
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※不明な事項がありましたら、まずは、気象庁情報基盤部情報利用推進課
へお問い合わせください。 

 

本件に関する窓口 

気象庁情報基盤部情報利用推進課 

第一民間気象業務推進係（気象・波浪） 

第二民間気象業務推進係（地震動） 

 

〒１０５-８４３１  東京都港区虎ノ門３-６-９ 

TEL (０３) ６７５８-３９００  

内線３１６７（気象･波浪）、３１６８（地震動） 

Mail:  jma_suishin★met.kishou.go.jp 

    （★を@に置き換えてください） 

 

令和４年１２月１４日改訂版 

【この手引きの内容】  

本手引きは、新規に予報業務許可を受けようとする方（事業者等）を対象と

して、申請手続の概要、申請書類の記載方法、許可事業者として留意すべき事

項などを説明したものです。申請に当たっては、この手引きに記載している申

請方法や記載例をよく読んで、誤りのないようにしてください。  

 
 

※本手引きは、気象庁ホームページ 

 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/kyoka.html 

 に掲載しています。  



 



 

改訂履歴 

改訂年月日 改訂内容 

平成１１年 ３月１５日 初版発行 

平成１４年 ２月２５日 

平成１２年の審査基準の改正を反映した。 

・予報区域の「局地限定」解除 

・１か月予報の解禁 

・現地観測値収集要件の緩和 

平成１５年１０月 １日 
平成１５年の審査基準の改正を反映した。 

・３か月予報と６か月予報の解禁 

平成１７年 ３月 ７日 

全面改訂 

・予報資料と警報事項の受信施設の要件を明示 

 （インターネット等の通信回線の利用も可とした） 

・予報業務に必要な気象予報士数について、気象業務法施行規則第

１１条の２に定める「最低必要数－１名」で許可する要件を明示 

・各種書類の記入例の充実 

・提出書類の書式を若干変更 

平成１７年５月３１日 

一部改訂 

・予報の対象とする区域とそのために必要となる資料について、説

明を加筆。 

平成１７年７月１日 
気象庁組織改正に伴い、産業気象課→民間事業振興課など組織名を

変更。 

平成１７年１１月８日 

・予報業務許可申請書の記入例（p５）及び予報業務変更認可申請書

の記入例を一部変更。 

・「予報業務の許可並びに予報業務の目的及び範囲の変更の認可に

関する審査基準（平成７.４.１７気総第１８３号）」第１ ３にお

ける「許可等の条件（平成７.５.１７気総第２１５号）」の改正

（平成１７.１０.１４）を反映 

平成１９年１１月２８日 地震動 初版発行（暫定版） 

平成２０年 ５月 ２日 

地震動 一部改訂 

・改正気象業務法による経過措置期間が終了したことに伴う改訂 

（経過措置対象事業者に関する記述を削除） 

・留意事項へ深発地震、地盤増幅度等の設定に関する事項の追加 

・別紙（法令等参考資料）の追加 

平成２４年 ３月 １日 

全面改訂 

・地震動予報審査基準制定に伴い気象等･地震動合わせた版に改訂 

・平成２４年３月１日から開始する審査基準見直しに対応した修正 

・一般利用者保護策の導入 

平成２５年 ６月２０日 

一部改訂 

・法人の名称変更（財団気象業務支援センター→一般財団法人気象

業務支援センター） 

・気象庁組織改正に伴う組織名の変更（民間事業振興課→情報利用

推進課） 

・全球数値予報モデルなどの計算時間延長による入手する資料の修

正 

平成２６年 ７月１日 
一部改訂 

・特別警報等の気象業務法改正に対応した修正等 

平成２８年 ４月１１日 

一部改訂 

・現地観測値に代わる資料の追加、予報業務変更認可申請書の記入

例を一部変更 等 



 

平成３０年３月３０日 
一部改訂 

・ 表現の適正化、予報業務計画書等の記入例を一部変更 等 

平成３０年６月２５日 

一部改訂 

・地震動の予報業務許可に係る「技術上の基準」に巨大地震が発生

した際でも精度良く震度が予想できる手法を導入することに対

応した改訂 

平成３１年４月１２日 
一部改訂 

・気象予報士の設置の基準の一部変更に対応した改訂 

令和元年５月３１日 

一部改訂 

・長期予報（１か月予報）の最小の時間単位の一部見直しに関する

改訂 

・「逐次算出した地震動の強さ」を「実時間震度」に名称を変更 

・提出書類の記入例の元号を「平成」から「令和」へ変更 

令和元年１２月１８日 
一部改訂 

・高潮の予報業務の許可等に関する審査基準の一部改正に係る改訂 

令和２年３月３０日 

一部改訂 

・火山現象の予報業務の許可等に関する審査基準の一部改正に係る

改訂 

令和２年７月２７日 

一部改訂 

・地震動の予報業務許可の対象に「長周期地震動階級等」を追加す

ることに対応した改訂 

令和２年１０月１日 

一部改訂 

・組織名を「総務部」から「情報基盤部」へ変更 

・許可申請時及び変更認可申請時の押印不要を明記 

令和２年１１月９日 
一部改訂 

・気象庁の庁舎移転にともなう改訂 

令和３年９月１日 
一部改訂 

・本人確認書類例の追加 

令和４年１２月１４日 

一部改訂 

・気象の予報業務における気象予報士の設置の基準の一部変更に伴

う変更 

・他社の気象予報士に現象の予想を行わせる場合の契約形態の具体

化に伴う変更 

・WMO決議 40廃止に伴う変更 
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Ⅰ.はじめに 
 

１．予報業務許可制度とは 

経済の発展や国民生活の向上に伴い、予報に対する国民や企業の要望は多種多様化してい

ます。これらの要望に応えるには、気象庁以外の者にも広く予報業務を開放し、民間の活力を

生かした様々な予報商品の開発を促すことが重要です。 

一方、予報は、国民生活や企業活動に密接に関わっていることから、技術的な裏付けのない

予報が広く社会に発表された場合、その予報に基づいて行動した者に混乱や被害を与えるな

ど、社会の安寧を損なう恐れがあります。 

このため、気象業務法第１７条第１項の規定により、気象庁以外の者が予報業務を行おうと

する場合は、気象庁長官の許可を受けなければならないとされています。また、既に予報業務

許可を受けた後に予報業務の目的や予報の範囲を変更しようとする場合も同法第１９条第１

項の規定により気象庁長官の認可を受けなければなりません。 

本資料では、これら許可又は変更認可等の申請手続き等について説明します。 

  

２．予報の業務とは 

予報とは気象業務法によって「観測の成果に基づく現象の予想の発表」と定義されていま

す。具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観測の成果を

基に自然科学的方法によって予想し、その結果を利用者（第三者）へ提供することをいいます。 

業務とは「定時的または非定時的に反復・継続して行われる行為」をいいます。 

よって、例えば、気温や天気などの予想結果や地震発生後に特定の地点の地震動の震度や到

達時刻などの予想結果を世の中に対して反復・継続して発表することは、その発表手段や営利

か非営利かを問わず、予報業務許可の対象となります。 

一方、予想を行う人が、自分の所属する学校や会社あるいは家庭等での利用に留め、第三者

への提供を行わないのであれば許可は不要です。また、気象庁発表の警報や予報、予報業務の

許可を受けた事業者の予報を、解説したり、そのまま伝達したりする行為も、許可は不要です。 

 

（補足）予報業務の許可又は変更認可が不要な場合 

①気象庁の行う気象等又は地震動の予報及び警報の内容、気象等又は地震動の予報業

務の許可（含 変更認可）を受けた事業者等の発表する予報の内容をそのまま利用者

に伝達する場合。 

【例】 

・Ｂ社が、気象庁発表の予報や警報の配信事業を行う場合のＢ社。 

・Ｃ放送局が、気象庁発表の予報や警報をそのままテレビ・ラジオで放送する場合のＣ放

送局。 

・Ｄ百貨店が、Ａ社（予報業務許可事業者）から配信されたＡ社発表の予報（気象庁発表

ではない）を受けて、お客様の避難誘導を行う場合のＤ百貨店。 
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②地震動の予想を行う装置等の作成に全く関与しない事業者等又は、地震動の予想を

行う装置等の作成に関与していたとしても、地震動の予想の方法について全く関与し

ていない事業者等（これら装置等を利用者に提供する場合等では、当該装置等の地震

動の予想の方法に係る部分の作成に責任をもつ事業者が、予報業務の許可又は変更認

可を受けることが必要です）。 

【例】 

・Ｅ社（Ａ社の販売代理店）やＦ社（家電量販店）がＡ社（予報業務許可事業者）の製造

した予報端末を販売する場合のＥ社とＦ社。 

・Ｇ社（外部とのデータ送受信部分及び表示鳴動部分を作成）とＡ社（予想震度を計算し

出力する部分を作成：予報業務許可事業者）が地震動の予想を行う装置を共同で開発し、

製造、販売を行う場合のＧ社。 

 

③地震動の予想を直接利用者に提供せず、地震動の予想をもとに詳細な構造物の応答計算を

行い、構造物の揺れの大きさそのものを利用者に伝達した場合。（ただし、地震動の予想

をそのまま構造物の揺れとして伝えた場合には、地震動の予想とみなされますので、予

報業務許可が必要になります。） 

【例】 

・Ｈ社が、Ａ社（予報業務許可事業者）の地震動の予想をもとに構造物の詳細な揺れを予想

し、提供した場合のＨ社。 

 

３．許可取得後の注意事項 

予報業務の許可を受けた者（予報業務許可事業者）は、気象業務法及び気象業務法施行規則、

予報業務許可の条件を順守しながら予報業務を行うことになります。違反した場合には、業務

改善命令（気象業務法第２０条の２）、許可の取り消し等（気象業務法第２１条）の処分が科

せられる場合がありますので注意してください。 

なお、許可後において次の事項に該当する場合は、変更認可、報告及び届出等が必要です。 

（１）予報業務の目的又は範囲を変更しようとするとき 

気象等の許可を受けている事業者が新たに地震動予報を行おうとするなど予報の種

類を追加しようとする場合や予報の対象とする区域を変更しようとする場合など、許可

書に記載された内容に変更がある場合には、変更後の業務を開始する前に気象庁長官の

認可を受けなければなりません。（気象業務法第１９条、気象業務法施行規則第１１条

関連） 

必要な書類及び記載例は、「Ⅳ.予報業務の変更認可申請」を参照してください。 

 

（２）その他の変更があったとき 

許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があった場合、定款（寄附行為）又は役

員に変更があった場合、予報業務許可申請で提出した予報業務計画書等の書類に変更が

あった場合には、遅滞なく、気象庁長官宛に予報業務変更報告書を提出しなければなり

ません。（気象業務法施行規則第５０条関連） 

必要な書類及び記載例は「Ⅴ.予報業務の変更事項の報告」を参照してください。 
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（３）許可を受けた業務の全部又は一部を休止したとき、予報業務を廃止したとき 

許可を受けた業務の全部又は一部を休止したときは「予報業務休止届出書」を、予報

業務を廃止したときは「予報業務廃止届出書」を、その日から３０日以内に気象庁長官

に届け出なければなりません。（気象業務法第２２条及び気象業務法施行規則第１２条

関連） 

必要な書類及び記載例は「Ⅵ.予報業務の休止及び廃止」を参照してください。 

 

（４）予報業務の承継または会社合併・分割に伴う予報業務許可の承継 

予報業務を承継しようとする事業者が予報業務許可申請を行い、許可を受けた後、こ

れまで許可を受けていた事業者が予報業務廃止届出書を提出することにより予報業務

を承継する場合のほか、会社合併・分割に伴う承継については、予報業務を承継したこ

とを示す書類を添付した予報業務変更報告書の提出による手続きにより承継すること

が可能な場合があります。それぞれの手続きに必要な書類及び記載例は「Ⅲ.予報業務

の許可申請」「Ⅴ.予報業務の変更事項の報告」及び「Ⅵ.予報業務の休止及び廃止」を参

照してください。 

 

（５）気象業務法第 41条第４項の規定に基づく立入検査 

気象業務法第 41 条第４項の規定に基づき、気象庁は予報業務許可事業者に対してお

おむね、新規許可から１年以内に立入検査を実施しています。また、それ以降も定期的

あるいは状況に応じて臨時の立入検査を実施しています。実施手順としては、事前に当

庁から日程調整をさせていただき、検査官（当庁職員）が申請された事業所に伺うこと

となります。なお、気象の立入検査のうち、気象予報士があらかじめ確認した科学的手

法を用いて、予報後に定期的に確認（検証）することにより気象予報士設置基準の緩和

（１７ページ区分②）を適用している事業者については、予報後の品質確認が適切に行

われているかを確認するため、検証結果の提出をお願いしています。また、地震動の立

入検査については、申請された地震動の計算手法が演算プログラムソース上で気象業務

法施行規則第 10 条の２第１号ロの技術基準とおりであるか検査するため、立入検査の

実施通知文書とともに課題を送付し、資料の事前提出をお願いしています。以下に、予

報の種類ごとについての課題の概要を記載していますので、システム構築等にあたって

参考としてください。 

・地震動（震源由来震度） 

「震源要素」「計算地点」を演算プログラムに入力して、予報業務許可申請された

地盤増幅度によるものについての回答、及び地盤増幅度を１としたものによる回答

をそれぞれ事前に提出してもらいます。 

・地震動（波面伝播非減衰震度） 

「予想の対象とする地点」「実時間震度観測点データ」を演算プログラムに入力し

て、予報業務許可申請された地盤増幅度によるものについての回答、及び地盤増幅

度を１としたものによる回答をそれぞれ事前に提出してもらいます。 

・地震動（長周期地震動階級等） 

「震源要素」「計算地点」を演算プログラムに入力して、予報業務許可申請された
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周期、補正係数、調整値によるものについての回答を事前に提出してもらいます。 

 

※不明な事項がありましたら、まずは、気象庁情報基盤部情報利用推進課
へお問い合わせください。 
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Ⅱ.審査基準 
 

 予報業務許可の審査は、行政手続法に基づき気象庁長官が定めた「気象等の予報業務の許可

等に関する審査基準」に基づき行います。審査基準の概略は以下のとおりです（全文は、「Ⅷ.

予報業務の許可等に係わる法令等 ５」をご覧ください）。 

 この審査基準は、予報業務を行う事業所ごとに満たされていなければなりません。このとき

事業所とは、気象等は気象予報士が現象の予想を行う場所、地震動は震度や到達時刻等を予想

するサーバーや端末等の稼働状況を監視及び製品の保守運用を行う場所のことをいいます。 

 

審査基準の項目 基  準  内  容 

予報業務の目的 ○特定向け予報（契約等に基づき特定の者に限って提供する

予報であって、かつ、当該特定の者の利用に供するもの）と

一般向け予報（特定向け予報以外の予報）に区分する。 

気象等 

予報業務の範囲 

○予報を行おうとする現象 

気象・地象（路面状況に限る）・波浪に区分する。ただし、

地象（路面状況に限る。）は、気象に含めて扱う。 

なお、地象（路面状況を除く。）及び洪水の予報業務につ

いては、防災との関連性の観点等から、当面許可しないこ

ととする。 

○予報の期間 

短時間、短期、中期、長期（１か月）、長期（３か月）、

長期（６か月）に区分する。 

○予報の対象区域 

都道府県や市町村等、明確に区分できる区域とすること。 

観測、予報資料の収集 

○予報期間の区分に応じて、予報を行おうとする現象及び対

象区域に適切に対応した現地観測値その他の予報資料を収

集すること。 

○一般向け予報については、予報の対象区域ごとに１か所以

上の現地観測値を収集すること。ただし、急峻な山岳地域

の気象予報を行う場合等を除き、数値予報に使用する解析

値などを代用してもよい。 

観測、予報資料の収集施

設 

○現地観測値及び予報資料を的確に収集できる施設を有する

こと。 

解析の施設 

○解析に当たっては、科学的手法を用いること。 

○解析施設は解析の手法に適した能力を有する施設であるこ

と。 

要員の確保 

○予報資料の収集及び解析のために必要な要員を置くこと。 

○現象の予想を行う事業所ごとに、定められた人数以上の専

任の気象予報士を置くこと。 

警報事項を受けること

ができる施設及び要員 

○予報業務に関する警報事項を迅速かつ確実に受けることが

できる施設及び要員を有すること。 

一定の条件等 

 

○「一般向け予報」 

・ 気象庁が行う特別警報・警報・注意報と紛らわしい名称を

使用しない  

・ 気象庁が行う特別警報・警報・注意報と矛盾しないよう配

慮  

・10日間先を超え16日間先までの予報に、中期予報の最小の

時間単位を用いる場合は、不確実性に関する情報を付加する 
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・ 気象庁が行う注意報を利用者へ伝達するよう努める 

・ 台風関連は、気象庁が行う台風情報の解説の範囲に留める 

○「特定向け予報」 

・特になし 

（注意）特定向け予報、一般向け予報に関係なく、気象業務法

において以下の条件があります。 

・警報を発表することはできない（気象業務法第２３条） 

・気象庁が行う警報を利用者へ伝達するよう努める（気象業

務法第２０条） 

地震動 

予報業務の範囲 

○予報を行おうとする現象 

次の区分によることとする。 

地震動（震源由来震度）： 

地震の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に基づき、

地震動の震源からの距離による減衰を考慮し、震度によ

り地震動を予想するもの 

地震動（波面伝播非減衰震度）： 

地震の発生時刻、震源の位置、地震の規模に加えて、

その他の予報資料に基づき、波面が伝播する際に一定の

条件下において地震動の距離による減衰を考慮せず、震

度により地震動を予想するもの 

地震動（長周期地震動階級等）： 

地震の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に基づき、

地震動の震源からの距離による減衰を考慮し、任意の周

期の絶対速度応答スペクトルの値、任意の周期帯の絶対

速度応答スペクトルの最大値、長周期地震動階級及び長

周期地震動の周期別階級(以下「周期別階級」という。)、

により地震動を予想するもの 

 

