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概要： 

Raspberrypi を使用した本装置”TinySavior EQ”はインターネットに繋がる環境に接続する事で緊急地震速報を受信し装置が

設置された場所への予測震度/猶予秒数を”TinySavior EQ”が計算し通知します。また、予測震度/猶予秒数のアナウンス後

NHK ネットラジオ“らじるらじる”を自動起動し発生地震での津波情報、被災状況を聴く事が出来ます。 

下線はオプション機能です。 

機能： 

A:通信関連 

① 通報装置をインターネットにアクセス出来る LAN に接続すると、災害配信サーバと TCP/IP 9001 番ポートで常時接続しま

す。 

② 起動時に取得している IP アドレス、装置 ID 番号をメールで通知します。 

DHCP(IP 自動取得)に設定していても装置が取得している IP アドレスを容易に知る事が出来ます。 

メールアドレスは装置の WEB 画面で登録出来ます。(ベーシック認証付き) 

③ ３分に 1 度、配信サーバに接続し登録された緯度・経度・地盤増幅度、標準時刻、設置地域コードを”TinySavior EQ”同期

します。 

装置設置場所を移設する場合、御連絡を頂きますとサーバ側に新しい場所の緯度・経度・地盤増幅度を設定すると装置

に自動更新されますので装置を移設しても装置設置場所へ出向き設定する必要がありません。 

④ 配信サーバと通信出来ない場合、３分間に数回リトライを実施し６分間通信が出来ない場合は通信異常音を鼓動します。 

２重化サービスに御加入の場合は他の配信サーバへの接続プロセスを開始します。 

⑤ 通信異常になった場合、警報音と LED を点灯し通知します。 

ディスプレーに接続の場合は画面にも通信異常を表示します。 

B:通知方法 

⑥ 緊急地震速報を配信サーバから受信すると通報装置設置場所への予測震度・猶予秒数を装置が計算し内蔵スピーカー

より音声で、お知らせします。 

気象業務支援センタから送信される緊急地震速報“予報”は、一つの発生地震で複数報配信されてきます。初回通知した

予測震度を１以上、上廻る予報、または到達秒数が前回通知より 10 秒以上短くなる予報を受信した場合、再通知します。 

警報音は震度４までは REIC（リアルタイム地震情報利用者協議会）音・震度５弱以上は NHK 音で通知します。 

⑦ HDMI 端子を所持し TV や液晶モニタに画像と音声で通知します。 

画像解像度：1024×768、1280×720、1280×800、1280×960、1280×1024、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1000、

1600×1200、1600×1280、1680×1050、1920×1080、1920×1200 の画面サイズに対応しています。 

市販の HDMI ケーブルで装置とディスプレーを接続して下さい。 
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上記画面に震源地、設置場所、予測震度・猶予秒数、震源情報が表示されます。 

⑧ 通報装置設置場所の予測震度・猶予秒数を Mail で送信出来ます。この機能は設置場所への到達震度を知り被災状況を

判断するための機能です。最大 5 件のメールアドレスの登録、送信が可能です。早く情報を受信する為にはプッシュ式メ

ールアプリをお使いください。 

受信メールに記載の URL をクリックすると=> 震源地を表示 

⑨ 装置に Push SW を接続し短押しすると登録文面をメールで通知出来ます。 

 

⑩ 時報を音声通知する設定が出来ます。（９時・１２時・３時・６時 個々に鼓動・通知しない、の設定が可能） 

C:制御 

⑪ 設定震度閾値を超えると防災制御接点が作動し放送設備や各種防災機器を作動します。=Ry 等の接続が必要 

防災制御・計測・監視などを実現出来ます。 

D:訓練等 

⑫ 通報装置は WEB サーバを持っています。装置のホームページへアクセスし訓練報を配信できます。 

起動時に装置が取得した IP アドレスをメールで送信します。この IP アドレスに同一 LAN に接続したパソコン等のブラウザ
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でアクセスし、過去地震を選択するか、任意の地点（緯度・経度・深さ）、マグニチュードを入力し設置場所への予測震度、

猶予秒数を通知します。訓練用や発生地震のシミュレーションとして御利用ください。 

例：装置起動時にメールで通知した IP アドレスに装置と同じ LAN に接続したパソコンのブラウザから 

http://192.168.×××.◯◯◯ を入力すると下記の画面が出ます。 

東南海地震など想定地点での震源情報を任意に入力するか、過去地震を選択して御使用ください。 

 

無線子機からの温度計測、監視、制御及び各種設定も、このホームページより行えます。 

E:作動ログの確認 

⑬ 緊急地震速報受信、作動ログを２年間保存確認出来ます。＊気象業務法の定めに対応。 

 

 

