu-rayディスクの挿入取り出しト
レイ１０７ａが備えられている。また、表示装置１０１の表示部１０５を支えるための脚
部４０４および台座４０１と、また、情報出力システム１００を移動させるためのキャス
ター４０２、とを備えている。尚、表示装置１０１の表示部１０５は設置場所の壁に掛け
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る壁掛けタイプであってもよいし、壁に一体的に埋め込まれたタイプであってもよく、適
宜構成を変更してもよい。また、図４には、撮像装置は図示していない。
【００５４】
　次に、記憶装置１０７にて使用するBlu-rayディスクの一例について説明する。図５（
ａ）は、Blu-rayディスク５００の概略図であり、図５（ｂ）は、その断面図である。Blu
-rayディスク５００は、図５（ｂ）に示すように、再生光入射面側から順に、透光層５０
２、第１情報記録層５０３、中間層５０４、第２情報記録層５０５、基板５０６、が積層
された構造になっている。Blu-rayディスク５００に対する再生光は青色可視光領域であ
る青紫色レーザ（波長略４０５ｎｍ）を用いる。
【００５５】
　透光層５０２は、例えば厚さ７５μｍの紫外線硬化樹脂からなる。透光層５０２の材料
は再生光の波長において透過率が高ければよく、ポリカーボネートフィルムと透明粘着剤
で形成されていてもよいし、表面保護の為にハードコートが設けられていてもよい。さら
に記憶装置１０７が有する光学系に応じて厚さを変更しても良く、例えば６００μｍのポ
リカーボネート基板でもよく、更に多層構造であってもよい。
【００５６】
　第１情報記録層５０３は、読取り専用型ＲＯＭ(Read Only Memory)層であり、例えば厚
さ１０ｎｍの窒化シリコンからなる。再生光の波長において透光性を有するものであれば
よく、例えば窒化アルミ、窒化チタン等の金属窒化物や、酸化タンタル、酸化チタン、酸
化シリコン等の金属酸化膜、又は、ZnS-SiO2等の金属複合酸化物を用いることができる。
【００５７】
　中間層５０４は、例えば厚さ２５μｍの透明紫外線硬化樹脂からなり、第１情報記録層
５０３と接する面側には第１情報記録層５０３に記録される情報に応じた凹凸からなるプ
リピットが設けられている。中間層５０４は再生光の波長において透過率が高い材料であ
ればよく、特に限定されるものではない。更に多層構造であってもよい。
【００５８】
　第２情報記録層５０５は、書換え可能型ＲＥ（Rewritable）層であり、例えば７層の薄
膜からなり、再生光入射面側より、第１保護膜５０５ａとして厚さ３５ｎｍのZnS-SiO2、
第２保護膜５０５ｂとしてZrO、記録層５０５ｃとして厚さ１０ｎｍのGeTeSb2Te3、第３
保護膜５０５ｄとして厚さ５ｎｍのZrO、第４保護膜５０５ｅとして３５ｎｍのZnS-SiO2
、第５保護膜５０５ｆとして厚さ５ｎｍのZrO、および反射膜５０５ｇとして厚さ２０ｎ
ｍのＡＰＣ（AgPdCu）が順に積層されている。第２情報記録層５０５の厚さや積層数は特
に限定されるものではなく、ＲＥ層として機能するものであればよい。
【００５９】
　基板５０６は、例えば厚さ１．１ｍｍのポリカーボネートからなる。表面にグルーブが
設けられ所定の強度があればよく、ポリオレフィン樹脂や金属等であってもよい。
【００６０】
　本情報出力システム１００において使用した場合の、Blu-rayディスク５００に記録す
る情報の属性を図６に示す。図６に示すように、第１情報記録層（読取り専用型　ＲＯＭ
層）５０３には、記憶装置１０７の各種動作を機能させる各種プログラムが記録される。
またコンテンツも記録され、本情報出力システム１００で用いる場合には、カスタマイズ
された地震時の対処方法や避難経路の地図等が記録されている。
【００６１】
　第２情報記録層（書き換え可能型　ＲＥ層）５０５には、会議議事について表示部１０
５に表示されたデータを記録し保存できるようになっている。
【００６２】
　本実施形態では、第１情報記録層（第１記録領域）に記録される情報の安全性・信頼性
を確保する目的で、対象となる情報を凹凸からなるプリピット(一般的なＣＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＢＤ－ＲＯＭと同類)として形成するＲＯＭ形態とし、記録データの誤