○予報の提供方法 

 「中枢配信型予報」（許可事業者が製造するサーバーによ

り一拠点で予報を作成して個別の利用者へ配信する形式）

と、「個別端末型予報」（許可事業者が製造する端末の提供

もしくは販売した端末（ソフトウェアも含む）において予

報を行う形式）に区分する。 

○対象としようとする区域 

  個別の地点を原則とする。予報対象地点の集合として対

象区域を設定する場合は、明確に区分できる都道府県や市

町村等、明確に区分できる区域とすること。 

観測、予報資料の収集 

○地震動（震源由来震度）及び地震動（長周期地震動階級等）

の予報を行う場合は、気象庁が緊急地震速報（予報）におい

て発表する地震の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に

関する資料を収集すること。 

○地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、気象

庁が緊急地震速報（予報）において発表する地震の発生時

刻、震源の位置及び地震の規模に関する資料に加えて、気

象庁がリアルタイム震度電文において発表する地震動の観

測の成果の解析の成果に関する資料を収集すること。加え

て、気象庁が提供する以外の予報資料を収集する場合にお

いては、気象業務法施行規則第十条の二第一号ロの規定に

よる計算方法を定める件」（平成１９年気象庁告示第１１

号）（以下、「気象庁告示」という。）第１項第一号オに定

める条件を満たすこと。 

観測、予報資料の収集施

設 

○中枢配信型予報においては、行おうとする予報に必要な予

報資料を的確に収集し、かつ、処理できる能力を有する電
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子計算機その他の施設であること。 個別端末型予報におい

ては、行おうとする予報に必要な予報資料を的確に収集し、

かつ、処理できる能力を有する端末であること。 

解析の施設 

○中枢配信型予報においては、用いる解析の手法を的確に処

理できる能力を有する電子計算機その他の施設であるこ

と。 個別端末型予報においては、用いる解析の手法を的確

に処理できる能力を有する端末であること。 

要員の確保 

○中枢配信型予報においては、予報資料の収集及び解析の施

設の適切な運用に必要な要員を置いていること。個別端末

型予報においては、利用者の端末の適切な運用に資する要

員を置いていること。 

警報事項を受けること

ができる施設及び要員 

○地震動予報業務に関連する警報事項を迅速かつ確実に受信

できる通信機器その他の施設及び要員を有すること。 

現象の予想の方法 ○「気象庁告示」に定められた事項を満たす手法であること。 

一定の条件等 

○「一般向け予報」に関する条件 

（予報に使用する名称） 

（１）地震動の予報に「緊急地震速報」という名称を用いる場

合は、気象庁が行う警報ではなく事業者の予報である旨を

利用者に対して十分説明するよう努めること。また、「特別

警報」、「警報」、「注意報」及びこれとまぎらわしい名称等

を使用しないこと。 

（予報の内容） 

（２）地震動（震源由来震度）の予報を行う場合は、深発地震

の震度の予想精度が十分でないことを利用者へ明示するよ

う努めること。 

（３）地震動（長周期地震動階級等）の予報を行う場合は、

150kmより深い地震について予想は行わないこと。 

（４）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、予想す

る地震動の指標は長周期地震動階級及び周期別階級のみと

する。 

（５）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、事業者

の提供する地震動予報は構造物の振動の予報とは異なるこ

とを、利用者に説明を行うよう努めること。 

（ガイドライン掲載項目に関する説明） 

（６）「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末

の機能及び配信能力に関するガイドライン」の「端末利用

者が施す措置の一覧表」に掲載された各項目に対する対応

状況につき、利用者に十分な説明を行うよう努めること。 

（その他） 

（７）地盤増幅度、予想の対象とする周期、「計算方法を定め

る件」で定められる補正係数及び調整値等の具体的な設定

値を利用者自身が入力する装置等については、誤りなく適

切な数値を入力できるよう措置をすること。 

（８）地震動（震源由来震度）及び地震動(長周期地震動階級

等)の予報を行う場合は、気象庁が一地点の観測の成果のみ

により求めた震源又は仮定した震源に基づく予報は行わな

いこと。 

（９）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、気

象庁がリアルタイム震度電文において一地点の観測の成果
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のみにより発表した予報資料又は気象庁が提供する以外の

予報資料に基づく予報は行わないこと。 

（10）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、到

達時刻の予想は行わないこと。 

（11）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、周期別

階級の予報を行う際は、予想の対象とする周期または周期

帯を明示するよう努めること。 

○「特定向け予報」に関する条件  

（予報に使用する名称） 

（１）地震動の予報に「緊急地震速報」という名称を用いる場

合は、気象庁が行う警報ではなく事業者の予報である旨を

利用者に対して十分説明すること。また、「特別警報」、「警

報」、「注意報」及びこれとまぎらわしい名称等を使用しない

こと。 

（予報の内容） 

（２）地震動（震源由来震度）の予報を行う場合は、深発地震

の震度の予想精度が十分でないことを利用者へ明示するこ

と。 

（３）地震動（長周期地震動階級等）の予報を行う場合は、

150kmより深い地震について予想は行わないこと。 

（４）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、任意の

周期の絶対速度応答スペクトルの値、任意の周期帯の絶対

速度応答スペクトルの最大値の予報を行う際は、各指標の

予想精度について利用者に十分な説明を行うこと。 

（５）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、事業者

の提供する地震動予報は構造物の振動の予報とは異なるこ

とを、利用者に説明を行うこと。 

（ガイドライン掲載項目に関する説明） 

（６）「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末

の機能及び配信能力に関するガイドライン」の「端末利用者

が施す措置の一覧表」に掲載された各項目に対する対応状

況につき、利用者に十分な説明を行うこと。 

（その他） 

（７）地盤増幅度、予想の対象とする周期、「計算方法を定め

る件」で定められる補正係数及び調整値等の具体的な設定

値を利用者自身が入力する装置等については、誤りなく適

切な数値を入力できるよう措置をすること。 

（８）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報において、気象庁

が提供する以外の予報資料に基づく予報を行う場合は、そ

の品質について、利用者に十分な説明を行うこと。 

（９）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、到

達時刻の予想は行わないこと。 

（10）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、周期別

階級の予報を行う際は、予想の対象とする周期または周期帯

を必ず明示すること。 

（注意）特定向け予報、一般向け予報に関係なく、気象業務法

において以下の条件があります。 

・警報を発表することはできない（気象業務法第２３条） 

・気象庁が行う警報を利用者へ伝達するよう努める（気象業

務法第２０条） 
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１．予報業務の目的 

（１）分類 

予報業務の目的は、「一般向け予報」または「特定向け予報」に区別します。一般向け予

報と特定向け予報を区別することは、気象庁が発表するものについては、気象業務法第１３条

と第１４条及び第１４条の２で規定されています。予報業務許可について、一般向け予報と特

定向け予報に区別する法の規定はありませんが、利用者の安全・安心の観点から、気象庁と同

じ分類を導入し、これを審査基準（気象庁長官通達）に規定しています。 

 

「特定向け予報」 

契約等に基づき特定の者に限って提供する予報 
企業や個人と契約し、その契約者のためだけに提供する予報

です。除雪計画のために市に対して翌朝の降雪予報を提供する

場合や、機械・館内放送設備等の自動制御、オペレーターを介

した機械・館内放送設備等の制御を行う事業者向け、ホームペ

ージや携帯電話を用いた会員向け予報サービスなどが挙げられ

ます。 

ただし、簡単な手続きで「特定向け予報」の利用者となり得

るサービスについては、安全・安心の観点から一般利用者を保

護する対策（（２）参照）が必要です。 

「一般向け予報」 

「特定向け予報」以外の予報 
不特定多数に向けて提供する予報は、一般向け予報となりま

す。新聞やテレビ、一般に公開されているホームページなどへ

予報を掲載する場合（自ら行う場合だけでなく、放送事業者等

を通じて不特定多数向けに提供する場合も含みます。）の他、不

特定多数の人が集まる、もしくは行き来する場所において、

これら不特定多数の方が利用する可能性のある予報サービ

スなどが挙げられます。 

 

（２）一般利用者を保護する対策 

情報通信技術の急速な発展は、国民の気象情報に対する便益を大変向上させました。し

かしその一方で、より多くの国民が、簡単な手続きで、気象庁が発表する警報・台風情報

等との整合を必要としない「特定向け予報」の利用者となる可能性をもたらしました。 

個々のニーズに応える「特定向け予報」のサービス展開を推進することは、様々な産業

界等の活用を促し、国民の気象情報に対する便益を更に向上させるものと期待されます。

しかし、安全・安心の観点から、簡単な手続きで「特定向け予報」の利用者となり得るサ

ービスについては、『審査基準 第１章第１ 予報業務の目的』を順守する一般利用者保護

策が必要です。 

一般利用者保護策は、「Ⅶ.安全・安心を確保しつつ積極的なサービス展開を推進するた

めに必要な一般利用者保護策」を参照してください。最小限の対策として示すものなので、

予報業務許可事業者の更なる自主的な対策にも期待します。 

 



 

 

 
10 

 

  

審査基準 第１章第１ 予報業務の目的 

予報業務（観測の成果に基づく現象の予想の発表の業務）の目的においては、特定

向け予報（契約等に基づき特定の者に限って提供する予報であって、かつ、当該特定

の者の利用に供するものをいう。）と一般向け予報（特定向け予報以外の予報をいう。）

に分けることとする。 

なお、特定向け予報であっても、当該予報に関する責任の所在、当該予報の利用目

的に応じた留意事項、又は、当該予報と、気象庁が発表する警報、注意報及び台風情

報との関係について正しく認識していないおそれがある利用者に対しても供される

ものについては、一般向け予報とする。 

     ※アンダーラインは、平成２4 年 3 月 1 日実施の審査基準見直しで追加した部分。 
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２．気象等 

（１）予報業務の範囲 

ア 予報を行おうとする現象 

「気象」（気温、降水量、風向、風速、天気その他の大気の諸現象）、「波浪」及び「地象

（路面状況に限る。）」が対象となります。ただし、「地象（路面状況に限る。）」は、「気象」

に含めて扱います。 

なお、「地象（路面状況を除く。）」及び「洪水」の予報業務については、防災との関連性

の観点等から、当面許可しないこととします。 

イ 予報期間 

予報は、予報を行う時点から予報の主な対象となる時点までの期間に応じ、それぞれ次

の表の６種類に区分しています。ただし、予報技術の限界等について特段の知識を有しな

い一般の利用者でも安心して予報を利用できるよう、表現できる予報の時間分解能（最小

の時間単位）を同表の右欄に掲げる時間以上でなければならないとしています。 

なお、「特定向け予報」については、企業間契約等、特定の利用者に供するオーダーメイ

ドの予報であり、利用者は、予報の内容・利用上の留意点等について必要な知識を有して

いることを前提（１、予報業務の目的(２)一般利用者を保護する対策 参照）としている

ことから、予報期間の区分にかかわらず最小の時間単位の制約は設けていません。 

表 予報の期間 
予報期間 予報を行う時点から予報の主な対象となる時点までの期間 最小の時間単位 

短時間予報 予報を行う時点から３時間先以内の予報 
基となる観測資料の 

時間間隔以上  

短期予報 予報を行う時点から３時間先を超え、２日間先以内の予報 １時間以上 

中期予報 予報を行う時点から２日間先を超え、７日間先以内の予報 

６時間以上  
ただし、７２時間先まで

短期予報の最小の時間単
位を用いてもよい  

長期予報 
(１か月予報) 

予報を行う時点から７日間先を超え、１か月先以内の予報 

５日以上  
ただし、１６日間先まで
中期予報の最小の時間単

位を用いてもよい  

長期予報 
(３か月予報) 

予報を行う時点から１か月先を超え、３か月先以内の予報 １か月以上 

長期予報 

(６か月予報) 
予報を行う時点から３か月先を超え、６か月先以内の予報 １か月以上 

（注１）時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算します。 

（注２）日、月によって期間を定めたときは、期間の初日（予報の発表日）は算入しませ

ん。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りではありません。また、

期間は、その末日の終了をもって満了します。 

 

ウ 予報の対象とする区域 

「予報の対象とする区域」は、予報業務を行うことができる最大の範囲を表し、申請者が

任意に設定することができます。ただし、明確に区分できる区域とし、行政区画等の区域

や道路、鉄道、河川等により区分された区域については当該行政区画等の名称によるもの

とします。それ以外の場合は、地図上の表示によるものとします。 

なお、予報の対象と成り得る最大の区域は、陸上にあっては日本全国、海上にあっては気

象庁の全般海上予報区（東は東経１８０度、西は東経１００度、南は緯度０度、北は北緯
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６０度の線により限られた海域）とします。 

 

（補足）予報の対象と成り得る最大の区域より外の領域については、気象庁長官の許可を

必要としない領域となります。これらの領域を対象に予報等を行う場合には、国際法

はもちろん該当国における国内法及び政策を遵守することが求められます。また、２

０１９年の WMO 第１８回総会においては、産学官全ての利害関係者に対して WMO が確

立した原則の遵守を強く求めるジュネーブ宣言（Ⅷ.予報業務の許可等に係わる法令 

７ 参照」が採択されました。予報業務を行おうとする者にあっては、ジュネーブ宣

言も尊重いただくことが必要です。 

 

（２）観測、予報資料の収集 

ア 入手する資料 

気象業務法第１８条第１項第１号の規定により、当該予報業務を適確に遂行するに足り

る観測その他の予報資料の収集が必要です。 

具体的には、予報を行う現象、予報の期間、対象区域などに適切に対応したものを収集

する必要があります。例えば、予報の対象とする区域を「全国」とした場合、全国分の予

報資料が必要です。 

現地観測値については、予報を行う最小単位の対象区域ごとに、その区域内の少なくと

も１か所以上の地点の観測値（以下、「現地観測値」という。）を収集する必要があります。

ただし、急峻な山岳地域の気象予報を行う場合等を除き、数値予報に使用する解析値など

現地観測値に代わると認められる資料を利用する場合は、現地観測値の収集を要しません。

また、「特定向け予報」の場合は、利用者が、予報の内容・利用上の留意点等について必要

な知識を有していることを前提としていることから、予報期間の区分にかかわらず現地観

測値の収集を許可の必須要件とはしていません。 

現地観測値を収集する場合に使用する観測施設は、付近の自然的、地理的条件等を勘案

して、予報を行おうとする対象区域の気象要素を代表する場所として適切な地点に設置さ

れている必要があります。 

なお、収集する現地観測値は、許可事業者以外の者が行うものでも構いませんが、その

場合は、当該現地観測値を確実に入手できるものである必要があります。 

 

気象庁が作成元である観測、予測資料は、次のページの表を参照してください。（この表

は主な予報業務に対応した資料のみを記載していますので、必要に応じてご相談ください。）

気象庁以外の機関が作成元である観測、予測資料を用いても構いませんが、許可申請にあ

たり予測資料については、当該資料が、観測の成果を基に自然科学的方法によって予想さ

れたものであることが分かる資料、観測資料については、気象業務法第９条の規定に基づ

く検定（対象測器、温度計、気圧計、湿度計、風速計、日射計、雨量計、雪量計）に合格し

た旨の資料（検定対象外測器については、自然科学的方法による現象の観察及び測定であ

ることがわかる資料）の添付が必要です。 
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  資料名 

短

時

間 

短

期 

中

期 

１

か

月 

３

か

月 

６

か

月 

備 考 

気
象
庁
発
表
の
予
報
・
情
報 

入手する

ことが必

須の警報

事項 

特別警報・警報・注意報 ○ ○           

海上警報 （全般・地方） ○ ○           

入手する

ことが望

ましい防

災情報  

気象情報（全般・地方・府県） ○ ○ ○ ○ ○ ○   

台風情報 ○ ○ ○         

土砂災害警戒情報  ○ ○           

指定河川洪水予報 ○ ○           

大雨・洪水警報の危険度分布 ○       

早期注意情報（警報級の可能性） ○ ○ ○     

早期天候情報       ○       

入手する

ことが望

ましい天

気予報等  

天気予報（府県・時系列・分布） ○ ○         
波浪予報含

む 

週間天気予報（全般・地方・府県）     ○         

２週間気温予報（全般・地方）    ○    

季節予報（全般・地方）       ○ ○ ○   

海上予報 ○ ○      

自
然
科
学
的
に
予
報
を
行
う
た
め
の
資
料
※ 

現地観測

値(実況)

又はそれ

に代わる

資料 

アメダス（１分、１０分） ○ ○ ○      

アメダス（統計値）     ○      

全国合成レーダーＧＰＶ（５分、１０分） ○ ○           

解析雨量 ○ ○           

解析降雪深・解析降雪量 ○ ○      

気象衛星画像 ○ ○ ○         

推計気象分布  ○ ○     

毎時大気解析ＧＰＶ   ○ ○         

天気図画像ファイル（ＳＰＡＳ、ＡＳＡＳ、ＡＸＦＥ）    ○ ○         

波浪観測データ   ○ ○         

沿岸波浪実況格子点資料   ○ ○         

天気図画像ファイル（ＡＷＪＰ、ＡＷＰＮ）   ○ ○         

数値予報

資料等 

降水ナウキャストＧＰＶ（５分、１０分） △             

雷ナウキャストＧＰＶ △             

竜巻発生確度ナウキャストＧＰＶ △             

降水短時間予報ＧＰＶ ○       

降水 15時間予報ＧＰＶ  △      

局地数値予報モデルＧＰＶ（ＬＦＭ） ○ △     解析値含む 

メソ数値予報モデルＧＰＶ（ＭＳＭ） ○ ○         解析値含む 

ＭＳＭガイダンス（地点形式・格子形式） △ △      

メソアンサンブル数値予報モデルＧＰＶ（ＭＥＰＳ） ○ △      

ＭＥＰＳガイダンス（地点形式・格子形式） △ △      

全球数値予報モデルＧＰＶ（ＧＳＭ全球域・日本域）   ○ ○ △      解析値含む 

天気図画像ファイル（ＦＸＦＥ、ＦＸＪＰ、ＦＳＡＳ

等） 
  ○           

ＧＳＭガイダンス（地点形式、格子形式）   △ △         

週間アンサンブル数値予報モデルＧＰＶ（高分解能全

球域・高分解能日本域） 
    ○ △      解析値含む 

台風アンサンブル数値予報モデルＧＰＶ   △    解析値含む 

天気図画像ファイル（ＦＥＦＥ１９、ＦＺＣＸ５

０、ＦＸＸＮ５１９） 
    ○         

天気図画像ファイル（ＦＥＡＳ）     ○ △      解析値含む 

２週間アンサンブル数値予報モデルＧＰＶ（全球

域・日本域） 
   △    

天気図画像ファイル（ＦＣＶＸ２１－２４）    △   解析値含む 

２週間気温予報ガイダンス    △    

１か月アンサンブル数値予報モデルＧＰＶ（全球域・

日本域） 
      ○      

天気図画像ファイル（ＦＣＶＸ１１－１５）       ○     解析値含む 

１か月予報ガイダンス       △       
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３か月予報アンサンブルＧＰＶ         ○    