F:各種設定 

各種設定用 WEB 画面（ID、パスワードによるベーシック認証） 
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詳細設定説明 

G:警報画面の停止 

装置はネットワークに未接続、又は通信異常の場合、起動から６分を経過すると通信異常アイコンと警告音を発生します。こ

れを停止し設定を実施するには下記を実施して下さい。 

上記、設定 WEB 画面の TOP の”GUI 停止“ボタンを押してください。 

 

H:固定 IP アドレス、ProxyServer 経由などネットワーク等の詳細変更 

パソコンの SSH 通信ソフト Tera Term（フリーソフト）などを下記等からダウンロードしインストールします。

http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/ 

装置が起動した時に起動メールを登録メルアドに送信しています。通知 IP アドレスに SSH でログインします。 

（取得した IP アドレスメールが判らない場合は御連絡下さいましたらお調べします。） 

② Tera Term の起動 上記の IP アドレスを入力 

②ログイン ID=pi PW=tt 

 

③装置の IP アドレス設定を無効にします 

sudo nano /etc/eq.conf を実行してください。//sudo 権限で nano というエディタで下記を記述します。 

ここで 

f_dhcp=2 

として save(コントロールキー+O)を実施します。 

これで、装置は Linux 側の設定が有効になります。 

④ 固定 IP アドレスの設定 

$ sudo nano /etc/network/interfaces 

iface eth0 inet static 

address 例：192.168.101.210 

mailto:k1.furuya@gmail.com
http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/


ver.2018/1/15 

 

システムプロデュース k1.furuya@gmail.com 080-3833-7744 
7 

netmask 例：255.255.255.0 

gateway 例：192.168.101.1 

save(コントロールキー+”O”) 

⑤ DNS の設定 

$ sudo nano /etc/resolv.conf   

nameserver 192.168.101.1 //例 DNS を設定しているルータの IP アドレス 

save(コントロールキー+O) 

⑥ Proxy Server が存在するネットワークの設定 

sudo nano /etc/wgetrc 

下記の追加をします。 

#ftp_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/ 

http_proxy = http://192.168.1.200:3128/ //例 proxyサーバのIPとPortを記述 

 

# If you do not want to use proxy at all, set this to off. 

#use_proxy = on 

use_proxy = on //poxyを有効にする。 

save(コントロールキー+O) 

 

H：Wi-Fi の設定方法 

① USB Wi-Fi 無線子機を装置の USB 端子に差し込みます。 

② 装置の HDMI 端子に TV or モニタ、USB マウス、キーボードを接続します。 

③ 気象庁の”緊急地震速報最新履歴“のホームページを閉じます。 

④ 下記の GUI が表示されますので”WiFi Config”を開きます。 

 

 

 

⑤ 無線 LAN アダプタが[wlan0]として認識されています。 
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⑥ [Manage Networks]タブに切り替えると、[Scan]ボタンがあるのでクリックします。 

 

 

⑦ 接続可能なアクセスポイントが表示されます。接続させたいアクセスポイントをダブルクリックします。 

 

⑧ PSK に共有キーを入力し、[Add]ボタンを押します。 
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⑨ Network 一覧に追加されました。 

 

⑩ [Current Status]タブに戻り、接続状態を確認すると、未接続 Disable 状態なので、 

[Connect]ボタンを押すと、接続され、IP アドレスが割り当てられました。 
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⑪ WEB 設定画面「F:各種設定」より”インターフェース”に”wlan0”と記述します。 

 

 

 

 

 

I:ディスプレーの画像サイズを固定する設定 

SSH 又はターミナルでログインし sudo nano /boot/config.txt で下記の箇所を変更します。 

# overscan. 

# framebuffer_width= 

# framebuffer_height= 

横、縦のコメントアウト”#”を削除しディスプレーの縦横画素数数値を入力します。 

# overscan. 

framebuffer_width=1920 

ramebuffer_height=1080 
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J:常時 HDMI で起動させる設定  

 sudo nano /boot/config.txt で下記の箇所を変更します。 

 # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output 

 # hdmi_force_hotplug=1 => hdmi_force_hotplug=1 

 上記のように”#”のコメントアウトを外しますと HDMI 機器を常に認識します。 

 

K:固定でHDMIから音声出力をさせる設定 

$ sudo nano /boot/config.txt 

# hdmi_drive=2 のコメントアウトを外します。 

# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in 

# DMT (computer monitor) modes 

 hdmi_drive=2 

 

L:音声出力先の変更 

装置は”音声ライン出力“と”HDMI”の２つの何方かより音声を出力する事が出来ます。 

この設定にはターミナルから 

$ sudo raspi-config 

を起動します。 

 