削除や改竄を防止している。また、上記目的に対しては、第１情報記録層(第１記録領域)
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を情報が１回のみ記録可能な追記型媒体（一般的なＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ、ＢＤ－Ｒと同
類）とする形態とすることもできる。
【００６３】
　いずれの場合も、記録された情報は物理的な特性変化による書き換えができない性質を
持っており、情報の安全性・信頼性が確保されるものである。
【００６４】
　一方、上記第１情報記録層(第１記録領域)を情報が何回でも書換え可能な媒体（一般的
なＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＢＤ－ＲＥと同類）とする場合であっても、記録を禁止す
るための識別情報(ライトプロテクト)を付加することによって、論理的な記録禁止を実現
してもよい。この場合、物理的に記録禁止を行う上記方法に比べると情報の安全性・信頼
性が劣るが、物理的に書換え可能な全領域の内から所望の領域のみを論理的に記録禁止と
できることから、任意情報に対する記録禁止指定が可能になり、利便性が増大する。
【００６５】
　次に、情報出力システム１００での処理について、図７のフローチャートを用いて説明
する。
【００６６】
　初めに、ステップＳ１で、地上デジタルテレビ放送局から送信された緊急地震速報を含
んだデジタル信号をＵＨＦアンテナ１０２を経由して地上デジタルテレビ放送受信機１０
３で受信する。ステップＳ２では、地上デジタルテレビ放送受信機１０３で受信した緊急
地震速報を含んだデジタル信号から緊急地震速報の信号を、信号検出部１０４で検出して
検出した旨の信号を制御部１０６へ送信する。ステップＳ３では、制御部１０６が緊急地
震速報の信号を信号検出部１０４で検出した旨の信号を受信し、また信号検出部１０４を
経由して得られる緊急地震速報に関する映像データと文字データとを受信する。そして、
読み出しモード設定がＯＮであるかＯＦＦであるかを判定する。
【００６７】
　ステップＳ３で読み出しモード設定がＯＮであると判定した場合は、ステップＳ４へ進
む。ステップＳ４では、記憶制御部１２６は、議事データを記憶装置１０７のBlu-rayデ
ィスク５００の第２情報記録層５０５への記録し、記憶装置１０７のBlu-rayディスク５
００の第１情報記録層５０３から緊急地震速報時の地震の時の対処方法と地震時の避難経
路の地図等の、映像データと音声データと印刷データを読み出す。
【００６８】
　ステップＳ５では、表示制御部１１６は、緊急地震速報の映像データと文字データと、
記憶装置１０７の第１情報記録層５０３から読み出した緊急地震速報時の地震時の対処方
法や地震時の避難経路の地図等の映像データと、を表示部１０５にて表示させる。また、
音声制御部１４６は、記憶装置１０７の第１情報記録層５０３から読み出した地震時の対
処方法等の音声データを音声出力装置１０９に出力させる。さらに、記憶制御部１２６は
、記憶装置１０７の第１情報記録層５０３から読み出した緊急地震速報時の地震時の対処
方法と地震時の避難経路の地図等の印刷データを、印刷装置１０８へ送信して印刷させる
。
【００６９】
　ステップＳ３で読み出しモード設定がＯＦＦである場合はステップＳ６へ進み、会議中
の議事データを継続表示する。
【００７０】
　以上により、情報出力システム１００での一連の処理が終わる。
【００７１】
　〔実施形態２〕
　本発明の別の実施形態について図８～１０を用いて説明する。なお、説明の便宜上、実
施形態１で説明した各部材と同様の機能を有する部材については、実施形態１と同じ符号
を用い、その説明を省略する。
【００７２】
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　本実施形態の情報出力システム（情報出力装置、電子会議システム）７００は、図８に
示すように、実施形態１の情報出力システム１００に加え、地上デジタルテレビ放送受信
機１０３と制御部１０６との間に緊急警報放送識別子検出部（信号検出部）７０１が接続
されている。
【００７３】
　情報出力システム７００では、緊急情報として、緊急警報放送を受信する。図示しない