天気図画像ファイル（ＦＣＶＸ４１－５０）         ○   解析値含む 

３か月予報ガイダンス         △     

暖・寒候期予報アンサンブルＧＰＶ           ○  

６か月アンサンブル数値予報モデルＧＰＶ     ○ ○  

天気図画像ファイル（ＦＣＸＸ６０－６３）           ○  

暖・寒候期予報ガイダンス           △   

沿岸波浪モデルＧＰＶ   ○ △       解析値含む 

全球数値波浪モデルＧＰＶ   ○ ○ △     解析値含む 

波浪アンサンブルモデルＧＰＶ   ○ △    

天気図画像ファイル（ＦＷＪＰ、ＦＷＰＮ）   ○ △         

※「現地観測値又はそれに代わる資料」として、上表の「現地観測値(実況)又はそれに代

わる資料」又は「数値予報資料等（備考欄に「解析値含む」と記載のある資料に限る）」

の○印から、当該予報業務を適確に遂行するに足りる最低１つの資料を入手する必要

があります。 

 「予報資料」として、上表の「数値予報資料等」の○印から、当該予報業務を適確に遂

行するに足りる最低１つの資料を入手する必要があります。 

（注）△印のみでは、当該予報業務を適確に遂行するに足りない場合があります。行おう

としている当該予報業務の内容に照らして精査してください。 

（参考）（一財）気象業務支援センター オンライン気象情報のページから、配信される

資料の仕様等を確認してください。 

https://www.jmbsc.or.jp/ 
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イ 入手の方法 

予報資料の収集は、適確に実施される必要があることから、資料の提供者との契約に基

づく必要があります。各種ホームページ等で一般に公開されている資料を、許可を受けよ

うとする事業者が勝手に入手するような手法は、適確に実施できる担保がとれていないた

め、現時点では認めていません。契約に基づき予報資料を入手していることを証明する書

類の写しを、以下に示す受信形態に応じて提出していただきます。 

なお、使用する通信回線の種類については、常時接続か否か、専用線、IP-VPN、インタ

ーネット等、特に制限はありません。また、PUSH/PULL 形式のいずれでも構いません。ま

た、「（４）要員の確保 ア 気象予報士」の表に示す区分③（研究のために行う現象の予

想の発表）の場合には、上記の証明する書類の写しの提出を省略することができます。 

（注）入手の方法に係る考え方が、「（５）入手する警報・注意報の内容及び入手の方法」

とは異なるので注意が必要です。 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受信形態 必要書類 

受信形態① 申請者と（一財）気象業務支援センターの受信契約書の写し 

受信形態② 申請者と仲介者Ａとの受信契約書等の写し 

 

（一財）気象業務支援センター 

申 請 者 

（一財）気象業務支援センター 

仲介者Ａ 

申 請 者 

受信形態① 受信形態② 
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（３）観測予報資料の収集解析施設 

ア 必要な資料の収集施設 

収集の施設は、行おうとする予報に必要な予報資料を適確に収集し、かつ、処理できる

能力を有する電子計算機その他の施設である必要があります。 

なお、施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいですが、その場合は、当該施

設に関して、行おうとする予報業務に必要十分な使用権原を有するものである必要があり

ます。 

イ 予報資料の解析の施設 

解析の施設は、用いる解析の手法を適確に処理できる能力を有する電子計算機その他の

施設である必要があります。 

なお、施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいですが、その場合は、当該施

設に関して、行おうとする予報業務に必要十分な使用権原を有するものである必要があり

ます。 

 

（４）要員の確保 

ア 気象予報士 

気象業務法第１９条の２の規定により、許可事業者の事業所ごとに、１日当たりの現象

の予想を行う時間に応じて、下表に定めた最低人数以上の専任の気象予報士を置く必要が

あります。この人数は、気象業務法第１９条の３に規定された気象予報士に行わせなけれ

ばならない業務（当該予報業務の内の現象の予想）について、労働基準法に定められた１

日８時間（休憩時間を除く）、週４０時間を超えない最低限の人数として示したものです。

従って、この人数だけ揃えば、どんな多量の予報でも行えるというものではありません。

事業主の責任で労務管理等の観点から適切な人数を判断し、業務量に応じた気象予報士を

配置してください。気象予報士は、他社からの派遣職員でも構いませんが、許可申請にあ

たっては、派遣に関する契約書等の写しを添付する必要があります。また、予報業務計画

書に、予報業務を行う場所などが適切に記載されていれば、自宅や外出先などの事業所以

外の場所からリモートアクセス環境を通じて、気象予報士が予報業務を行うことが可能で

す。詳細は、「Ⅲ．予報業務の許可申請 ５．提出書類の記入例及び記入要領（気象等） （２）

予報業務計画書（気象等）」を参照してください。 

 

なお、休業日を設けるか１日当たりの現象の予想時間を短縮し、気象予報士１人当たり

の現象の予想を行う時間を１週当たり４０時間（休憩時間を除く）以下とした場合は、下

表の人数から１名減じた人数で許可する場合があります。 

 （注１）上記の場合も法定の休日等に関して関係法令の遵守が必要です。 

（注２）現象の予想は、気象予報士に行わせなければなりません。よって、すべての気象予

報士が欠勤した場合、その事業所は予報業務を行うことはできません。 

 

１日当たりの現象の予想を行う時間 人数 

８時間以下の時間 ２人 

８時間を超え１６時間以下の時間 ３人 

１６時間を超える時間 ４人 
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『審査基準 第２章 第６ 気象予報士の設置の基準』のただし書に係る表に示す区分

ごとに、それぞれ必要となる書類とその内容等を以下の表に示します。 

区分 必要となる書類とその内容等 

① 一週間当たりの現象

の予想を行う日数そ

の他の事情を考慮し

て、当該事業所にお

いて現象の予想が行

われる間、一人以上

の専任の気象予報士

が当該予想に従事で

きる場合 

1. 「要員の配置の状況及び勤務の交替の概要」 

② 気象の予報業務であ

って、当該事業所に

置かれる気象予報士

があらかじめ確認し

た科学的手法によっ

て計算される気象の

予報を、当該事業所

に置かれる気象予報

士が確認し、また、適

確に予報業務を行う

ために必要な要員の

配置や連絡体制が確

保されている場合 

1. 当該解析の手法による計算結果の品質が記載

された「予報資料の解析の手法に関する資料」 

2. 気象予報士が、当該解析の手法とその計算結果

の品質をあらかじめ確認したこと、並びに予報

後の確認の方法を決定することを記した申立

書（様式自由） 

3. 以下の内容が記載された「要員の配置の状況及

び勤務の交替の概要」 

・ 事業者があらかじめ想定した必要な頻度で気

象予報士が当該解析の資料の確認を行う体制 

・ 予報資料の収集及び解析や警報事項の受信等

に異常が生じた場合に、障害対応措置を行うた

めの連絡体制 

③ 研究のために行う現

象の予想を、デモン

ストレーションや試

用等のために発表す

る場合であって、当

該予報の計算方法及

び計算結果を、当該

事業所に置かれる気

象予報士が確認し、

また、当該予報の利

用者の安全を確保す

る措置が講じられて

いる場合 

1. 区分②の１及び２（ただし、予報後の確認の方

法を決定することを除く） 

2. 「予報の利用者の安全を確保する措置の標準

的内容」に沿った措置がとられることが確認で

きる、予報を提供しようとするウェブサイト等

での表示内容等の具体が記載された資料（様式

自由） 

区分②に記した「予報後の確認の方法」については、気象庁が実施する検証要素及び手法

（降水の有無の検証、気温及び降水確率の平均誤差及び２乗平均平方根誤差）を推奨しま

す。検証方法によらず、気象予報士が逐次現象の予想を行わない場合は、気象予報士が事

前にアルゴリズムの妥当性とその計算結果の品質を事前に確認し、予報後も予報の品質を
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確認することで予想技術が担保されるものであり、利用者のニーズに応えるためには予報

の前後に事業者が望む予報の品質が保持されていることを確認することが重要です。 

また、区分③に記した「予報の利用者の安全を確保する措置」について、その標準的内

容は以下の通りです。 

 

イ 気象予報士以外の要員 

気象予報士を補助する要員、その他の予報資料の収集及び解析及び気象庁の警報事項を

迅速に受け取るために必要な要員を配置してください。 

 

 

（５）入手する警報・注意報の内容及び入手の方法 

予報の利用者の安全を確保する措置の標準的内容 

１．予報を提供するサイト等での事前の表示 

研究のために行う気象・波浪の予報業務では、利用者の安全を確保するための措

置として必要な事項を、予報を提供するウェブサイト等の入口のページで、ダイア

ログボックス等の方法により表示し、利用者にその内容を事前に確認させ、内容を

理解したことをボタンの押下等によって意思表明させる。この表示には以下に示す

(1)から(4)までの項目を必ず含める。 

 

【表示が必要な項目】（(1)-a と(1)-b については提供形態に応じていずれかを選択す

る） 

(1)-a 第三者がその予報に基づいて行動することを前提としない、デモンストレ

ーション等〔研究者間の情報交換や研究活動の広報等〕のために提供する予

報であること。 

(1)-b ［特定向け予報のみ］第三者による試用等のために提供する予報であるこ

と。 

(2) 防災など、利用者の生命・身体の安全や財産の保護に関する判断を目的とす

る利用には適さないこと。 

(3) 研究の状況等に応じて予報の精度が随時変化しうること。 

(4) 予報の提供を予告なく中止することがあること。 

 

２．予報を提供する画面での表示 

少なくとも１の(1)と(2)の趣旨が予報の直下に表示されるようにする。 

 

３．文字の大きさ 

１及び２のいずれの表示においても、利用者が確認するに足る十分な文字の大き

さを確保する。 

 

４．推奨事項 

当該予報業務許可事業者が行う研究活動や、予報に用いる技術に関する概要の説

明を、利用者がウェブサイト等により確認できるようにすることが望ましい。 
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ア 警報・注意報の種類 

気象業務法第１８条第１項第２号の規定により、当該予報業務の目的及び範囲に係る気

象庁の警報事項を迅速に受ける必要があります。以下の表を参照してください。 

なお、沿岸域は、海岸線から概ね２０海里（約３７ｋｍ）を指します。（１）ウ 予報の

対象とする区域 との関係に注意してください。 

現象 解  説 

気  象 

陸上（沿岸域を含む）の気象予報を行う場合に必須。 

気象の警報・注意報に含まれるものは以下のとおり。 

「大雨、大雪、強(暴)風、(暴)風雪、雷、乾燥、濃霧、なだれ、低

温、霜、着雪、着氷、融雪」 

波  浪 

陸上の気象予報又は沿岸域の波浪予報を行う場合に必須。 

（気象庁の波浪警報・注意報の対象となっていない予報区域の場合

は不要） 

高  潮 

陸上の気象予報又は沿岸域の波浪予報を行う場合に必須。 

（気象庁の高潮警報・注意報の対象となっていない予報区域の場合

は不要） 

洪  水 陸上の気象予報を行う場合に必須。 

海上警報 

沖合の海上予報又は沖合の波浪予報を行う場合に必須。 

海上警報に含まれるものは以下のとおり。 

地方海上警報「海上台風、海上暴風、海上強風、海上風、海上濃霧」 

全般海上警報 

 

イ 入手の方法 

警報事項の受信は、迅速性・確実性が求められることから、（一財）気象業務支援センタ

ーから申請者に至るすべての伝達ルートで以下の条件を満たす必要があります。 

Ⅰ．警報事項受信のための取り決めを、警報事項の提供者と交わしていること。 

Ⅱ．警報事項を迅速に受信するため、常時接続又はそれと同等の通信回線を有す

ること。 

Ⅲ．送信側で通信エラーが速やかに検知可能な通信方式（有手順通信）を用いる

こと。また、警報事項の伝送がうまくいかない場合は、再送または代替手段に

より伝達する措置が講じられていること 

使用する通信回線の種類については、専用線、IP-VPN、インターネット等、特に制限は

ありません。ただし、常時接続又はそれと同等のものを用いてください（ダイアルアップ

接続の場合、自動かつ短時間で通信が確立すれば、常時接続と同等の通信回線として扱い

ます）。 

また、通信方式は、送信側で通信エラーが速やかに検知可能なものに限ります。よって、

ファイル転送（put)、気象庁ソケット通信等である必要があり、ファイル転送（get)方式

のように情報取得動作が受信側に委ねられている通信方式は、警報が発表されたことを迅

速・適確に認知できる担保がとれていないため、現時点では認めていません。 

上記「Ⅰ」～「Ⅲ」の全てが満たされていることを証明する書類の写しを、（２）と同様

に受信形態に応じて提出していただきます。 

（注）入手の方法に係る考え方が、「(２)観測、予報資料の収集」とは異なるので注意が必

要です。 

 

ウ 不達時の対応 
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通信エラー等により、警報事項が申請者に伝達されない場合（不達時）、「自動再送又は

ＦＡＸにより代替」、「自動再送又は電話により代替」等、あらかじめ迅速・適確に認知で

きる方法を情報提供元と調整し、その旨の契約を結んでおく必要があります。 

 

（６）一定の条件等 

気象業務法第４０条の２の規定に基づき、予報業務の許可に条件が付されています。以

下に審査基準 別記１に規定されている条件を転載します。 

その他、気象業務法第２０条に警報事項の伝達、第２３条に警報の制限が規定されてい

る他、気象業務法施行規則第１２条の２に予報事項等の記録が規定されています。予報事

項の記録は、許可事業者の予報により生命財産等に損害を被った利用者への対応等に備え

て記録するもので、予報業務を行う事業所ごとに次に掲げる事項を２年間保存してくださ

い。 

ア 予報事項の内容及び発表の時刻 

イ 予報事項(地震動及び火山現象の予報事項を除く。)に係る現象の予想を行つ

た気象予報士の氏名 

ウ 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目

的及び範囲に係るものに限る。) 

 

○気象業務法 

(警報事項の伝達) 

第二十条 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範

囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように

努めなければならない。 

(警報の制限) 

第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び

洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでな

い。 

 

○審査基準 別記１  気象等の予報業務に係る許可等の条件 

遵守すべき事項については、警報事項の伝達等法令で定められたもののほか、

条件として付す下記のものとする。 

 

１．「一般向け予報」に関する条件 

（予報に使用する名称） 

（１）許可を受けた者（以下「事業者」という。）が行う予報に名称を付するとき

は、当該名称中において、気象庁が行う「特別警報」、「警報」、「注意報」及び

これとまぎらわしい名称を使用しないこと。 

（予報の内容） 

（２）予報の内容については、当該地域を対象として発表されている警報、注意報

の内容及び特別警報、警報、注意報発表の基準と矛盾しないよう十分に配慮す

ること。ただし、研究のために行う現象の予想を、デモンストレーションや試
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用等のために発表する場合であって、当該予報の計算方法及び計算結果を、当

該事業所に置かれる気象予報士が確認し、また、当該予報の利用者の安全を確

保する措置が講じられている場合は、この限りではない。また、「大雨」、「大

雪」、「暴風」、「暴風雪」、「洪水」、「高波」又は「高潮」等の防災事項に関連す

る用語を用いる場合は、当該現象に関する気象庁の特別警報、警報、注意報と

矛盾しないように留意すること。 

（３）１０日間先を超え、１６日間先までの長期予報（１か月予報）に、中期予報

の最小の時間単位を用いる場合は、その期間の予報に不確実性に関する情報

（確率情報等）を付加すること。 

（注意報事項の伝達） 

（４）予報発表時点に、当該予報地点を含む地域に対して発表されている当該予

報業務に関連する注意報事項を伝達するよう努めること。 

（台風に関する情報） 

（５）台風の進路等に関する情報は、気象庁の情報の解説の範囲に留めること。台

風に関して、防災上の注意を喚起するときは、台風接近時の一般的な注意に留

め、具体的な災害発生の可能性について言及しないこと。 

２．「特定向け予報」に関する条件 

  特になし 

 

３．地震動 

（１）予報業務の範囲 

ア 予報を行おうとする現象 

地震動（震源由来震度）、地震動（波面伝播非減衰震度）及び地震動（長周期地震動階級等）

が対象であり、現象の予想の方法は気象業務法施行規則で定める技術上の基準（※）に適

合する必要があります。 

※技術上の基準では、「気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震

の規模に関する予報資料その他の予報資料」（以後「予報資料」という。）（注１）を用

いて装置等（ＰＣ等用ソフトウェアを含む。以下同じ。）により個別地点の震度や長周

期地震動階級等、主要動の到達時刻の予想（気象庁長官が定める計算方法による）を

行うよう定めています。 

また、審査基準に定める許可等の条件において、地震動（波面伝播非減衰震度）について

は、特定向け予報に限り、気象庁告示の第 1 項第一号オに定める条件を満たす気象庁が提

供する以外の予報資料を含めて予想を行うことができると定めています。 

「緊急地震速報（業）」とは事業者が技術上の基準に従って個別地点の震度や主要動の到

達時刻の予想を行い、その結果（注２）を即時的に利用者に提供することを言います。地

震動の予報業務の許可又は変更認可を受ける必要があるのは、装置等を作成（注３）した

事業者です。 

 

イ 予報の提供方法 

許可事業者が製造するサーバーにより一拠点で予報を作成して個別の利用者へ配信する
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形式（以下「中枢配信型予報」という。）と、許可事業者が製造する端末の提供もしくは販

売した端末（ソフトウェアも含む）において予報を行う形式（以下「個別端末型予報」と

いう。）に区分します。 

 

○中枢配信型の緊急地震速報（業）の提供 

予報資料を用いて、自らが作成した装置等により個別地点の震度や長周期地震動階級等、

主要動の到達時刻の予想を行い、その結果を即時的に利用者に提供する場合。 

 

○個別端末型の緊急地震速報（業）の提供 

予報資料を即時的な通信手段を用いて利用者に提供するとともに、提供先に自らが作成

した装置等を整備し、これらの装置等により個別地点の震度や長周期地震動階級等、主要

動の到達時刻の予想を行い、その結果を利用者に提供する場合。 

 

または、利用者が（一財）気象業務支援センター又は配信事業者から予報資料を受信する

ことで、個別地点の震度や長周期地震動階級等、主要動の到達時刻を予想した結果を出力

できる装置等を作成し、これを利用者に対して提供（販売等）する場合（注４）。 

 

利用者 

サーバ等 

個別地点の予想計算 

 

利用者側に設置する装置

等は報知のみを行う 
事業所 

予報許可対象事業者 

 

予報資料 

利用者 

利用者側に設置する装置等で

個別地点の予想を計算 

事業所 

 

 

予報資料 

予報許可対象事業者 
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注１ 具体的には、「Ⅷ.予報業務の許可等に係わる法令等」の「５ 予報業務の許可等に関する審査