画面より↓↑キーを操作し”8 Advanced Options”を選択し”tab”キーを操作し”Select”に移動し決定 

 

A6 Audio を上記と同様操作で”Select”します。 
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音声を出力させたい端子を選択し”了解”を選択します。 

 

最初に戻りますので”Finish”を選択し終了します。 

 

M:装置仕様 

電源:：  5V 1A AC アダプタ付属 USB マイクロ B 端子 

LAN：  1ch Ethernet TCP/IP 9001Port で配信サーバと常時接続 

HDMI 端子： 1ch TV・外部モニタ接続用 CEC 制御機能付 

対応画像解像度 1024×768、1280×720、1280×800、1280×960、1280×1024、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1000、

1600×1200、1600×1280、1680×1050、1920×1080、1920×1200  

スピーカ内蔵：   80db 以上 

音声ライン出力： 1ch RCA 端子（白色） 

LED  1 配信サーバとの通信異常通知/PWR・LAN モニタ 

USB I/F： 2ch 外部カメラなど接続可能 

SW:  1 短押し(登録文面メール送信)  長押し(電源スタンバイ状態) 

冷却ファン: 1 内部温度が 48℃になると作動 

防災制御 1ch リレーa 接点 1ch 

 

N:プログラムの使用ファイル 

  /etc/eq.conf：プログラム設定ファイル 

  /etc/eqsensor.conf：無線機能の設定ファイル 

  /etc/EQINFO/$log50.txt：最新の地震ログ 

  /etc/EQINFO/eq.htpasswd：ベーシック認証パスワード 

  /etc/EQINFO/index.info：Health Check情報 

  /etc/EQINFO/usermail.txt：スイッチ押下でのメール送信の本文 

  /etc/EQINFO/Earthquakeinfo/EQInfo_YYYYMM.log：プログラムログ 
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４）プログラムの使用ファイル 

  /etc/eq.conf：プログラム設定ファイル 

  /etc/eqsensor.conf：無線機能の設定ファイル 

  /etc/EQINFO/$log50.txt：最新の地震ログ 

  /etc/EQINFO/eq.htpasswd：ベーシック認証パスワード 

  /etc/EQINFO/index.info：Health Check情報 

  /etc/EQINFO/usermail.txt：スイッチ押下でのメール送信の本文 

  /etc/EQINFO/Earthquakeinfo/EQInfo_YYYYMM.log：プログラムログ 

  /etc/EQINFO/twe/XXXXXXXX.data：無線機能の最新データ 

  /etc/EQINFO/twe/XXXXXXXX.history：無線機能の24時間履歴 

  /etc/EQINFO/twe/XXXXXXXX/YYYYMM.event：無線機能のイベント履歴 

  /etc/EQINFO/twe/XXXXXXXX/YYYYMMDD：無線機能の日毎履歴 

  プログラムの旧ログは起動毎に作成されています。事前に削除しておくと見やすくなります。 

  $ sudo rm /etc/EQINFO/Earthquakeinfo/*.log 

■︎親機仕様 

電源:：  5V 1A AC アダプタ付属 USB マイクロ B 端子 

LAN：  1ch Ethernet TCP/IP 9001Port で配信サーバと常時接続 

HDMI 端子： 1ch TV・外部モニタ接続用 CEC 制御機能付 

対応画像解像度 1024×768、1280×720、1280×800、1280×960、1280×1024、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1000、

1600×1200、1600×1280、1680×1050、1920×1080、1920×1200  

スピーカ内蔵：   80db 以上 

音声ライン出力： 1ch RCA 端子（白色） 

LED  1 配信サーバとの通信異常通知/PWR・LAN モニタ 

USB I/F： 2ch 外部カメラなど接続可能 

SW:  1 短押し(登録文面メール送信)  長押し(電源スタンバイ状態) 

冷却ファン: 1 内部温度が 48℃になると作動 

防災制御 1ch リレーa 接点 1ch 

□ オプション基板 

無線基板 1st 下記無線子機、最大 16 台と通信する無線親機基板 

GPS 基板 1st 車載用 （GPS アンテナ付属） 
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緊急地震速報配信の免責事項 