地上デジタルテレビ放送局から緊急警報放送識別子の信号を含む緊急警報放送を、ＵＨＦ
アンテナ１０２を介して地上デジタルテレビ放送受信機１０３が受信すると、緊急警報放
送識別子検出部７０１は、緊急警報放送識別子を検出した旨の信号を制御部１０６へ送信
する。
【００７４】
　制御部１０６が緊急警報放送識別子検出部７０１からの緊急警報放送識別子を検出した
旨の信号を受信すると、次の処理が行われる。表示制御部１１６は、地上デジタルテレビ
放送受信機１０３が受信した緊急警報放送の映像データや文字データ等を表示部１０５へ
送信して表示を行わせる。また、音声制御部１４６は、緊急警報放送の音声データを音声
出力装置１０９へ送信して出力させる。そして、記憶制御部１２６は、会議中の議事デー
タ２０１を記憶装置１０７にBlu-rayディスクへ記録させるとともに、記憶装置１０７のB
lu-rayディスクから緊急警報時の対処方法および避難経路の映像データと音声データと印
刷データとを読み出す。ここで、緊急警報放送時の対処方法には、地震時の対処方法およ
び津波警報・注意報時の対処方法があり、緊急警報放送によって片方だけ読み出す場合も
ある。また、緊急警報放送時の避難経路の地図には地震時の避難経路の地図および津波時
の避難経路の地図があり、緊急警報放送によって片方だけ読み出す場合もある。また、表
示制御部１１６は、緊急警報時の対処方法および避難経路の映像データを表示部１０５へ
送信して表示させる。緊急警報放送の映像データや文字データと、緊急警報時の対処方法
および避難経路の映像データとを同時に表示させてもよい。音声制御部は、緊急警報時の
対処方法の音声データを音声出力装置１０９へ送信して出力させる。印刷制御部は、緊急
警報時の対処方法および避難経路の印刷データを印刷装置１０８へ送信して印刷させる。
ここで、制御部１０６は撮像装置１１０に接続しており、印刷制御部１３６は、撮像装置
１１０による会議参加者を撮像した撮像データから会議参加者の人数を求め、印刷部数に
変換し、印刷をおこなわせてもよい。こうすると、印刷データは会議参加者分印刷され、
その印刷物を会議参加者全員に配布することができる。
【００７５】
　緊急警報放送識別子検出部７０１が緊急警報放送識別子を検出した際に、表示部１０５
での表示例を図９示す。表示部１０５の表示画面２００の上半分に、地震時の心得と題さ
れた地震時の対処方法３０１と津波警報・注意報時の心得と題された津波警報・注意報時
の対処方法８０１とが繰り返し表示される。ここでは、交互に表示させるものとしたが、
まとめて表示させてもよい。また地震時の避難経路の地図３０２と津波時の避難経路の地
図８０２とが繰り返し表示される。ここでは、交互に表示させるものとしたが、まとめて
表示させてもよい。
【００７６】
　ここで、読み出した緊急警報時の対処方法および避難経路の地図は、例えば、地震の時
の対処方法３０１、地震時の避難経路の地図３０２、津波警報・注意報の時の対処方法８
０１、津波時の避難経路の地図８０２、の順番に印刷してもよい。また、例えば、地震の
時の対処方法３０１及び地震時の避難経路の地図３０２を１ページ（２ｉｎ１）に印刷し
、津波警報・注意報の時の対処方法８０１及び津波時の避難経路の地図８０２を１ページ
（２ｉｎ１）に印刷してもよいし、地震の時の対処方法３０１、地震時の避難経路の地図
３０２、津波警報・注意報の時の対処方法８０１、および津波時の避難経路の地図８０２
を１枚の印刷用紙に一括して印刷（４ｉｎ１）してもよい。
【００７７】
　また例えば、地震の時の対処方法３０１及び地震時の避難経路の地図３０２を１枚の印



(13) JP 4536790 B2 2010.9.1

10

20

30

40

50

刷用紙の表裏に両面印刷し、津波警報・注意報の時の対処方法８０１及び津波時の避難経
路の地図８０２を別の１枚の印刷用紙の表裏に両面印刷してもよい。
【００７８】
　いずれにしても、地震の時の対処方法３０１及び地震時の避難経路の地図３０２と、津
波警報・注意報の時の対処方法８０１及び津波時の避難経路の地図８０２と、が夫々対応
して印刷し、会議参加者が夫々を関連立って視認性が良好な印刷物が得られるようになっ
ていれば、特に限定はしない。
【００７９】
　表示部１０５の表示画面の下半分には、緊急警報放送の画像データである臨時ニュース