基準、標準処理期間及び処分基準（通達） 抄録」を参照してください。 

注２ 利用者に提供される個別地点の震度や長周期地震動階級等、主要動の到達時刻の予想結果は、

震度や時刻を明示しないような表現で提供される場合も含みます。 

注３ 本文書で「装置等を作成」「作成した装置等」とは、少なくとも当該装置のうち地震動の予想

の方法に係る部分の作成について責任をもっていることを意味しています。 

注４ 当該装置のうち地震動の予想の方法に係る部分の作成について責任をもっている事業者が、

作成した装置等をＯＥＭで利用者に供給する場合も該当します。 

 

ウ 対象としようとする区域 

対象としようとする区域は、個別の地点を原則とし、地震動（震源由来震度）及び地震動

（波面伝播非減衰震度）の予報については、用いる地盤増幅度デジタルデータベースが適用

できる範囲内（気象庁告示の第 1 項第一号ウ(２)の方法による地盤増幅度にあってはその

適用範囲内）に、地震動（長周期地震動階級等）の予報については、気象庁告示の第２項第一

号エ（１）から（４）の各方法による補正係数の適用範囲内）に限ります。ただし、地震動（波

面伝播非減衰震度）の予報については、気象庁告示の第 1 項第二号（二）アで定める半径

の範囲内に限ります。区域の表示は、予報対象地点の緯度・経度又は住所を用いて下さい。

また、予報対象地点の集合として対象区域を設定する場合は、明確に区分できる区域とし、

行政区画等の区域や道路、鉄道、河川等により区分された区域については当該行政区画等

の名称によるもの、それ以外の場合は地図上の表示によるものとします。 

 

（２）観測、予報資料の収集 

ア 入手の資料 

気象業務法第１８条第１項第１号の規定により、当該予報業務を適確に遂行するに足り

る観測その他の予報資料の収集が必要です。地震動（震源由来震度）及び地震動（長周期地

震動階級等）の予報を行う場合は、気象庁が緊急地震速報（予報）において発表する地震の

発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する資料の収集が必要です。地震動（波面伝播

非減衰震度）の予報を行う場合は、これらの資料に加えて、気象庁がリアルタイム震度電

利用者 

利用者側に設置された装置等で

個別地点の予想を計算 

事業所 

予報許可対象事業者 

 

利用者へ装置等を 

提供（販売等） 

 

予報資料 



 

 

 
24 

文において発表する地震動の観測の成果の解析の成果に関する資料の収集が必要であり、

加えて気象庁が提供する以外の予報資料を収集する場合においては、気象庁告示の第１項

第一号オに定める条件を満たすものに限ります。 

イ 入手の方法 

予報資料の収集は、的確に実施される必要があることから、資料の提供者との契約に基

づく必要があります。 

（３）観測、予報資料の収集施設 

収集施設は、中枢配信型予報においては、行おうとする予報に必要な予報資料を的確に

収集し、かつ、処理できる能力を有する電子計算機その他の施設である必要があります。 

個別端末型予報においては、行おうとする予報に必要な予報資料を的確に収集し、かつ、

処理できる能力を有する端末である必要があります。 

中枢配信型予報においては、施設は許可事業者以外の者が保有するものでも構いません

が、その場合は、当該施設に関して、行おうとする予報業務に必要十分な使用権原を有す

ることが必要です。  

 

（４） 解析の施設  

解析施設は、中枢配信型予報においては、用いる解析の手法を的確に処理できる能力を

有する電子計算機その他の施設であることが必要です。 個別端末型予報においては、用い

る解析の手法を的確に処理できる能力を有する端末であることが必要です。 

中枢配信型予報においては、施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいですが、

その場合は、当該施設に関して、行おうとする予報業務に必要十分な使用権原を有するこ

とが必要です。 

 

（５）要員の確保 

中枢配信型予報においては、予報資料の収集及び解析の施設の適切な運用に必要な要員

を置いていることが必要です。個別端末型予報においては、利用者の端末の適切な運用に

資する要員を置いていることが必要です。 

 

（６）警報事項を受けることができる施設及び要員 

気象業務法第１８条第１項第２号の規定により、地震動予報業務に関連する警報事項を

迅速かつ確実に受信できる通信機器その他の施設及び要員を有することが必要です。 

 

（７）現象の予想の方法 

地震動の予想の方法は、気象庁告示に定められた事項を満たす手法であることが必要で

す。 

 

（８）一定の条件等 

気象業務法第４０条の２の規定に基づき、予報業務の許可に条件が付されています。以

下に審査基準 別記２に規定されている条件を転載します。 

その他、気象業務法第２０条に警報事項の伝達、第２３条に警報の制限が規定されてい

る他、気象業務法施行規則第１２条の２に予報事項等の記録が規定されています。予報事
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項の記録は、許可事業者の予報により生命財産等に損害を被った利用者への対応等に備え

て記録するもので、予報業務を行う事業所ごとに次に掲げる事項を２年間保存してくださ

い。 

ア 予報事項の内容及び発表の時刻 

予報の提供方法にかかわらず、予報している各地点における予報記録（予報事項

の内容及び発表の時刻）を保存してください。 

予報事項の内容とは、予報データ全て、もしくは、それを再現できる資料です。 

予報データ全てを再現できる資料の例は以下の通りです。 

・中枢装置または各端末に配信した予報資料 

・更新履歴を含めた過去２年分の数値パラメータ、計算プログラム等 

発表の時刻を再現できる資料の例は以下の通りです。 

・中枢装置または各端末における予報資料の受信成否の監視ログ 

・中枢装置または各端末における予報の発表時刻に相当する時刻の記録 

 

（注）個別端末型予報を行い、かつ、各端末の予報記録を事業所でモニタでき 

ない場合、利用者に提供しているものと同型の端末を事業所に設置し、予報

の対象とする区域の任意の地点（例：事業所の地点）における上記の予報記

録を保存してください。 

イ 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目

的及び範囲に係るものに限る。) 

 

○気象業務法 

(警報事項の伝達) 

第二十条 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範

囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように

努めなければならない。 

(警報の制限) 

第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び

洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでな

い。 

 

○審査基準 別記２  地震動の予報業務に係る許可等の条件 

遵守すべき事項については、警報事項の伝達等法令で定められたもののほか、

条件として付す下記のものとする。 

１．「一般向け予報」に関する条件 

（予報に使用する名称） 

（１）地震動の予報に「緊急地震速報」という名称を用いる場合は、気象庁が行う警

報ではなく事業者の予報である旨を利用者に対して十分説明するよう努めること。

また、「特別警報」、「警報」、「注意報」及びこれとまぎらわしい名称等を使用しな

いこと。 

（予報の内容） 



 

 

 
26 

（２）地震動（震源由来震度）の予報を行う場合は、深発地震の震度の予想精度が十

分でないことを利用者へ明示するよう努めること。 

（３）地震動（長周期地震動階級等）の予報を行う場合は、150km より深い地震につ

いて予想は行わないこと。 

（４）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、予想する地震動の指標は長周

期地震動階級及び周期別階級のみとする。 

（５）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、事業者の提供する地震動予報

は構造物の振動の予報とは異なることを、利用者に説明を行うよう努めること。 

（ガイドライン掲載項目に関する説明） 

（６）「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に

関するガイドライン」の「端末利用者が施す措置の一覧表」に掲載された各項目に

対する対応状況につき、利用者に十分な説明を行うよう努めること。 

（その他） 

（７）地盤増幅度、予想の対象とする周期、「計算方法を定める件」で定められる補正

係数及び調整値等の具体的な設定値を利用者自身が入力する装置等については、誤

りなく適切な数値を入力できるよう措置をすること。 

（８）地震動（震源由来震度）及び地震動(長周期地震動階級等)の予報を行う場合は、

気象庁が一地点の観測の成果のみにより求めた震源又は仮定した震源に基づく予

報は行わないこと。 

（９）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、気象庁がリアルタイム震

度電文において一地点の観測の成果のみにより発表した予報資料又は気象庁が提

供する以外の予報資料に基づく予報は行わないこと。 

（10）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、到達時刻の予想は行わな

いこと。 

（11）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、周期別階級の予報を行う際は、

予想の対象とする周期または周期帯を明示するよう努めること。 

２．「特定向け予報」に関する条件  

（予報に使用する名称） 

（１）地震動の予報に「緊急地震速報」という名称を用いる場合は、気象庁が行う警

報ではなく事業者の予報である旨を利用者に対して十分説明すること。また、「特

別警報」、「警報」、「注意報」及びこれとまぎらわしい名称等を使用しないこと。 

（予報の内容） 

（２）地震動（震源由来震度）の予報を行う場合は、深発地震の震度の予想精度が十

分でないことを利用者へ明示すること。 

（３）地震動（長周期地震動階級等）の予報を行う場合は、150km より深い地震につ

いて予想は行わないこと。 

（４）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、任意の周期の絶対速度応答ス

ペクトルの値、任意の周期帯の絶対速度応答スペクトルの最大値の予報を行う際

は、各指標の予想精度について利用者に十分な説明を行うこと。 

（５）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、事業者の提供する地震動予報

は構造物の振動の予報とは異なることを、利用者に説明を行うこと。 
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（ガイドライン掲載項目に関する説明） 

（６）「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に

関するガイドライン」の「端末利用者が施す措置の一覧表」に掲載された各項目

に対する対応状況につき、利用者に十分な説明を行うこと。 

（その他） 

（７）地盤増幅度、予想の対象とする周期、「計算方法を定める件」で定められる補正

係数及び調整値等の具体的な設定値を利用者自身が入力する装置等については、

誤りなく適切な数値を入力できるよう措置をすること。 

（８）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報において、気象庁が提供する以外の予報

資料に基づく予報を行う場合は、その品質について、利用者に十分な説明を行う

こと。 

（９）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、到達時刻の予想は行わな

いこと。 

（10）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、周期別階級の予報を行う際は、

予想の対象とする周期または周期帯を必ず明示すること。 
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Ⅲ.予報業務の許可申請 
 

予報業務を行おうとする者は、気象業務法第１７条の規定に基づき、気象庁長官の許可を

受けなければなりません。 

申請から許可に至るまでの過程は以下のとおりです。申請が到達してから、許可（不許可）

の通知までに要する日数は、標準で気象・波浪の許可については１５日、地震動（震源由来震度）、

地震動（波面伝播非減衰震度）及び地震動（長周期地震動階級等）の許可については 1 か月です。

ただし、地震動（波面伝播非減衰震度）のうち気象庁が提供する以外の予報資料を収集する場合

は、３か月です。 

なお、すでに気象･波浪、高潮、地震動、火山現象又は津波のいずれかの予報業務の許可を受け

ている者がそれ以外の要素の予報業務の許可を受けようとする場合、許可申請ではなく変更認可

の手続きとなります。（Ⅳ．予報業務の変更認可申請参照） 

 

１．予報業務の許可申請手続の流れ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

予報業務許可申請書の提出 

気象庁情報基盤部情報利用推進課宛 

登録免許税の納付* 

（芝税務署宛） 

書類に形式上の不備があるか 

ない 

申
請
書
の
補
正
要
請 

ある 

事前の確認・相談 

許可、不許可決定 

（長 官 決 裁） 

審    査 

*申請書が到達した後、申請者

から申請を取下げたい旨あら

ためて電話等の連絡があれ

ば、登録免許税領収証書を含

めて申請書を返戻します。 
通    知 

申請書の到達 
（標準処理期間） 

 気象等：１５日 

 地震動（震源由

来震度）、地震動

（波面伝播非減衰

震度）及び地震動

（長周期地震動階

級等）：１か月  

ただし、地震動（波

面伝播非減衰震

度）のうち気象庁

が提供する以外の

予報資料を収集す

る場合：３か月 
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２．許可申請に必要な書類 

予報業務の許可の申請には以下の書類が必要です。申請者は、必要事項を記入し、添付書

類を添えて提出してください。 

各書類の記入例及び記入要領については、下表に示したページを参照してください。 

 

提出書類名 部数 備  考 
気象等 

参照頁 

地震動 

参照頁 

予報業務許可申請書 １ 必須 ３３ ４６ 

予報業務計画書 １ 
必須（地震動の申請時には「地震動

の予想の方法」も添付） 
３６ ４８ 

気象予報士名簿 １ 必須（気象等の申請時のみ） ４１ － 

要員の配置の状況及び勤務の交替の

概要 
１ 

必須（気象において気象予報士の設

置の基準の緩和の適用を受ける場

合（研究目的以外）は別表を参照） 

４２ ６１ 

観測施設の概要 １ 申請者が独自に観測を行う場合 ３９ ６２ 

予報資料の収集解析及び警報事項の

受信施設の概要 
１ 必須 ４３ ６３ 

法人の定款又は寄附行為 １ 

申請者が地方公共団体以外の法人

の場合（写しの場合は原本証明を付

すこと） 

３２ ３２ 

法人の登記事項証明書 １ 
申請者が地方公共団体以外の法人

の場合（コピー不可） 
３２ ３２ 

法人の役員名簿 １ 
申請者が地方公共団体以外の法人

の場合 
３２ ３２ 

法人の発起人、社員又は設立者名簿 １ 
申請者が法人を設立しようする者

である場合 
３２ ３２ 

住民票の写し又は個人番号カードの

写し 
１ 

申請者が個人の場合で、かつ、気象

庁から提出を求められた場合 
３２ ３２ 

宣誓書 １ 必須 ３２ ３２ 

  

添付書類名 部数 備  考 
気象等 

参照頁 

地震動 

参照頁 

登録免許税の領収証書 １ 
必須（コピー不可）（非課税対象者の

場合は、それを証明する資料） 
３１ ３１ 

予報資料を配信する事業者との契約書

等の写し 
１ 必須 １５ 

２３、

５０ 

警報を配信する事業者との契約書等の

写し 
１ 必須 １８ 

２３、

５０ 

予報資料の予測手法に関する資料 １ 

気象庁以外の予報資料を収集して

予報業務を行う場合（気象等の申請

時のみ） 

１２、

３９ 
－ 

気象測器の検定証書の写し １ 
気象庁以外の者が独自に観測を行

う場合（気象等の申請時のみ） 

１２、

３９ 
－ 

気象予報士の契約書等の写し １ 

専任気象予報士が、他社の気象予報

士である場合（気象等の申請時の

み） 

４１ － 
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予報資料の収集解析又は警報事項の

受信施設の借用に関する契約書の写

し 

１ 
他社の施設を借用して予報業務を

行う場合 

１６、

４３ 
２４ 

予報資料及び警報事項を入手する回

線の通信事業者との契約書等の写し 
１ 地震動のみ － ６３ 

当該解析の手法による計算結果の品

質が記載された「予報資料の解析の手

法に関する資料」 

１ 

気象予報士の設置の基準の緩和の

適用を受ける場合（気象等のみ）（詳

細は別表を参照） 

１７ － 

気象予報士が、当該解析の手法とその

計算結果の品質をあらかじめ確認し

たこと、並びに予報後の確認の方法を

決定することを記した申立書 

１ 

気象予報士の設置の基準の緩和の

適用を受ける場合（気象のみ、ただ

し研究目的を除く）（詳細は別表を

参照） 

１７ － 

気象予報士が、当該解析の手法とその

計算結果の品質をあらかじめ確認し

たことを記した申立書 

１ 
気象予報士の設置の基準の緩和の

適用を受ける場合（研究目的のみ） 
１７ － 

予報の利用者の安全を確保する措置

に関する資料 
１ 

気象予報士の設置の基準の緩和の

適用を受ける場合（研究目的のみ） 
１７ － 

 

気象予報士が事前にアルゴリズムの妥当性とその計算結果の品質を確認し、また、予報後に

は予報の検証等を行うことにより、気象予報士設置基準の緩和を適用する場合（１７ページの

表中の区分②）は、別表の書類１～３の提出が必要です。書類３については、適用の有無に関

わらず提出が必須のものですが、緩和を適用する場合は、追加で記載する事項がありますので

ご留意ください。 

なお、従来どおり気象予報士を設置し、気象予報士が都度現象の予想を行う場合（１６ペー

ジ）は、書類１～２は提出不要です。書類３については、４２ページに従って記載してくださ

い。 

 

別表 気象予報士が事前にアルゴリズムの妥当性とその計算結果の品質を確認し、予報後に

は予報の検証等を行うことにより、気象予報士設置基準の緩和を適用する場合の必要書類 

書類名 部数 備  考 参照頁 

１．予報資料の解析の手法に関する

資料 
１ 

・当該解析の手法の概要 

・事前確認結果 
１７ 

２．申立書 １ 

・事前確認を実施した気象予報士

の氏名 

・予報後の確認の方法の決定を行

う気象予報士の氏名 

１７ 

３．要員の配置の状況及び勤務の交

替の概要 
１ 

・予報後の確認体制（事業者があ

らかじめ想定した必要な頻度で気

象予報士が当該解析の手法による

予報を確認する体制） 

・予報資料の収集及び解析や警報

事項の受信等に異常が生じた場合

に障害対応措置を行うための連絡

体制 

１７ 

 「予報後の確認の方法」は、気象庁が実施する降水及び気温に関する検証要素及び手法を

推奨します。（１７ページ）  
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３．登録免許税の納付 

予報業務の許可を受けようとする方は、気象庁への許可申請に先立ち、登録免許税法第２条

別表第１に基づく税額９万円を芝税務署（気象庁の所在地を管轄）に納付しなければなりませ

ん。 

納付は全国の税務署、日本銀行本支店、歳入代理店、郵便局等から行うことができます（納

税の詳細については、最寄りの税務署に直接お尋ねください）。 

予報業務許可の申請には、登録免許税法第二十四条の１に基づき、登録免許税の納付の際に

発行される領収証書の原本を提出して下さい。予報業務を許可した後は、提出された領収証書

を返却することはできません。万一、申請が却下された場合は、領収証書を返却します。 

なお、登録免許税法第４条、第５条の規定により、申請者が非課税となる者は、それを証明

する資料を添付してください。 

 

○会社合併により許可事業者が消滅し、存続する別の事業者がその予報業務を承継し、新

たに許可申請をするとき 

予報業務を承継する場合の予報業務許可に係る登録免許税は、予報業務許可申請に添

付される登記事項証明書（履歴事項全部証明書）によって承継関係が確認できる場合、登録

免許税法第５条第１３項の規定により非課税登記等の扱いとなりますので、領収証書の

提出は必要ありません。 
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４．提出書類の記入例及び記入要領（共通） 
（１）定款又は寄附行為及び登記事項の証明書、役員の名簿 