通報装置のご購入は、下記をお読み頂き、免責事項について御承諾頂いたものとさせて頂きます。 

■︎ 緊急地震速報とは 気象庁が２００７年１０月度より開始した情報提供で気象業法に準ずる配信サービスです。 

警報、予報の２種類があります。警報は発生地震で震度５弱以上となる場合に発令されテレビやラジオで通知されますが設置場所への到達震度や猶予秒数

は知る事は出来ません。予報は地震が発生すると即時に気象予報（地震動）許可事業者が受信する事が出来ます。許可事業者は受信した電文で誤報と成り

得るような電文を排除するなど精査し利用者の装置に送信し、これにより弊社の場合は装置が設置場所への予測震度・猶予秒数を計算し通知します。本装

置は予報電文が出された場合、利用者が希望される設定震度で作動します。予報は発生地震により数報出されますが設定震度に達した場合に通知、制御

出力を出します。設定震度を１以上、上廻る場合、到達猶予秒数が10秒以上短くなる予報電文を地震した場合は再度通知します。 

注：気象庁からの緊急地震速報電文を受けて御利用（設置）場所への予測震度・猶予秒数は本装置が計算して通知するもので気象庁が計算し通知するもの

ではありません。 

① 地震が発生するとP 波（初期微動）およびS 波（主要動）と呼ばれる2つの波が地中を伝播します。速度はP波の方がS波より速いため、初めにP波が伝わ

り、遅れて「主要動」と呼ばれる大きな揺れをもたらすS波が伝わってきます。 

② 日本全国にある約1,000 ヵ所の地震計より、地震発生時には震源に近い観測点（地震計）でP波をとらえます。 

このデータより気象庁は、直ちに震源（経度・緯度）、地震の規模（マグニチュード）を、推定分析。これを情報として迅速に利用者に提供するシステムを「緊急

地震速報」と言います。 

③通報装置は気象業務支援センタと接続した配信サーバより情報電文を受信し、通報装置設置地点の各種情報（経度、緯度、地盤増幅率）を基に実際に起

こる地震の大きさ（震度）と到達までの時間を予測演算し通知を行ないます。気象庁が算出した結果ではなく気象予報許可（地震動）の認定、検査を受けた計

算式により計算し通知します。 

※地盤増幅率とは・・・表層地盤の構造（硬さ）をもとに揺れの伝わる割合を係数化したものです。 

④ システム上、通知が実際の地震到達に間に合わなかったり、予測数値に誤差が生じたり、また、発破作業、落雷等で誤報を受信する場合がありますの

で、ご了承ください。特に直下型地震では、通報が間に合わない場合があります。 

注：150Kmを超える深い場所で発生した地震（深発地震）で発令される予報電文を受信した場合、予測震度に誤差が生じる事があります。 

注：予報電文の項目で震度だけの予報でマグニチュードが予報されていない電文は誤報となる可能性があるため通知させていません。 

注：装置が通知する震度、秒数は気象庁より提供されるもので無く、端末が計算し通知するものです。 

■︎ 緊急地震速報の発信条件 

① 気象庁の多機能型地震計設置のいずれかの観測点において、P 波またはS 波の振幅が100 ガル以上となった場合。 

② 解析の結果、震源・マグニチュード・各地の予測震度が求まり、そのマグニチュードが3.5 以上、または最大予測震度が3 以上である場合。（この基準は

変更される場合があります。） 

1 点の観測点のみの処理結果によって緊急地震速報を発信した後、所定の時間が経過しても2 観測点目の処理が行われ 

なかった場合はノイズと判断し、発表から数秒～ 10 数秒程度でキャンセル報が配信されます。 

島嶼部など観測点密度の低い地域では、実際の地震であってもキャンセル報を発信する場合があります。 

なお、この場合には、キャンセル報の発信までに30 秒程度かかることがあります。 

注：緊急地震速報予報電文では 

■︎ ネットワークについて 

① インターネット常時接続回線が必要です。(ADSL, FTTH, CATV など、ダイヤルアップ以外) 

③ ご加入のインターネットプロバイダーにて TCP「 9001」ポートが開放されていること。 

④ その他、ファイヤーウォールなどの設定をしていないこと。 

⑤弊社、通報装置システム は、通報装置50 万台に約0.3 秒で情報を送信する設計としていますが、お使いのLAN,インターネット回線が混雑している場合は

情報受信が遅延する事があります。 

装置をお使い頂く場合は下記の情報提示が必要です。 

設置場所住所：          

＊装置を設置して頂く場所の緯度・経度・地盤増幅度を設定するために必要です 

TEL：     

＊ 弊社で通信状態を監視していますが１時間以上の通信異常は御連絡させて頂く為です。 

御連絡担当者殿氏名：    

Mail アドレス： 装置が計算した予測震度、猶予秒数通知アドレス（最大５件） 

           

＊ Mail は遅延しますので設置場所への到達震度を知り被災状況を予測する目的でお使い下さい。 

スマートフォンなどのメールアプリはプッシュ式アプリを使用される事を御薦めします。 

mailto:k1.furuya@gmail.com

	パソコンのSSH通信ソフトTera Term（フリーソフト）などを下記等からダウンロードしインストールします。http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/
	装置が起動した時に起動メールを登録メルアドに送信しています。通知IPアドレスにSSHでログインします。