８０３をリアルタイムで表示させる。なお、文字データが表示されてもよい。
【００８０】
　音声出力装置１０９から地震時の対処方法３０１に対応する音声データ、津波警報・注
意報時の対処方法８０１に対応する音声データ、臨時ニュース８０３に関する音声を出力
する。ここで、音声データと臨時ニュースの音声出力制御は、例えば、音声データを臨時
ニュースの音声より先に、例えば１回から３回程度出力させ、その後臨時ニュースの音声
に切り替えて臨時ニュースの音声を継続して出力するようにしてもよい。また、図示はし
ていないが、臨時ニュースの映像データと音声データ等を検出分離して臨時ニュースの音
声データを音声制御部１４６へ送信する検出分離器なる機器を用いて、臨時ニュースの音
声データを受信するまで継続的に記憶装置１０７から読み出した音声データを出力するよ
うに制御してもよい。
【００８１】
　会議中の議事データ２０１は、実施形態１と同様、図５のBlu-rayディスクの第２情報
記録層５０５のＲＥ層に記録し保存する。
【００８２】
　また記憶装置１０７から緊急警報放送時の対処方法と避難経路の映像データと音声デー
タと印刷データとを読み出す時は、Blu-rayディスクの第１情報記録層５０３から会議室
の建屋や敷地条件をカスタマイズした緊急警報放送時の対処方法と避難経路の各データを
読み出す。
【００８３】
　また、印刷制御部１３６は、印刷装置１０８に、地震時の対処方法３０１と地震時の避
難経路の地図３０２、および津波警報・注意報時の対処方法８０１と津波時の避難経路の
地図８０２の、２種類を印刷させる。
【００８４】
　次に、情報出力システム７００での処理について、図１０のフローチャートを用いて説
明する。初めに、ステップＳ１１では、地上デジタルテレビ放送局から送信された緊急警
報放送を含んだデジタル信号を、ＵＨＦアンテナ１０２を経由して、地上デジタルテレビ
放送受信機１０３が受信する。ステップＳ１２では、緊急警報放送識別子検出部７０１は
、地上デジタルテレビ放送受信機１０３で受信した緊急警報放送を含んだデジタル信号か
、緊急警報放送識別子を検出して、緊急警報放送識別子を検出した旨の信号を制御部１０
６へ送信する。
【００８５】
　ステップＳ１３では、制御部１０６は、緊急警報放送識別子検出部７０１から検出した
旨の信号を受信し、また、信号検出部１０４を経由して得られる緊急警報放送の映像デー
タおよび音声データを受信する。そして上記読み出しモード設定がＯＮであるかＯＦＦで
あるかを判定する。
【００８６】
　ステップＳ１３で読み出しモード設定がＯＮである場合はステップＳ１４へ進む。ステ
ップＳ１４では、記憶制御部１２６は議事データを記憶装置１０７のBlu-rayディスクの
第２情報記録層５０５へ記録し、記憶装置１０７のBlu-rayディスクの第１情報記録層５
０３から、緊急警報放送時の対処方法および避難経路の地図の、映像データと音声データ
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と印刷データとを読み出す。緊急警報放送時の対処方法には、地震時の対処方法および津
波警報・注意報時の対処方法があり、片方だけの場合もある。また、緊急警報放送時の避
難経路の地図には地震時の避難経路の地図および津波時の避難経路の地図があり、片方だ
けの場合もある。そして、ステップＳ１５に進む。
【００８７】
　ステップＳ１５では、表示制御部１１６は、緊急警報放送の映像データと、記憶装置１
０７のBlu-rayディスクの第１情報記録層５０３から読み出した緊急警報放送時の対処方
法および緊急時の地図の映像データを、表示部１０５にて表示させる。かつ、音声制御部
１４６は、緊急警報放送の音声データと、記憶装置１０７のBlu-rayディスクの第１情報
記録層５０３から読み出した緊急警報放送時の対処方法の音声データを、音声出力装置に
て出力させる。かつ、印刷制御部１３６は、記憶装置１０７のBlu-rayディスクの第１情
報記録層５０３から読み出した緊急警報放送時の対処方法および避難経路の地図の印刷デ
ータを、印刷装置１０８へ送信して印刷させる。
【００８８】
　ステップＳ１３で読み出しモード設定がＯＦＦである場合はステップＳ１６へ進み、表
示制御部１１６は、会議中の議事データを継続表示する。
【００８９】
　〔実施形態３〕