・申請者が地方公共団体以外の法人の場合に必要です。なお、役員の名簿は任意の書式で構

いません。 

 

（２）定款又は寄附行為の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿 

・申請者が法人を設立しようとしている場合に必要です。 

 

（３）住民票の写し又は個人番号カードの写し 

・申請者が個人の場合で、かつ、気象庁から提出を求められた場合に、住民票の写し若しくは

個人番号カードの写し（又はこれに類するものであって、氏名及び住所を証明する書類）が必

要です。なお、個人番号カードの写しを提出される場合は、個人番号が判読できない形で提出

いただきますようお願いいたします。  

 

（４）欠格事由に該当しないことを証明する書類（宣誓書） 

以下の書式にしたがって作成してください。 

 

申請者（法人の場合は役員も含む）が以下に該当しない旨の宣誓書を用意してください。 

（気象業務法第１８条第２項の各号） 

・気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行

を受けることがなくなった日から２年を経過しない者。 

・予報業務許可の取消しを受け、その取消しの日から２年を経過しない者。 

 

 

＜記入例＞ 

宣   誓   書 

 

 

 気象庁長官 

  ○ ○ ○ ○ 殿 

 

 

   当社は、気象業務法第１８条第２項の各号に規定された者には該当しません。 

 

 

令和○○年○○月○○日 

                 名   称 株式会社○○ 

                 代表者氏名 代表取締役社長 気象花子 

記入例 

押印不要 
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５．提出書類の記入例及び記入要領（気象等） 
（１）予報業務許可申請書（気象等） 

  

 

                         令和○○年○○月○○日 

予報業務許可申請書（気象等）  

気象庁長官 

○ ○ ○ ○ 殿 

                   △△△△株式会社 

                   代表取締役社長 気 象  花 子     

                    

 気象業務法第１７条第１項の規定により予報業務の許可を受けたいので、同法施行規則第

１０条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

１．名称及び代表者氏名、住所 

              

  名   称  △△△△株式会社 

  代表者氏名  代表取締役社長 気象 花子 

  住   所  東京都世田谷区◇◇一丁目２番３号 

 

２．予報業務の目的及び範囲 

  （気象等） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報要素 予報期間 

一般向け 

予  報 

気  象 

短時間予報 

福島県、及び関東地方 短期予報 

中期予報 

長期予報 

（１か月予報） 
福島県 

波  浪 短期予報 関東地方の沿岸域 

特定向け 

予  報 

気  象 
短期予報 

福島県、関東地方及び東は東経 145 度、

西は東経 138 度、南は北緯 32 度、北は

北緯 38 度の線により限られた海域 中期予報 

波  浪 短期予報 

東は東経 145 度、西は東経 138 度、南

は北緯 32 度線、北は北緯 38 度の線に

より限られた海域 

 

 

３．予報業務の開始の予定日 

  令和○○年○○月○○日 

記入例 

押印不要 
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＜記入要領＞ 

 

１．名称及び代表者氏名、住所 

・名   称：個人名又は法人名を記入。 

・代表者氏名：法人の場合に記入。 

・住   所：法人の場合は登記している本社住所を記入。個人の場合は住民票の住所

を記入。 

 

２．予報業務の目的及び範囲 

行おうとする予報業務ごとに横線で区切り、各々の予報業務の内容が明確になるよう

記入してください。 

（１）目 的 

「一般向け予報」と「特定向け予報」に区別し、記入してください。 

 

（２）範 囲 

①予報の種類 

ア 予報要素 

予報を行おうとする現象に応じて、「気象」（気温、降水量、風向、風速、天気その

他の大気の諸現象）「波浪」「地象」（路面状況に限る）に区別し、該当するものをす

べて記入してください。ただし、「地象」（路面状況に限る。）は、「気象」に含めて扱

います。 

イ 予報期間 

「短時間予報」「短期予報」「中期予報」「長期予報（１か月予報）」「長期予報（３

か月予報）」「長期予報（６か月予報）」の内、該当するものすべてを記入してくださ

い。 

 

② 予報の対象とする区域  

「予報の対象とする区域」は、予報業務を行うことができる最大の範囲を記入してく

ださい。行政区画等の区域や道路、鉄道、河川等により区分された区域については当該

行政区画等の名称によるものとし、それ以外の場合は地図上の表示によるものとし、明

確に区分できるように記載してください。 

※「沿岸域」とは、海岸線からおおむね２０海里（約３７ｋｍ）以内の海域をいいます。 

予報要素 記入例 解 説 

気  象 

 

 

「全 国」 日本全域（沿岸域も含む）を対象とする場合。 

「東北地方、九州地方」 

複数県を含んだ区域（沿岸域も含む）を対象と

する場合。 

※含まれる県の定義が曖昧な地方名や都道府県の境界

線と一致しない地方名は用いない。 

「○○県」 都道府県（沿岸域も含む）を対象とする場合。 

「○○市」 

「○○県○○市(町)(村）」 

市町村（沿岸域も含む）を対象とする場合。 
※県庁所在地又は政令指定都市以外の市町村の場合は都

道府県名から記述してください。 

「北緯○度東経○度、北緯○度

東経○度･･･で囲まれた区域」 
点で囲んで区域を表す場合 
※陸上だけでなく、沖合の海上予報も行う場合など。 
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「全国及び東は東経○度、西は

東経○度、南は北緯○度、北は

北緯○度の線により限られた

海域」 

緯経線で囲んで区域を表す場合 
※陸上だけでなく、沖合の海上予報も行う場合など。 

波  浪 

「全国の沿岸域」 日本全体の沿岸を対象とする場合。 

「○○地方の沿岸域」 
複数県を含んだ地方全体の沿岸域を対象とす

る場合。 

「○○県の沿岸域」 都道府県の沿岸域を対象とする場合 

「北緯○度、東経○度、北緯○

度東経○度･･･で囲まれた海

域」 

点で囲んで海域を表す場合 

「東は東経○度、西は東経○

度、南は北緯○度、北は北緯○

度の線により限られた海域」 

緯経線で囲んで海域を表す場合 

 

 

３．予報業務の開始の予定日 

許可を受けた業務のいずれかを最初に実施する予定の日を記入してください。 
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（２）予報業務計画書（気象等） 

予報業務計画書（気象等）  

１．事業所の名称及び所在地 

事業所名 △△△△株式会社   

所在地  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

２．予報事項、発表日時及び現象の予想の方法 

予  報  事  項 

発表日時 予想の方法 目

的 
予報期間 予想する現象 

予報の対象とする区域 

対象区域 
最小単位 

（分解能） 

一

般

向

け

予

報 

短時間予報 降水量、発雷確率 
福島県及び

関東地方 

全国合成レーダー

のメッシュ単位 

8 時～21 時

の随時 

力学的手法 

運動学的手法 

短期予報 
天気、気温、風向、風速、

降水量、降雪量、降水確

率、雲量 

別表 1 に示

す区域 

別表１に示す市区

町村単位 

9時、12時 

17時、21

時 
統計的手法 

中期予報 12時 

長期予報 

(１か月予報) 

天気、気温、降水量、日

照時間 
福島県 福島県 

毎週木曜日

の 14時 
統計的手法 

短期予報 波浪 
関東地方の

沿岸域 
市区町村単位 9時、17時 地形効果の加味 

特

定

向

け 

予

報 

短期予報 
天気、気温、風向、風速、

降水量、降雪量、湿度、

霜 

福島県及び

関東地方 

独自数値予報モデ

ルメッシュ単位 

9時、12時 

17時、21

時 
統計的手法 

中期予報 12時 

短期予報 波浪、天気、風向風速 別図１に示

す海域 

別図１に示す最小

単位 

9時、17時 
地形効果の加味 

統計的手法 

中期予報 天気、風向風速 17時 統計的手法 

３．収集する予報資料の内容及びその方法 

収集する予報資料        入  手  の  方  法 

資 料 内 容 入 手 先 通信回線 

気象衛星画像 

アメダス（10分） 

全国合成レーダーＧＰＶ（5分） 

降水短時間予報ＧＰＶ 

府県天気予報 

府県気象情報 

ＧＳＭガイダンス（格子形式） 

府県週間天気予報 

週間予報支援図ＦＡＸ 

地方季節予報（１か月） 

１か月予報ガイダンス 

海上予報 

(一財)気象業務支援センター

※ 
ＩＰ－ＶＰＮ 

ＧＳＭＧＰＶ（全球域・日本域） 

１か月アンサンブル数値予報モデルＧＰＶ（全球

域・日本域） 

沿岸波浪モデルＧＰＶ 

沿岸波浪実況図 FAX 

(株)○○○○ インターネット 

独自数値予報モデル △△△△株式会社 社内ＬＡＮ 

届出観測所実況 (社)▲▲▲農業振興会 専用線 

 ※仙台管区気象台及び東京管区気象台管内のデータに限る 

４．入手する警報・注意報の内容及び入手の方法 

警報・注意報の内容 入 手 の 方 法 

種 類 発 表 官 署 入 手 先 
通信回線及び通信方式 

不達時の対応 

気象、波浪 

高潮、洪水 
福島県、関東地方の気象官署 

(株)○○○○ 

通信回線：インターネット 

通信方式：ファイル転送(put)方式 

不 達 時：自動再送又は FAXにより 

代替 

海上警報 

（全般・地方） 

気象庁本庁、仙台管区気象

台、名古屋地方気象台 

 

記入例 
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＜記入要領＞ 

現象の予想を実際に担当する事業所ごとに作成してください。 

 

１．事業所の名称及び所在地 

・予報業務を行う事業所の名称及び所在地を記入してください。 

・支社に現象の予想を行わせる場合、支社が事業所となります。 

・他社（□□社）の機器や気象資料を借用して□□社内で予報業務を行う場合は、事業所の

名称、所在地は□□社のものを記入し、事業所名の後に「（借用）」と付記してください。 

・上記の事業所の所在地以外にある事業所にてリモートアクセス環境により予報業務を行

う場合は、当該所在地を「その他の実施場所の所在地」として所在地を記入してくださ

い。なお、場所を特定せずに予報業務を行う場合は、当該所在地は「不定の場所」と記

入してください。 

 例 

 

 

 

 

 

２．予報事項、発表の時刻及び現象の予想の方法 

申請書で記載した「予報業務の目的及び範囲」のうち、当該事業所が担当するものを、以

下のとおり具体的に記入してください。 

（１）予報事項 

①目 的 

「一般向け予報」「特定向け予報」に区別して記入してください。 

②予報期間 

予報の対象期間（「短時間予報」「短期予報」「中期予報」「長期予報（１か月予報）」

「長期予報（３か月予報）」「長期予報（６か月予報）」）を具体的に記入してください。 

③予想する現象 

天気、気温、湿度、風向、風速、降水量、降雪量、降水確率、雷、発雷確率、気圧、

視程、雲量、波浪等予報事項の具体的な要素を記入してください。 

事業所名 △△△△株式会社 大阪支社 

所在地 大阪府◇◇１－２－３ 

その他の実施場所

の所在地 

大阪府○○４－５－６（▽▽放送株式会社報道部（借用）） 

京都府◎◎７－８－９（気象 花子（自宅）） 

不定の場所 
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④予報の対象とする区域 

予報業務許可申請書で記入した対象区域と、その対象区域をどのような予報区域に

細分するか（予報区域の最小単位：分解能）が分かるように記入してください。標準的

な記入例を以下に示しました。 

なお、どのように細分するかは任意ですが、「一般向け予報」では細分した予報区域

ごとに１か所以上の現地観測値を収集する必要があります（急峻な山岳地域を除き、数

値予報に使用する解析値（GPV）で代用することも可）。 

もし、予報業務計画書内に記載することが難しい場合は、別表や別図に記載してくだ

さい。 

 記入例 解 説 

予報要素 対象区域 最小単位 

（分解能） 

 

気  象 

全国 市区町村 
全国を対象とし、市区町村単位で予報を行う場

合。 

全国 都道府県 
全国を対象とし、都道府県単位で予報を行う場

合。 

○○地方 市町村 
○○地方を対象とし、市町村単位で予報を行う場

合。 

○○県 市町村 
○○県を対象とし、市町村単位で予報を行う場

合。 

全国 
GSM メッシ

ュ単位 

全国を対象とし、GSM メッシュ単位で予報を行う

場合。 

別表に示

す区域 

別表に示す

市区町村単

位 
文章での表現が難しい場合には別表（図）を使っ

て表現する。 
別図に示

す区域 

別図に示す

最小単位 

波  浪 

○県、△県 県単位 沿岸を県単位で区切って予報区とする場合。 

○湾、△

湾 
○湾、△湾 湾内を予報区とする場合 

別図に示

す海域 

別図に示す

最小単位 

文章での表現が難しい場合には、別図を使って表

現する。 

 

（２）発表日時 

以下の例に従い、予報を提供する概ねの日時をすべて記入してください。 

 

記入例 解 説 

「５時～２２時の随時」 短時間予報の場合 

「９時、１２時、１７時」 短期・中期予報の場合 

「毎週金曜日の１４時」 長期予報の場合 

「毎月２０日の１４時」 長期予報の場合 

※短期・中期予報の場合でも、頻繁又は不規則に発表する場合は、随時発表とし

て結構です。 
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（３）予想の方法 

以下の例に従い、予想に用いる手法を記入してください。 

 

記入例 解 説 

「力学的手法」 微分型の熱流体力学方程式を積分して解く手法 

「統計的手法」 
数値予報の結果等を入力値として過去の統計資料か

ら得た予測式を用いる手法 

「運動学的手法」 

短時間予報で、過去における複数の時間の観測結果

からパターン処理等により、今後の推移を予想する

手法 

「地形効果の加味」 波浪予測における伝播方程式を用いる手法 

※時間積分を用いないニューロネットワーク等のΑΙ手法は、その目的に応じて、

統計的手法又は運動学的手法として扱います。 

※予想の手法は、予測技術の進歩に応じて適宜見直します。 

 

３．収集する予報資料の内容及びその方法 

（１）収集する予報資料 

当該事業所において収集する予報資料の内容を、具体的に記入してください。記入に

あたっては、当該予報業務を行うのに必要不可欠な資料のみを記入してください。 

領域区分単位で資料を入手する場合は、入手している領域がわかるように注釈を記載

してください。 

気象庁以外の機関が作成元である予測資料を用いても構いませんが、当該予測資料が、

観測の成果を基に自然科学的方法によって予想されたことが分かる説明及び予報を行

う現象、予報の期間、対象区域に適切に対応していることが分かる説明（諸元等）を記

載した資料を添付してください。 

（補足）予報業務計画書には、当該予報業務を適確に遂行するに足りる必須の資料のみ

を記載してください。参考として入手する資料（必ずしも、無くとも業務可能な資料）

は記載する必要ありません。 

（２）収集する観測資料 

申請者が独自に気象測器を設置して現地観測値を収集する場合は、以下の事項を記載

した書類を添付してください。 

① 観測施設の概要 

・観測施設の所在地 

・観測施設の明細（機器の構成、探知範囲など） 

・観測の種目及び時刻 

（補足）気象業務法第６条第３項前段の規定により観測の届出がなされている場合

（他者が設置した気象測器から現地観測値を収集する場合も含みます）には、届

出書の写しを添付するだけで結構です。 

② 気象測器の検定証書の写し（検定対象測器に限る） 

③ 自然科学的方法による現象の観察又は測定を行っていることが分かる資料（検定

対象外測器） 

（補足）予報業務計画書には、当該予報業務を適確に遂行するに足りる必須の観測資料
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のみを記載してください。参考として入手する資料（必ずしも、無くとも業務可能な

資料）は記載する必要ありません。 

（３）入手の方法 

①入手先 

（一財）気象業務支援センター、株式会社○○○○等、直接の入手先を記入してくださ

い。 

②通信回線 

使用する通信回線名を記入してください（専用線、IP-VPN、インターネット等） 

③予報資料及び警報を配信する事業者との契約書等の写し 

 

４．入手する警報・注意報の内容及び入手の方法 

（１）警報・注意報の内容 

①種 類 

「気象」「波浪」「高潮」「洪水」「海上警報（全般）」「海上警報（地方）」「海上警報（全

般、地方）」を記入してください。すべての種類を受信する場合は、「全種類」と記入し

て結構です（（一財）気象業務支援センターから受信する場合は「全種類」が提供され

ます）。 

②発表官署 

「全国の気象官署」「○○地方気象台」等、どの気象官署が発表する警報・注意報を

入手するか記入してください。 

（２）入手の方法 

①入手先 

（一財）気象業務支援センター、株式会社○○○等、直接の入手先を記入してくださ

い。 

②通信回線及び通信方式、通信障害時の代替手段 

ア 通信回線 

使用する通信回線を記入してください（専用線、IP-VPN、インターネット等）。 

イ 通信方式 

使用する通信方式を記入してください（ファイル転送（put)、気象庁ソケット通信

等）。 

ウ 不達時の対応 

通信エラー等により、警報事項が申請者に伝達されない場合（不達時）の対応につ

いて記入してください（「自動再送又はＦＡＸにより代替」、「自動再送又は電話によ

り代替」等）。 

③予報資料及び警報を配信する事業者との契約書等の写し 
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（３）気象予報士名簿（気象等のみ） 

 

＜記入要領＞（気象等のみ） 

・事業所ごとに上記の例を参考に気象予報士名簿を作成してください。 

・気象予報士は、自社社員に限らず、労働派遣契約や業務委託契約に基づく他社の気象予報

士でも構いませんが、この場合は該当する氏名の右に「（他社）」と記入し、各契約に関す

る契約書等の写しを添付してください。 

 

 

 

気 象 予 報 士 名 簿 

 

事 業 所 名 △△△△株式会社 

専  任  気  象  予  報  士 

氏  名 登録番号 氏  名 登録番号 

気象 太郎 第２２２２２号 気象 花代（他社） 第６６６６６号 

気象 次郎 第３３３３３号   

気象 花子 第４４４４４号   

気象 三郎 第５５５５５号   

 

記入例 
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（４）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（気象等） 

 

＜記入要領＞ 

・事業所ごとに作成してください。 

・各気象予報士が何時から何時まで現象の予想作業を行うのか、矢印で表現してください。 

・上表の予報発表時間は、予報業務計画書に記載された予報発表時刻と整合が取れているこ

とが必要です。 

 

 

 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（気象等） 

事業所名：△△△△株式会社 

      00  03   06   09   12  15   18   21   24 

     ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ． 

 

 月 

 

 

 

 

 火 

 

 

 

 

 水 

 

 

 

 

 木 

 

 

 

 

 金 

 

 

 

 

 土 

 

 

 

 

 日 

 

 

 

 