　本発明のさらに別の実施形態について図１１を用いて説明する。なお、説明の便宜上、
実施形態１で説明した各部材と同様の機能を有する部材については、実施形態１と同じ符
号を用い、その説明を省略する。
【００９０】
　図１１は、本実施形態の情報出力システム（情報出力装置、電子会議システム）９００
を示すブロック図である。情報出力システムは、実施形態１の地上デジタルテレビ放送受
信機１０３の代わりに、ＵＨＦアンテナ１０２とＢＳ・ＣＳアンテナ９０１とで受信する
デジタル放送の信号を共用して受信する三波共用デジタル放送受信機（信号受信装置）９
０２を備えている。
【００９１】
　信号検出部１０４が、三波共用デジタル放送受信機９０２が受信した信号から緊急地震
速報を検出すると、その信号を受信した旨を制御部１０６に送信する。制御部１０６にお
ける処理は、実施形態１と同様である。
【００９２】
　また、図示はしていないが、情報出力システム９００は、実施形態２と同様に、三波共
用デジタル放送受信機９０２が受信した信号から緊急警報放送識別子を検出する、緊急警
報放送識別子検出部７０１が接続された構成であってもよい。
【００９３】
　ここで、上記各実施の形態では、地上デジタル放送やＢＳ・ＣＳデジタル放送から緊急
地震速報や緊急警報放送等の災害情報を検出した場合を例示したが、国や地域が異なれば
当然のことながら災害情報は異なる。よって、災害情報には、例えば、地震および津波以
外に、竜巻、ハリケーン、台風、火山、火事、ロケットや人工衛星および隕石等の落下、
等の天災や人災に関わるあらゆる災害情報も含まれる。また、災害情報でなくても、緊急
を要する情報、例えばテロリズム、犯罪や事件等、どのような情報であってもよい。また
、上記した以外の放送に災害情報が含まれていてもよい。即ち、ユーザが知らない土地や
地域、国等に出向いた場合に天災や人災に被災しないで無事に避難できるような情報を放
送する場合にも、本発明を適用できる。
【００９４】
　また、上記各実施の形態では、本発明に係る情報出力装置を用いる場として、会議を想
定して説明したが、例えば、各種イベント会場やホテル等での催し、フォトショップ、ス
ポーツ等の戦略戦術の検討、医療関連、テレビ局や出版社等のマスメディア、アミューズ
メントフロア等、人が集うシーン等に、本発明に係る情報出力装置を用いることができる
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【００９５】
　また、上記実施の形態では、記憶装置１０７として、Blue-rayディスク（光情報記録媒
体（光ディスク））の装置を用いた例で説明したが、取り出し可能なハードディスク装置
や、半導体メモリ装置であっても構わない。
【００９６】
　なお、制御部１０６の各ブロックは、ハードウェアロジックによって構成してもよいし
、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【００９７】
　すなわち、制御部１０６は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するＣＰＵ
（central processing unit）、上記プログラムを格納したＲＯＭ（read only memory）
、上記プログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、上記プログラムおよび各
種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。なお、この記憶
装置は、記憶装置１０７であってもよい。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現
するソフトウェアである制御部１０６の制御プログラムのプログラムコード（実行形式プ
ログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に
記録した記録媒体を、制御部１０６に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ
）が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達
成可能である。
【００９８】