○は、予報発表時刻をさす。←随時発表の場合は○印は不要 

Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅは、専任気象予報士をさす。 

 

Ａ 
Ｂ 

Ｅ 

Ｄ

Ａ Ａ

Ｂ 
Ｃ

Ａ Ｄ

Ｂ 
Ｂ

Ａ Ｃ

Ｂ 
Ａ 

Ｂ 

Ｄ

Ａ Ａ

Ｂ 
Ｃ

Ａ Ｄ

Ｂ 

Ｅ 

Ｃ

Ｅ 

Ｅ 

Ｅ 

Ｅ 

Ｂ

Ｅ 

記入例 
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（５）予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設（気象等） 

 

＜記入要領＞ 

・「情報の作成者から事業所までの伝達ルートと通信回線」及び「事業所内の機器構成」を記入し

てください。 

・観測資料、予報資料、警報事項の入手先はすべて記入してください。 

・予報業務に使用するコンピュータは全て記入し、各機器の用途を「受信装置」「解析装置」など

のように記入してください。 

・他社の施設を借用して業務を行う場合は、当該施設保有者との施設利用に係わる契約書な

ど、確実に施設を使用できることを証する書類を添付してください。 

予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設（気象等） 記入例 

事業所名：△△△△ 

 
受信装置③ 

 
□□データセンター （株）○○○○ 

(一財)気象業務支援センター (社)▲▲▲農業振興会 

警報・注意報 

不達時 

Hutatuji ） 

予報資料 

警報・注意報 

（予報資料） （現地観測値） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 専用線 

FAX 

 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

その他の実施場所 

 

受信装置① 

 

受信装置② 

社 内 Ｌ Ａ Ｎ 

 

独自数値予報
モデル 

 
解析装置① 

解析装置② 

（▽▽放送株式会

社報道部借用） 

解析装置③ 

（気象 花子

（自宅）） 

 

解析装置④ 

（不定の場

所） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

（警報・注意報） 

専用線 
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（６）予報業務計画書に添付する図表類の例（気象等） 
 

 予報業務計画書に記載することが難しい場合は、別表や別図にて提出してください。 

 

①予報の対象とする区域の例１（表形式） 

 

・届出観測所における予報を発表する場合やモデルの格子点間隔とは異なる単位で予報を発表

する場合は、記入例に倣って記載してください。 

・アメダス地点における予報を発表する場合は、別表には記載せず、予報業務計画書に最小単位

がアメダス地点であることを記載してください。 

・予報の対象とする区域の最小単位（分解能）が分かるように作表してください。 

・予報業務許可申請書の「予報の対象とする区域」及び予報業務計画書の「予報期間」「予想す

る現象」と上表との整合が取れている必要があります。 

・上表の「予想する現象」と「現地観測値」の観測要素とは、整合が取れている必要があります

（風向風速を予想するのに降水量の観測値だけ入手しているような場合は不可）。 

  

別表１ 

予報の対象とする区域 

 

予想する現象： 

①降水量（短時間予報・短期予報・中期予報） 

②天気、気温、風向、風速、降雪量（短期予報・中期予報） 

予報の対象とする区域 予想する現象 現地観測値 

福島県福島市 ①② ○○○○（届出観測所） 

福島県郡山市 ①② △△△△（届出観測所） 

福島県耶麻郡猪苗代町 ① □□□□（届出観測所） 

 

記入例 
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②予報の対象とする区域の例２（図形式） 

   

 ・モデルの格子点間隔ごとに予報を発表する場合で、その範囲を予報業務計画書に記載しない場

合は、記入例に倣って記載してください。 

・予報の対象とする区域の最小単位（分解能）が分かるように作図してください。 

・予報業務許可申請書の「予報期間」「予報の対象とする区域」と上図との整合が取れてい

る必要があります。 

 

  

別図１ 

予報の対象とする区域 

 

予想する現象：波浪（短期予報） 

       天気、風向、風速、（短期・中期予報） 

予報対象区域：以下の太線で示した海域。区域の最小単位は、気象にあっては 

ＧＳＭ（日本域）の格子点間隔、波浪にあっては沿岸波浪モデル 

の格子点間隔とする。 

 

 

記入例 
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６．提出書類の記入例及び記入要領（地震動） 
（１）予報業務許可申請書（地震動） 

 

令和○○年○○月○○日  

予報業務許可申請書（地震動）  

気象庁長官 

○○ ○○ 殿 

株式会社○○           

代表取締役社長 気 象 花 子      

 

気象業務法第１７条第１項の規定により予報業務の許可を受けたいので、同法施行規則第１

０条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

記 

１．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  株式会社○○ 

  代表者氏名  代表取締役社長 気象 花子  

  住   所  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

２．予報業務の目的及び範囲 

  （地震動） 

目  的 
範            囲 

予報の種類 提供方法 対象とする区域 

一般向け予報 

地震動（震源 

由来震度） 

中枢配信型予報 

全国の任意の地点 

個別端末型予報 

地震動（波面伝 

播非減衰震度） 

中枢配信型予報 

個別端末型予報 

地震動（長周期地震

動階級等） 

中枢配信型予報 

個別端末型予報 

特定向け予報 

地震動（震源 

由来震度） 

中枢配信型予報 

関東地方の任意の地点 

個別端末型予報 

地震動（波面伝 

播非減衰震度） 

中枢配信型予報 

個別端末型予報 

地震動（長周期地震

動階級等） 

中枢配信型予報 

個別端末型予報 

３．予報業務の開始予定日 

令和○○年○○月○○日 

 

記入例 

押印不要 
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＜記入要領＞ 

 

１．申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

・名   称：個人名又は法人名を記入。 

・代表者氏名：法人の場合に記入。 

・住   所：法人の場合は登記簿の住所を記入。個人の場合は住民票の住所を記入。 

 

２．予報業務の目的及び範囲 

行おうとする予報業務ごとに横線で区切り、各々の予報業務の内容が明確になるよう記

入してください。 

（１）目 的 

「一般向け予報」と「特定向け予報」に区別して記入してください。 

 

（２）範 囲 

①予報の種類 

「地震動（震源由来震度）」「地震動（波面伝播非減衰震度）」「地震動（長周期地震動

階級等）」に区別して記入してください。 

②予報の提供方法 

「中枢配信型予報」と「個別端末型予報」に区別して記入してください。 

 

③対象としようとする区域  

予報対象地点の緯度・経度又は住所とするか、予報対象地点の集合として対象区域を設定

する場合は、明確に区分できる区域として、行政区画等により表現してください。 

また、その区域の内、任意の地点について予報を行う場合は、区域の表記に続けて「任意

の地点」と記入してください。特に、区域の内のごく限定的な特定の地点の予報を行う場合

は、予報対象地点の緯度、経度又は住所を記入するか、区域の表記に続けて「特定の地点」

と記入し、その後にその地点が分かるように記述あるいは別表を付してください。 

 

 

３．予報業務の開始の予定日 

許可を受けた業務を最初に実施する予定の日を記入してください。 
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（２）予報業務計画書（地震動）                                                

予報業務計画書（地震動）  

１．事業所の名称及び所在地 

事業所名 △△△△株式会社   

所在地  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

２．予報事項及び発表の時刻 

目
的 

予  報  事  項 

発表の 

時刻 予報の種類 提供方法 

予報の対

象とする

区域 

予報する現象の要素 その他 

一
般
向
け
予
報 

地震動（震源由

来震度） 

中枢配信

型予報 

全国の任

意の地点 

・震度 

・主要動の到達時刻 

・主要動が到達するまでの時間 

・予想に基づく

主要動の伝播

状況の推定図 

随時 

地震動（震源由

来震度） 

個別端末

型予報 

全国の任

意の地点 

・震度 

・主要動の到達時刻 

・主要動が到達するまでの時間 

・予想に基づく

主要動の伝播

状況の推定図 

随時 

地震動（波面伝

播非減衰震度） 

中枢配信

型予報 

全国の任

意の地点 
・震度 

・予想に基づく

震度の推定図 
随時 

地震動（波面伝

播非減衰震度） 

個別端末

型予報 

全国の任

意の地点 
・震度 

・予想に基づく

震度の推定図 
随時 

地震動（長周期

地震動階級等） 

中枢配信

型予報 

関東地方

の任意の

地点 

・長周期地震動の周期別階級

（周期 2.0～3.0秒） 

・深さ 150kmより

浅い地震動に

関する予測に

限る 

随時 

地震動（長周期

地震動階級等） 

個別端末

型予報 

関東地方

の任意の

地点 

・長周期地震動の周期別階級

（周期 2.0～3.0秒） 

・深さ 150kmより

浅い地震動に

関する予測に

限る 

随時 

特
定
向
け
予
報 

地震動（震源由

来震度） 

中枢配信

型予報 

関東地方

の任意の

地点 

・震度 

・主要動の到達時刻 

・主要動が到達するまでの時間 

・予想に基づく

主要動の伝播

状況の推定図 

随時 

地震動（震源由

来震度） 

個別端末

型予報 

関東地方

の任意の

地点 

・震度 

・主要動の到達時刻 

・主要動が到達するまでの時間 

・予想に基づく

主要動の伝播

状況の推定図 

随時 

地震動（波面伝

播非減衰震度） 

中枢配信

型予報 

関東地方

の任意の

地点 

・震度 
・予想に基づく

震度の推定図 
随時 

地震動（長周期

地震動階級等） 

中枢配信

型予報 

関東地方

の任意の

地点 

・周期 5.0〜6.0 秒における絶

対速度応答スペクトルの最大

値 

・深さ 150kmより

浅い地震動に

関する予測に

限る 

随時 

地震動（長

周期地震動

階級等） 

個別端末

型予報 

関東地方

の任意の

地点 

・周期 5.0〜6.0 秒における絶

対速度応答スペクトルの最大

値 

・深さ 150kmより

浅い地震動に関

する予測に限る 

随時 

 

記入例 
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＜記入要領＞ 

所定の様式に、記入要領に従って記入し、作成してください。 

  なお、様式中の現象の予想の方法については、別途、別葉にて作成してください。 

（注）予報業務計画書は、予報を実際に行う事業所（２２～２３ページの図参照）ごとに

作成してください。 

 

 

１．事業所の名称及び所在地 

・予報業務を行う事業所の名称及び所在地を記入してください。 

 

２．予報事項及び発表の時刻 

（１）予報事項 

当該事業所が行う予報の予報事項を記入します。 

① 予報する現象の要素 

予想した「震度」や「主要動の到達時刻」（又は主要動が到達するまでの時間）、「長

周期地震動階級」等、予報事項に含むものを全て記入してください。長周期地震動の周

期別階級を予報する場合は、該当する周期または周期帯を記入してください。 

②その他 

予報事項に含まれるその他の事項を全て記入してください。たとえば、「予報の対象

３．収集する予報資料の内容及びその方法（予報の対象とする区域に対応したもの全てを収集） 

収集する予報資料 
入手の方法 

入 手 先 通信回線 

地震の発生から

予報実施までの

間に収集する資

料 

緊急地震速報（予報） 

緊急地震速報（警報） 

リアルタイム震度電文 

(一財)気象業務支援センター ●●●社 IP-VPN 

実時間震度 別添１のとおり 専用線 

その他の資料 

（精度向上等に

利用） 

●●研究所 

震度・地震波形データ 
●●研究所 

インターネット 

●●●光●  

４．地震動の予想の方法 

 別紙１のとおり 

５．気象庁の地震動の警報事項を受ける方法 

入手の方法 

警報事項の入手先 方法（通信回線） 

(一財)気象業務支援センター ●●● IP-VPN 
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とする場所」「発表事業所名」「予想に基づく主要動の伝播状況の推定図」「深さ 150km

より浅い地震動に関する予測に限る」などが該当します。 

（２）発表の時刻 

通常は、「随時」と記入してください。 

 

３．収集する予報資料の内容及びその方法 

（１）収集する予報資料 

・当該事業所において収集する予報資料の内容を、入手先ごとに分けて記入してくださ

い。 

・気象庁以外の者が設置した観測点（特定観測点）において実時間震度を予報に用いる場

合、観測点の設置場所及び特定観測点のデータを用いる場合の条件に関する資料を、

「予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設（地震動）」の資料の別葉（別添１）

として提出してください。 

・上記以外に予報の精度向上等のため、気象庁以外の者が設置した震度計の観測値等、平

常時から随時収集する予報資料があれば、その他の資料として記入してください。 

 

（２）入手の方法 

①入手先 

・収集する予報資料ごとに記入してください。 

・（一財）気象業務支援センター、株式会社○○○○等、直接の入手先を記入してくだ

さい。 

・観測値等の予報資料の収集の場合、オンラインによらず入手する場合が考えられま

す。その場合の通信回線の欄は「オフラインにより入手」と記入してください。 

 

②通信回線 

・収集する予報資料ごとに記入してください。 

・使用する通信回線名（デジタル専用回線（６４kbps）等の商品名）を記入してくださ

い。 

 

４．地震動の予想の方法 

当該事業所が担当する予報において用いる地震動の予想の方法を、別葉にして具体的に

記入してください（記入方法は５２～６０ページ参照）。 

 

５．気象庁の地震動の警報事項を受ける方法 

・３．（２）の予報資料の入手の方法と同様に記入してください。 

 ・地震動を予想した結果を出力できる装置等を作成し、これを利用者に対して提供（販

売等）している事業者は、事業者自身の受信形態を記入してください。 

・配信事業者から入手することが分かる書類（受信契約書の写し等、下表参照）を添付

してください。 
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受信形態 必要書類 

受信形態① 申請者と（一財）気象業務支援センターの受信契約書の写し 

受信形態② 申請者と仲介者Ａとの受信契約書等の写し 

 

（一財）気象業務支援センター 

申 請 者 

（一財）気象業務支援センター 

仲介者Ａ 

申 請 者 

受信形態① 受信形態② 
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（３）予報業務計画書の別紙１（地震動の予想の方法） 
決まった様式はありません。下記の作成要領に従って作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・用いる予想の方法について、計算により求めるものは計算方法を数式で記入するな

ど、できるだけ詳しく記述してください。プログラムのみの記載は不可です。 

・平成 19 年気象庁告示第十一号（平成 19 年 11 月 26 日公布）で代用できるとされた

方法を用いる場合は、正しく予想するため適切なものと認められうる根拠となる文

献や統計資料等を添付してください。 

・地盤増幅度として、気象庁が複製を提供する約 1km メッシュ地盤増幅度デジタルデ

ータ以外のものを用いる場合は、地盤増幅度の算出方法と精度が分かる資料（予報の

対象とする区域に係る地盤増幅度の算出方法と区域に対応する全ての値のリスト。

他機関が作成した地盤増幅度を利用する場合はその入手先と算出方法（論文等の文

献の添付で代用可）、その他。）を添付してください。また、予報の対象とする区域や

地点数が多い場合は、別図又は別表でまとめて示してください。 

・地盤情報による補正係数として、国立研究開発法人防災科学技術研究所が提供する

地震ハザードステーションの深部地盤モデルデータ（バージョンコード V2）の S 波

速度 1.3km/s 層下面の深さ D（m）及び表層地盤データの地下 30m までの表層にお

ける平均 S 波速度 AV30（m/s）を用いてください。また、上記以外のものを用いる

場合は、正しく予想するため適切なものと認めうる根拠となる文献や統計資料を示

してください。 

 

 なお、気象庁が複製を提供する約 1km メッシュ地盤増幅度デジタルデータや、気

象庁が緊急地震速報に使用している震度予想補正係数の複製データをご希望の方

は、情報利用推進課第二民間気象業務推進係にご連絡ください。 
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① 気象庁告示と同じ予想の方法を用いる場合 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

別紙１ 

地震動の予想の方法 

 

１．地震動（震源由来震度）の予想の方法 

１－１．計算の入力値 

 （１）地震の発生時刻、震源の位置（緯度、経度及び深さ）、地震の規模 

     気象庁が提供し、予報業務計画書３項のとおり入手する緊急地震速報（予報）及び

緊急地震速報（警報）（以下、予報資料という）から、上記に該当するデータをその

まま用いる。 

 （２）予想の対象とする地点の位置（緯度及び経度） 

全国の任意の地点 

（３）予想の対象とする地点における地盤増幅度 

気象庁が複製を提供する約１km メッシュ地盤増幅度デジタルデータのうち当該

地点を含む領域に係る地盤増幅度を用いる。 

 

１－２．地震動の震度の予想の手順 

（１）気象庁告示の第 1 項第二号ア（１）のｘを求める手順 

    予想の対象とする地点の緯度、経度（１－１．（２））及び震源の位置（１－１．（１））

から、震源までの距離（km）を以下の計算の方法で求め、これを x（km）とする。 

＜計算の方法＞（具体的な計算式） 

   （中略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（２）予想の対象とする地点におけるＳ波の最大速度振幅 PGV を求める式 

     PGV=ARVi × PGV600 × 0.9 

logPGV600= 0.58Mw + 0.0038d－1.29－log( x + 0.0028 × 100.50Mw)－0.002x 

ARVi：予想の対象とする地点における地盤増幅度 

PGV：予想の対象とする地点におけるＳ波の最大速度振幅（cm/s） 

PGV600：予想の対象とする地点においてＳ波の伝播速度が 600m/s に相当す 

る硬質地盤上における地震動の最大速度振幅（cm/s） 

d：１－１．（１）の震源の深さ（km） 

（３）予想の対象とする震度Ｉを求める式 

Ｉ＝2.68＋1.72logPGV 

 

記入例 
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 １－３．地震動の到達時刻の予想の手順 

（１）計算の方法 

    ＪＭＡ2001 走時表（気象庁告示の第３項第二号アの方法により作成したもの）、 

１－１．（１）の地震の発生時刻及び震源の位置並びに１－１．（２）の予想の対象と

する地点の位置より、以下の計算の方法で到達時刻を算出する。 

 （計算の方法） 

    震源の位置、予想の対象とする地点の位置により、震央距離ｌo（km）を求める。 

ｌo＝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

震央距離ｌo と震源の深さから、これに最も近い（震央距離、震源の深さ）におけ

る走時を以下のとおり走時表より求める。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

上記走時について、以下のとおり補間して予想の対象とする地点における走時を求

め、これを地震の発生時刻に加算して到達時刻とする。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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２．地震動（波面伝播非減衰震度）の予報の方法 

２－１．計算の入力値 

 （１）予想の対象とする地点から水平距離半径 30km 以内の実時間震度観測点又は特定観測

点の硬質地盤上における計測震度相当値に換算した値 

 （２）予想の対象とする地点の位置（緯度及び経度） 

全国の任意の地点 

（３）予想の対象とする地点における地盤増幅度 

気象庁が複製を提供する約１km メッシュ地盤増幅度デジタルデータのうち当該

地点を含む領域に係る地盤増幅度を用いる。 

 

２－２．地震動の震度の予想の手順 

（１）気象庁告示の第 1 項第二号イ（１）の Ir600を求める手順 

    ２－１．（１）を Irobs600j とする。（j は観測点の通し番号） 

𝐼𝑟600 = max
𝑗

{𝐼𝑟𝑜𝑏𝑠600𝑗} 

（２）硬質地盤上における最大速度振幅 PGV600 を求める式 

𝑃𝐺𝑉600 = 10
𝐼𝑟600−2.68

1.72  

（３）予想の対象とする地点におけるＳ波の最大速度振幅 PGV を求める式 

    PGV=ARVi × PGV600 × 0.9 

ARVi：予想の対象とする地点における地盤増幅度 

PGV600：予想の対象とする地点においてＳ波の伝播速度が 600m/s に相当す 

る硬質地盤上における地震動の最大速度振幅（cm/s） 

（４）予想の対象とする震度Ｉを求める式 

Ｉ＝2.68＋1.72logPGV 

 

３．地震動（震源由来震度）の予想と地震動（波面伝播非減衰震度）の予想の両方を用いる方

法 

 ３－１．地震動の震度の予想 

  両方の予想がある場合は、予想された震度が大きい方を用いて予想する。 

 

 ３－２．地震動の到達時刻の予想 

  ３－１．が地震動（震源由来震度）の予想の場合のみ、到達時刻を予想する。 
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４．地震動（長周期地震動階級等）の予報の方法 

４－１．計算の入力値 

 （１）地震の発生時刻、震源の位置（緯度、経度及び深さ）、地震の規模 

     気象庁が提供し、予報業務計画書３項のとおり入手する緊急地震速報（予報）及び

緊急地震速報（警報）（以下、予報資料という）から、上記に該当するデータをその

まま用いる。 

 （２）予想の対象とする地点の位置（緯度及び経度） 

全国の任意の地点 

（３）予想の対象とする周期または周期帯 

周期 1.6 秒から 7.8 秒の周期帯を対象とする。 

（４）予想の対象とする地点における補正係数 

国立研究開発法人防災科学技術研究所が提供する地震ハザードステーションの

深部地盤モデルデータ（バージョンコード V2）の S 波速度 1.3km/s 層下面の深

さ D（m）及び表層地盤データの地下 30m までの表層における平均 S 波速度

AVS30（m/s）を用いて以下の通り求める。 

補正係数： DSC(T)＋ε’（T）（Tは予想の対象とする周期（秒）とする。） 

(イ)DSC（T）：周期 T における深部地盤構造モデルによる約 1km メッシュ毎に求

められる補正係数 

D≦D0（T）の場合は DSC（T）=k1（T） 

D＞D0（T）の場合は DSC（T）=k1（T）+ k2（T）・log（ D/D０(T)） 

D0（T）、k1（T）及びk2（T）は、気象庁告示の別表第1のT(s)欄に掲げる周

期Tに応じ、それぞれ同表のD0欄、k1欄及びk2欄に掲げる値を用いる。 

(ロ）ε’(T）：周期Tにおける浅部地盤構造モデルによる約250mメッシュ毎に求

められる補正係数 

AVS30≦V0（T）の場合はε’（T）＝p1（T）＋ p2（T）logAVS30 

AVS30＞V0（T）の場合はε’（T）＝p1（T）＋ p2（T）logV0(T) 

V0（T）、p1（T）及びp2（T）は、気象庁告示の別表第1のT(s)欄に掲げる周

期Tに応じ、それぞれ同表のV0欄、p1欄及びp2欄に掲げる値を用いる。 

（５）周期帯の予想を行う場合の調整値 

気象庁から提供される調整値を用いる。 

 



 

 

 
57 

 

 

  

４－２．長周期地震動階級等の予想の手順 

（１）気象庁告示の第２項第二号アの Sva（T）を求める手順 

    予想の対象とする地点の緯度、経度（４－１．（２））及び震源の位置（４－１．（１））

から、震源までの距離（km）を以下の計算の方法で求め、これを R（km）とする。 

＜R を求める計算の方法＞（具体的な計算式）・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

logSva（T）＝ｃ(T)＋ａ(T)M－logR－ｂ(T)R＋siteFactor(T) 

ｃ(T) 、ａ(T)、ｂ(T)は、気象告示別表第２の T(s)欄に掲げる周期 Tに応じ、それ 

ぞれ同表のc欄、a欄及びb欄に掲げる値を用いる。 

M ：地震の規模（４－１．（１）） 

R ：予想の対象とする地点から震源までの距離（km） 

siteFactor(T) ：予想の対象とする地点における補正係数（４－１．（４）） 

 

   （中略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（２）周期帯の絶対速度応答スペクトルの最大値の予測の手段 

（４－１．（３））の周期全てにおいて前項の計算を行い、求められた各周期の Sva

（T）のうちの最大値に（４－１．（５））の調整値を乗じる。 

 

（３）長周期地震動階級及び長周期地震動の周期別階級の予想の手順 

（２）で求めた周期帯の絶対速度応答スペクトルの最大値から、気象庁告示第六号（令

和２年７月 27 日公布）の長周期地震動階級表に従い求める。 
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② 気象庁が複製を提供する地盤増幅度以外の地盤増幅度を、併設する地震計のデー

タで補正したものを用い、これを別表で示す場合 

 

別紙１ 

地震動の予想の方法 

 

１．地震動（震源由来震度）の予想の方法 

１－１．計算の入力値 

（１）地震の発生時刻、震源の位置（緯度、経度及び深さ）、地震の規模 

     気象庁が提供し、予報業務計画書３項のとおり入手する緊急地震速報（以下「予報

資料」という。）から、上記に該当するデータをそのまま用いる。 

 

 （２）予想の対象とする地点の位置（緯度及び経度） 

 ・福島県、山形県の任意の地点 

   別表に示す緯度及び経度 

 

（３）予想の対象とする地点における地盤増幅度 

●●●が▲▲▲に基づいて■■■m メッシュの地域に係る平均Ｓ波速度から推定

した地盤増幅度デジタルデータ（以下、●●●の地盤増幅度データと略）のうち、予

想の対象とする地点を含む領域に係る地盤増幅度を用いる。予想の対象とする地点を

含む領域に係る地盤増幅度が●●●の地盤増幅度データに無い場合は、気象庁が複製 

を提供する約１km メッシュ地盤増幅度デジタルデータの地盤増幅度を用いる。 

これらの地盤増幅度データについて、予想の対象とする地点近傍における地震計の

観測結果に基づいて以下の計算の方法で推定した地盤増幅度を用いる。 

＜計算の方法＞ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●●●の地盤増幅度データ及び上記計算の方法で推定した地盤増幅度が、震度を正

しく予想するため適切なものと認められることを示す文献：「○○○○」を別添。 

なお、●●●の地盤増幅度データの数値は、●●●ＨＰ（URL：***********）で

公開されている。 

 

・福島県、山形県の任意の地点 

●●●の地盤増幅度データのうち、別表に示す予想の対象とする地点及び当該

地点を含む領域に係る地盤増幅度を用いる。 

 

１－２．地震動の震度の予想の手順 

【 以降は①気象庁告示と同じ予想の方法を用いる場合を参照 】 

 

 記入例 
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＜（別表）地盤増幅度リスト 作成例＞ 

 

③気象庁告示の第１項第二号ア（４）（ii）を満たす計算の方法を用いる場合 

 

 

  

別表 

 

地盤増幅度一覧 

 

位置 

（県） 
地盤増幅度 緯度 経度 

左記の場所の 

概ねの住所 
備考 

山形県 
*.*** **.* ***.* 新庄市・・・ 

左記地点で震度及び到

達時刻を予想 

*.*** **.* ***.* 新庄市・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 遊佐町・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 遊佐町・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 山形市・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 山形市・・・ 〃 

福島県 *.*** **.* ***.* 福島市・・・ 左記地点で震度を予想 

*.*** **.* ***.* 福島市・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 福島市・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 郡山市・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 郡山市・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 郡山市・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 白河市・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 白河市・・・ 〃 

*.*** **.* ***.* 白河市・・・ 〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例 

別紙１ 

地震動（震源由来震度）の予想の方法 

 

１．計算の入力値 

 【 ①気象庁告示と同じ予想の方法を用いる場合を参照 】 

 

２．地震動の震度の予想の手順 

（１）気象庁告示の第１項第二号ア（４）（ii）を満たす計算の方法 

①震度の予想の手順 

＜計算の方法＞ 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 参考文献：「△△△」を別添。 

 

 

記入例 
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②実際の震度の観測結果を基準とした場合の予想残差の平均 

・予想の対象とする地点に最も近い震度観測点 

     発表名称 ＊＊＊＊＊＊＊（北緯 **度**.*分、東経 ***度**.*分） 

・実際の震度の観測結果を基準とした場合の予想残差の平均 

対象地震  

1997 年 10 月～2007 年 10 月までに 

上記震度観測点で震度１以上を観測した地震  ●●回 

 

気象庁告示の第１項第二号ア（４）（ii）を満たす計算の方法の場合 

  （計算の方法） 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    予想残差の平均＝ 0.2 （標準偏差 1.0） 

 

 

・予想震度と観測された震度の比較分布図 

 

気象庁告示の第１項第二号ア(1)から(3)までによる方法     気象庁告示の第１項第二号ア(4)(ii)を満たす方法                   

      平均＝0.8 標準偏差＝1.5        平均＝0.2 標準偏差＝1.0 

Ｎ                    Ｎ 

 

 

 

 

 

 

     観測震度－予想震度の残差         観測震度－予想震度の残差 

 

 

３．地震動の到達時刻の予想の手順 

【 以降は①気象庁告示と同じ予想の方法を用いる場合を参照 】 
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（４）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（地震動） 
決まった様式はありません。下記の作成要領に従って作成してください。 

 

記入例を参考に、気象業務法第１８条で規定する「当該予報業務を的確に遂行するに足りる

要員」及び「警報事項を迅速に受けることができるための要員」の配置の状況及び勤務交替の

概要について書類を作成してください。 

・ 配置が２４時間態勢でない場合は、障害対応措置の態勢（システムで障害を自動検知しメ

ールで報知など）の概要を記入してください。 

・ なお、これらについて外部機関に委託している場合は、委託先での要員配置や勤務体制の

概要を示す資料に加え、委託していることが分かる資料（委託契約書の写し等）を別途提

出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（地震動） 

 

●●●運用部（注１） 

      00  03   06   09   12  15   18   21   24 

     ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ．││ ． 

 

 月 

 

 

 

 

 火 

 

 

 

 

 水 

 

 

 

 

 木 

 

 

 

 

 金 

 

 

 

 

 土 

 

 

 

 

 日 

 

 

 

 
●●●開発部（注２） 

要員Ｆ、要員Ｇ、要員Ｈ 

（注 1）要員Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅは、利用者に予報を提供する＊＊＊装置の正常稼働を監視するとともに利

用者からの電話等問合せに対応し、異常を確認した時は、切り分けと復旧対応にあたる。（対応は

平日：＊＊～＊＊）（土日休日：＊＊～＊＊） 

（注２）＊＊＊装置の速やかな修理等が必要な場合に備え、●●●開発部署の要員●名のうち必ず１人

は緊急連絡体制により対応できる配置をとっている（交替制はとらない）。 

 

Ａ 
Ｂ 

Ｃ 

Ｃ 
Ｄ 

Ｂ

Ｂ Ｂ 
Ｅ 

Ｄ 

Ｄ 
Ａ 

Ｅ 

Ｅ 
Ｃ 

Ａ 

Ａ 
Ｂ 

Ｃ 

Ｃ 
Ｄ 

Ｂ 

記入例 
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（５）観測施設の概要（地震動） 
決まった様式はありません。下記の作成要領に従って作成してください。 

 
・予報の精度向上等のため、申請者が独自に震度計等を設置して観測値を平常時から収

集する場合は、以下の事項を記載した書類を作成してください。 

ⅰ）観測施設の所在地 

ⅱ）観測施設の明細（機器の構成、震度計等の仕様の概略、設置環境を示す図面又は写

真、観測データの伝送・処理方法、（震度計の場合）気象測器委託検定証書の写しな

ど。） 

ⅲ）観測の種目、時刻 
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（６）予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設（地震動） 
決まった様式はありません。記入例を参考に下記の作成要領に従って作成してく

ださい。また、気象庁以外の者が設置した観測点（特定観測点）において実時間震

度を予報に用いる場合は、観測点の設置場所及び特定観測点のデータを用いる場合

の条件に関する資料を別添１として作成してください。 

・予報資料や警報事項の提供者（配信事業者）から施設までの予報資料の収集等のルート

や通信回線及び施設内の装置（コンピュータ等）の構成が分かるように記入してくださ

い。 

・上記装置の用途が分かるよう記述し、それぞれの性能が分かる資料を添付してください。 

・他社の施設を借用して業務を行う場合は、その旨が分かる資料（当該施設保有者との施

設利用に係わる契約書など）を添付してください。 

＜特定観測点の予報資料を使用する条件＞ 

・気象庁が提供する予報資料として示す地震との因果関係を満たす方法 

・特定観測点の精度評価結果 

計算の入力値及び結果（観測点の位置、データ期間、事例数、地震のリスト、 

予想した震度と観測した震度の差の平均及びその不偏分散） 

・設置環境の調査結果（震度計設置環境基準（※）への適合状況） 

(1)設置場所 

①崖等の段差付近に関する条件 ②地盤に関する条件 

③建物周辺に関する条件    ④空洞や地下タンク、地下埋設管等に関する条件 

⑤柱状構造物等に関する条件  ⑥花壇等に関する条件 

⑦駐車場内に関する条件    ⑧建物内設置に関する条件 

(2)震度計台 

①震度計台の材質および形状に関する条件 ②震度計台の埋設に関する条件 

③震度計の固定に関する条件       ④落下物への対策 

(3)設置に関するその他の留意点 

(4)設置環境の定期的な点検 

※：気象庁ホームページ 

 https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/shindo-kansoku/new-kijun-ver091026.pdf 

・震度計の委託検定証書の写し 

・実時間震度の算出結果（計算の入力値及び結果） 

・実時間震度の時点最大値から、硬質地盤上における計測震度相当値に換算する方法 

なお、特定観測点のデータの精度評価を行うために必要な震度データは、気象庁ホームペ

ージに掲載している地震月報（カタログ編）から入手してください。地震月報（カタログ

編）に掲載されているデータ以降の震度データが必要な場合や、特定観測点の設置環境の

調査票が必要な場合は、情報利用推進課第二民間気象業務推進係にご連絡ください。 
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○施設を構成する装置（下線を付した装置は性能を示す仕様を添付） 

   受信装置： 受信した緊急地震速報等のチェック後、解析、予想装置に転送する。 

通信装置： 解析、予想装置から利用者毎の予想結果を受信し、設定テーブルに従って

利用者側の端末へ予報データを送信する（仕様Ｐ○のフロー参照）。また、

送信記録を利用者毎の予警報事項発表ファイルに保存。 

解析、予想装置： 受信装置から転送された予報資料を解析し、別紙１の計算手法に従

って利用者毎の震度を予想計算、・・・（仕様Ｐ●の処理フロー参照）。 

解析装置： ○○のサーバーから登録済み観測点（別表参照）の速度波形をコピーし、

別紙１の手法で地盤増幅度補正値を計算し、解析、予想装置に反映。 

無停電電源装置： 上記装置及びネットワーク機器について、無瞬断で商用電源のバッ

クアップを行う（停電補償時間：30分）。 

その他：  無停電電源装置をバックアップする非常用発電機、・・・・。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

○施設を構成する装置（下線を付した装置は性能を示す仕様を添付） 

（一財）気象業務支援センター／配信事業者 

 

（注１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）（一財）気象業務支援センターの緊急地震速報配信 
※1、※2 障害発生に備え、二重化システムとしている。 
※2  予想した震度、主要動の到達時間及び発表時刻の記録を２年間記録保存している。 

 

予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設（地震動） 

 

受信装置 

社 内 Ｌ Ａ Ｎ 

 
解析、予想装置 

（注３） 

 
通信装置（注２） 

施設（○○事業所） 

（予報資料、警報事項） 

 

解析装置 

反映 

（ﾊﾟﾗﾒｰﾀ変更等） 

●●社 IP-VPN 

（オフライ

ンによる定

常 的 な 入

手） 

利用者へ 

無停電電

源装置等

による電

源バック

アップ 

 
解析、予想装置 

※2 

 
通信装置 

※1 

記入例 

解析、予想装置 

（観測資料〔強震波

形〕） 

特定観測点 

（予報資料） 

専用線 

（別添１） 
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（添付資料１） 

受信装置の仕様 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（添付資料２） 

通信装置の仕様 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（添付資料３） 

解析、予想装置の仕様 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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別添１ 

特定観測点のデータを用いる場合の条件に関する資料 

 

特定観測点の使用方法と使用基準の評価結果 

 

１．気象庁告示の第１項第一号アの予報資料として示す地震との因果関係を満たす方法 

 以下の（１）（２）をともに満たす。 

（１）当該地震の発生時刻から当該地震に対して気象庁が提供する予報資料の最終報の発表時

刻までのいずれかの時点に観測した地震動から換算した値である。 

 

（２）以下のいずれかを満たす。 

 ①気象庁告示の第３項第二号アの手順により予想した震度が 0.5 以上となる位置に特定観

測点があり、かつ、当該地震の発生時刻から起算して第三号の手順を準用して算出したＰ

波の走時が経過する 3 秒前の時刻以降又はＰ波の走時の 90％が経過した時刻以降に当該

特定観測点で観測したものである。 

 ②特定観測点から水平距離半径 30km 以内に気象庁告示の第１項第二号エに掲げる予報資料

に含まれる実時間震度観測点があり、かつ、当該予報資料を発表した時刻以降に当該特定

観測点で観測したものである。 

記入例 
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２．特定観測点のデータの精度評価結果 

（１）計算の入力値 

①特定観測点で観測した地震動を硬質地盤上における計測震度相当値に換算した値を基に、

特定観測点の水平距離半径 30 ㎞以内にある震度観測点（気象庁の地震情報においてその

震度が発表されるものに限る。以下同じ。）における気象庁告示の第１項第二号イの手順

により予想した震度 

②震度観測点で観測した震度 

※ただし、①と②の組み合わせは、震央から特定観測点及び震度観測点までの水平距離がそ

れぞれ 75km 以上である地震のみを対象とし、直近の連続する 100 以上の事例を用いた。

（事例数が 100 未満の場合はその旨を記載のうえ３．に進む） 

 