　また、制御部１０６を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコードを
通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限定さ
れず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ
、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（virtual private network）、電話回線網、移
動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒
体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブ
ルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星回線、
地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコード
が電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態で
も実現され得る。
【００９９】
　なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に開示した範囲
で、種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組
み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明は、緊急情報を受信して表示する装置等に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の実施形態１に関する情報出力システムのブロック図である。
【図２】本発明の実施形態１に関する表示部の第１の表示例を示す図である。
【図３】本発明の実施形態１に関する表示部の第２の表示例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態１の情報出力システムの斜視図である。
【図５】（ａ）は、本発明の実施形態１の光情報記録媒体の概略図であり、（ｂ）は、（
ａ）の光情報記録媒体の断面図である。
【図６】図５の光情報記録媒体に記録する情報の属性を示す図である。
【図７】本発明の実施形態１の情報出力システムでの処理のフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態２に関する情報出力システムのブロック図である。
【図９】本発明の実施形態２に関する表示部の表示例を示す図である。
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【図１０】本発明の実施形態２の情報出力システムでの処理のフローチャートである。
【図１１】本発明の実施形態３に関する情報出力システムのブロック図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１００，７００，９００　情報出力システム（情報出力装置、電子会議システム）
　１０１　表示装置
　１０２　ＵＨＦアンテナ
　１０３　地上デジタルテレビ放送受信機（信号受信装置）
　１０４　信号検出部
　１０６　制御部
　１０７　記憶装置
　１０８　印刷装置
　１０９　音声出力装置
　１１６　表示制御部
　１２６　記憶制御部
　１３６　印刷制御部
　１４６　音声制御部
　２００　表示画面
　２０１　会議中の議事データ（表示情報）
　２０２　緊急地震速報の映像および文字データ（緊急情報、緊急地震速報）
　３０１　地震の時の心得（避難情報）
　３０２　地震時の避難経路の地図（避難情報）
　５００　Blu-rayディスク（光情報記録媒体）
　５０３　第１情報記録層（第１記録層）
　５０５　第２情報記録層（第２記録層）
　７０１　緊急警報放送識別子検出部（信号検出部）
　８０１　津波警報・注意報の時の心得（避難情報）
　８０２　津波時の避難経路の地図（避難情報）
　８０３　緊急警報放送に関する臨時ニュース（緊急情報、緊急警報放送）
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