（２）結果 

①観測点の位置 

○○県○○市・・・（緯度：**.**N、経度：***.**E） 

②データ期間 

1998 年 01 月 31 日～2018 年 01 月 24 日 

③使用した事例数 

1673 個 

 ④使用した地震のリスト 

地震の発生時刻 震源要素 

****年**月**日**:**:** 緯度：**.**N、経度：***.**E、深さ**km、M*.* 

・・・ ・・・ 

⑤予想震度（２．（１）①）と観測震度（２．（１）②）の比較分布図 

平均＝-0.08 不偏分散＝0.12 

 

予想震度－観測震度の残差 
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（２．（２）⑤で平均が±0.5以内であり、かつ、不偏分散が 0.25以内であればここより下は不

要） 

３．設置環境の調査結果 

特定観測点の震度計設置環境基準への適合状況について、次の条件を満たすことが 

分かるように具体的に記載してください。これらの内容については、設置環境の調査票 

で提出することも可。 

(1)設置場所 

①崖等の段差付近に関する条件 ②地盤に関する条件 

③建物周辺に関する条件    ④空洞や地下タンク、地下埋設管等に関する条件 

⑤柱状構造物等に関する条件  ⑥花壇等に関する条件 

⑦駐車場内に関する条件    ⑧建物内設置に関する条件 

(2)震度計台 

①震度計台の材質および形状に関する条件 ②震度計台の埋設に関する条件 

③震度計の固定に関する条件       ④落下物への対策 

(3)設置に関するその他の留意点 

(4)設置環境の定期的な点検 

 

（２．（２）⑤で平均が±1.0以内であり、かつ、不偏分散が 0.5以内であればここより下は不

要） 

４．震度計の委託検定の結果 

   気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第 43 条第 1 項の規定に基づく震度計の委託検定に

合格していることを別添の通り報告する。 

 

５．実時間震度の算出結果 

（１）計算の入力値 

気象庁から提供された 10種類の加速度記録。 

（２）結果 

気象庁から提供されたそれぞれの加速度記録から算出した実時間震度の最大値は以下の通

り。 

No 実時間震度の最大値 

1 4.5 

2 7.2 

3 5.1 

4 1.3 

5 2.9 

6 1.6 

7 3.4 

8 3.3 

9 2.4 

10 5.8 
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６．実時間震度観測点における実時間震度の時点最大値から、硬質地盤上における計測震度相

当値に換算する方法 

（１）地震動の最大速度振幅の時点最大値 PGVobs（cm／ｓ）を求める方法 

 𝑃𝐺𝑉𝑜𝑏𝑠 = 10
𝐼𝑟𝑜𝑏𝑠−2.68

1.72  

   Irobs：実時間震度観測点における実時間震度の時点最大値 
 

（２）Ｓ波の伝播速度が 600ｍ／ｓに相当する硬質地盤上における地震動の最大速度振幅の時

点最大値 PGVobs600（cm／ｓ）を求める方法 

𝑃𝐺𝑉𝑜𝑏𝑠600 =
𝑃𝐺𝑉𝑜𝑏𝑠

𝐴𝑅𝑉700 × 0.9
 

  ARV700：実時間震度観測点における地盤増幅度 
 
（３）Ｓ波の伝播速度が 600ｍ／ｓに相当する硬質地盤上における計測震度相当値に換算し

た値 Irobs600 を求める方法 
𝐼𝑟𝑜𝑏𝑠600 = 2.68 + 1.72 log(𝑃𝐺𝑉𝑜𝑏𝑠600) 
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Ⅳ.予報業務の変更認可申請 

 

予報業務の許可を受けた事業者が、予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、

気象業務法第１９条の規定に基づき、気象庁長官あてに変更認可の申請を行い、認可を受け

なければなりません。すでに気象･波浪、高潮、地震動、火山現象又は津波のいずれかの予報

業務の許可を受けている者がそれ以外の要素の予報業務の許可を新たに受けようとする場

合も変更認可の手続きとなります。 

申請から認可に至るまでの過程は以下のとおりです。申請が到達してから、認可（不認可）

の通知までに要する日数は、標準で気象・波浪は１５日、地震動（震源由来震度）、地震動（波

面伝播非減衰震度）及び地震動（長周期地震動階級等）は１か月です。ただし、地震動（波面

伝播非減衰震度）のうち気象庁が提供する以外の予報資料を収集する場合は、３か月です。 

１．予報業務変更認可申請手続の流れ

通    知 

申請書の到達 

書類に形式上の不備があるか 

ない 

申
請
書
の
補
正
要
請 

ある 

（標準処理期間） 

 気象等：１５日 

 地震動（震源由

来震度）、地震動

（波面伝播非減

衰震度）及び地震

動（長周期地震動

階級等）：１か月 

ただし、地震動

（波面伝播非減

衰震度）のうち気

象庁が提供する

以外の予報資料

を収集する場合：

３か月 

登録免許税の納付* 

（芝税務署宛） 

予報業務変更認可申請書の提出 

気象庁情報基盤部情報利用推進課宛 

審    査 

認可、不認可決定 

（長 官 決 裁） 

事前の確認・相談 

*申請書が到達した後、申請者から申請を取下げたい旨あらためて電話等の連絡があれば、登録免許税

領収証書を含めて申請書を返戻します。 
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２．変更認可申請に必要な書類 

変更認可の申請には以下の書類が必要です。提出書類は「新」「旧」の両方を作成し、書類

の右上に「新」又は「旧」と記入し、変更箇所にはアンダーラインを引いてください（追加

部分は「新」に、削除部分は「旧」に、内容変更部分は「新」「旧」両方にアンダーラインを引く）。

また、変更内容に対応した添付書類を添えて提出してください（添付書類の旧版は不要です）。 

各書類の記入例及び記入要領については、予報業務許可申請書と同じです（下表に示した

ページを参照してください）。 

許可を受けた者の氏名、名称、住所、法人の定款（寄附行為）、役員名簿に変更がある場合

は、別途、予報業務変更報告書を提出してください（「Ⅴ.予報業務の変更事項の報告」参照）。 

 

提出書類名 部数 備  考 
気象等 

参照頁 

地震動 

参照頁 

予報業務変更認可申請書 １ 必須 
７４、

７６ 

７４、 

７６ 

予報業務計画書 １ 
必須（地震動の申請時には「地

震動の予想の方法」も添付） 
７８ 

４８、 

７８ 

気象予報士名簿 １ 
変更がある場合（気象等の申請

時のみ） 
４１ － 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概

要 
１ 変更がある場合 ４２ ６１ 

観測施設の概要 １ 変更がある場合 ３９ ６２ 

予報資料の収集解析及び警報事項の受

信施設の概要 
１ 変更がある場合 ４３ ６３ 

 

添付書類名 部数 備  考 
気象等 

参照頁 

地震動 

参照頁 

登録免許税の領収証書 １ 

気象等または地震動若しくは

火山現象いずれかを新たに追

加する場合のみ（非課税対象者

の場合は、それを証明する資

料） 

７２ ７２ 

予報資料を配信する事業者との契約書等

の写し 
１ 必須 １５ 

２３、

５０ 

警報を配信する事業者との契約書等の写

し 
１ 必須 １８ 

２３、

５０ 

予報資料の予測手法に関する資料 １ 変更がある場合（気象等のみ） 
１２、

３９ 
－ 

気象測器の検定証書の写し １ 変更がある場合（気象等のみ） 
１２、

３９ 
－ 

気象予報士の派遣契約書の写し １ 変更がある場合（気象等のみ） ４１ － 

予報資料の収集解析又は警報事項の受

信施設の借用に関する契約書の写し 
１ 変更がある場合 

１６、

４３ 
２４ 

予報資料及び警報事項を入手する回線

の通信事業者との契約書等の写し 
１ 変更がある場合（地震動のみ） － ６３ 

当該解析の手法による計算結果の品質

が記載された「予報資料の解析の手法に

関する資料」 

１ 
変更がある場合（気象等のみ、

詳細は３０頁別表を参照） 
１７ － 
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気象予報士が、当該解析の手法とその計

算結果の品質をあらかじめ確認したこ

と、並びに予報後の確認の方法を決定す

ることを記した申立書 

１ 

変更がある場合（気象のみ、た

だし研究目的以外、詳細は３０

頁別表を参照） 

１７ － 

気象予報士が、当該解析の手法とその計

算結果の品質をあらかじめ確認したこ

とを記した申立書 

１ 
変更がある場合（研究目的の

み） 
１７ － 

予報の利用者の安全を確保する措置に

関する資料 
１ 

変更がある場合（研究目的の

み） 
１７ － 

 

３．登録免許税の納付 

すでに気象･波浪、地震動、火山現象、津波若しくは高潮のいずれかの予報業務の許可を受

けている者がそれ以外の予報業務の許可を受けようとする場合の変更認可の場合、気象庁へ

の許可申請に先立ち、登録免許税法第２条別表第１に基づく税額９万円を芝税務署（気象庁の

所在地を管轄）に納付しなければなりません。ただし、すでに高潮の予報業務の許可を受けて

いる者が、気象・波浪の予報業務の許可を受けようとする場合の変更認可では、登録免許税を

納付する必要はありません。また、要素の変更のない場合には、登録免許税は納付する必要は

ありません。（例えば、気象の許可を受けている者が、予報の対象とする区域を拡大するため

の予報業務変更認可申請の場合は、登録免許税は必要ありません。） 

納付は全国の税務署、日本銀行本支店、歳入代理店、郵便局等から行うことができます（納

税の詳細については、最寄の税務署に直接お尋ねください）。 

予報業務変更認可の申請には、登録免許税法第二十四条の１に基づき、登録免許税の納付の

際に発行される「領収証書（コピーは不可）」の添付が必要です。提出された領収証書は、審

査終了後も返却することはできません。 

 

なお、登録免許税法第４条、第５条の規定により、非課税となる者はそれを証明する資料等

を添付してください。 

 

○会社合併により許可事業者が消滅し、存続する別の事業者がその予報業務を承継し、併

せて変更認可申請をするとき 

予報業務を承継する場合の変更認可に係る登録免許税は、予報業務許可申請に添付さ

れる登記事項証明書（履歴事項全部証明書）によって承継関係が確認できる場合、登録免許

税法第５条第１３項の規定により非課税登記等の扱いとなります。登録免許税領収証書

の提出は必要ありません。 

 

４．提出書類の記入例及び記入要領 

（１）気象の許可を取得している事業者が地震動の許可を取得する場合 

「予報業務変更認可申請書」を提出していただきます。 

申請書には以下の書類のうち、変更を伴うものについて添付していただきます。 
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≪必須≫ 

○予報業務計画書 

 予報業務を行う事業所（２２～２３ページの図参照）ごとに１部ずつ必要です。 

計画書には「地震動の予想の方法」の資料を添付していただきます。 

 

≪変更がある場合≫ 

○要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 

 予報業務を行う事業所（２２～２３ページの図参照）ごとに１部ずつ必要です。 

 

○観測施設の概要 

 予報業務のために観測を行う場合に必要です。 

 

○予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設 

 予報業務を行う事業所（２２～２３ページの図参照）ごとに１部ずつ必要です。 

 

 各書類の記入要領及び記入例並びに作成要領及び作成例 

※これは、記入例ですので、申請書等及び添付書類を作成する際には、ご自分の業

務計画等に基づいて作成してください。 

 

＜予報業務変更認可申請書 記入要領＞ 

   

１. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

予報業務許可申請書の記入例を参考にしてください。 

 

２．変更しようとする事項 

現在許可を受けている目的及び範囲に追加する事項として記入してください。 

 

３．変更の予定日 

変更の認可を受けた業務を最初に実施する予定の日を記入してください。 

 

４．変更を必要とする理由 

変更の理由と主な変更点を記入してください。 
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＜予報業務変更認可申請書 記入例＞ 

 

 

令和○○年○○月○○日 

予報業務変更認可申請書（気象等・地震動）  

                          

気象庁長官 

○ ○ ○ ○ 殿 

                   △△△△株式会社 

                   代表取締役社長 気 象  花 子  

                    

 気象業務法第１９条第１項の規定により予報業務の変更認可を受けたいので、同法施行

規則第１１条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

１．名称及び代表者氏名、住所 

  名   称  △△△△株式会社 

  代表者氏名  代表取締役社長 気象 花子 

  住   所  東京都世田谷区◇◇一丁目２番３号 

 

２．変更しようとする事項 

「新」 

（気象等） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報要素 予報期間 

一般向け 

予  報 
気  象 

短期予報 
全国 

中期予報 

特定向け 

予  報 
気  象 

短期予報 
全国 

中期予報 

 

 

「旧」 

（気象等） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報要素 予報期間 

一般向け 

予  報 
気  象 

短期予報 
全国 

中期予報 

特定向け 

予  報 
気  象 

短期予報 
全国 

中期予報 

 

記入例 

押印不要 
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３．変更の予定日 

  令和○○年○○月○○日 

 

４．変更を必要とする理由 

 気象等の予報業務に加え、新たに地震動の予報業務を開始するため。 
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（２）気象の許可を取得している事業者が気象等の目的・範囲を変更する場合 

＜予報業務変更認可申請書 記入例＞ 

  

 

令和○○年○○月○○日 

予報業務変更認可申請書（気象等）  

                          

気象庁長官 

○ ○ ○ ○ 殿 

                   △△△△株式会社 

                   代表取締役社長 気 象  花 子  

                    

 気象業務法第１９条第１項の規定により予報業務の変更認可を受けたいので、同法施行

規則第１１条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

１．名称及び代表者氏名、住所 

              

  名   称  △△△△株式会社 

  代表者氏名  代表取締役社長 気象 花子 

  住   所  東京都世田谷区◇◇一丁目２番３号 

 

２．変更しようとする事項 

「新」 

（気象等） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報要素 予報期間 

一般向け 

予  報 

気  象 

短時間予報 

東北地方及び関東地方 短期予報 

中期予報 

長期予報 

（１か月予報） 
東北地方 

波  浪 
短期予報 

関東地方の沿岸域 
中期予報 

特定向け 

予  報 

気  象 
短期予報 

東北地方及び関東地方 
中期予報 

波  浪 短期予報 

東は東経 145 度、西は東経 138 度、南

は北緯 32 度、北は北緯 38 度の線によ

り限られた海域 

 

 

記入例 

押印不要 
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＜記入要領＞ 

１. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

予報業務許可申請書の記入例を参考にしてください。 

 

２．変更しようとする事項 

現在許可を受けている目的及び範囲を「旧」、変更しようとする目的と範囲を「新」とし、変

更となる目的及び範囲の箇所をアンダーラインで示してください（追加部分は「新」に、削除部

分は「旧」に、内容変更部分は「新」「旧」両方にアンダーラインを引く）。 

 

３．変更の予定日 

変更の認可を受けた業務のいずれかを最初に実施する予定の日を記入してください。 

 

４．変更を必要とする理由 

変更の理由と主な変更点を記入してください。 

 

「旧」 

（気象等） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

予報要素 予報期間 

一般向け 

予  報 

気  象 

短時間予報 

福島県及び関東地方 短期予報 

中期予報 

長期予報 

（１か月予報） 
福島県 

波  浪 短期予報 関東地方の沿岸域 

特定向け 

予  報 

気  象 

短期予報 福島県、関東地方及び東は東経 145 度、

西は東経 138 度、南は北緯 32 度、北は

北緯 38 度の線により限られた海域 
中期予報 

波  浪 短期予報 

東は東経 145 度、西は東経 138 度、南

は北緯 32 度、北は北緯 38 度の線によ

り限られた海域 

 

 

３．変更の予定日 

  令和○○年○○月○○日 

 

４．変更を必要とする理由 

 業務内容の見直しに伴い、気象の予報対象区域を東北地方全体にまで広げ、波浪の中期予

報を開始する一方、特定向けの予報区域を縮小するため。 
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 予 報 業 務 計 画 書（気象等） 

１．事業所の名称及び所在地等 

事業所名 △△△△株式会社   

所在地  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

２．予報事項、発表日時及び現象の予想の方法 

予  報  事  項 

発表日時 予想の方法 目 

的 
予報期間 予想する現象 

予報の対象とする区域 

対象区域 最小単位 

一

般

向

け

予 

報 

短時間予

報 
降水量 

福島県及び関東地

方 

全国合成レーダー

のメッシュ単位 

8 時～21 時

の随時 

力学的手法 

運動学的手

法 

短期予報 天気、気温、風向、風

速、降水量、降雪量 
別表 1に示す区域 

別表 1 に示す市区

町村単位 

9時、12時 

17時、21

時 
統計的手法 

中期予報 12時 

長期予報 

(１か月予

報) 

天気、気温、 

降水量 
東北地方 県単位 

毎週木曜日

の 14時 
統計的手法 

短期予報 
波浪 関東地方の沿岸域 市区町村単位 9時、17時 

地形効果の加

味 中期予報 

特

定

向

け 

予 

報 

短期予報 
天気、気温、風向、風

速、降水量、降雪量、

湿度、霜 

東北地方及び関東

地方 

独自数値予報モデ

ルメッシュ単位 

9時、12時 

17時、21

時 
統計的手法 

中期予報 12時 

短期予報 波浪 別図１に示す海域 
別図１に示す最小

単位 
9時、17時 

地形効果の加

味 

３．収集する予報資料の内容及びその方法（予報の対象とする区域に対応したもの全てを収集） 

収集する予報資料        入  手  の  方  法 

資 料 内 容 入 手 先 通信回線 

気象衛星画像 

アメダス（10分） 

全国合成レーダーＧＰＶ（5分） 

降水短時間予報ＧＰＶ 

府県天気予報 

府県気象情報 

ＧＳＭガイダンス（格子形式） 

府県週間天気予報 

週間予報支援図ＦＡＸ 

地方季節予報（１か月） 

１か月予報ガイダンス 

海上予報 

(一財)気象業務支援センター

※ 
ＩＰ－ＶＰＮ 

メソ数値予報モデルＧＰＶ（ＭＳＭ） 

全球数値予報モデルＧＰＶ（ＧＳＭ全球域） 

１か月アンサンブル数値予報モデルＧＰＶ（全球

域・日本域） 

沿岸波浪モデルＧＰＶ 

全球波浪モデルＧＰＶ 

(株)○○○○ インターネット 

独自数値予報モデル △△△△株式会社 社内ＬＡＮ 

※仙台管区気象台及び東京管区気象台管内のデータに限る 

４．入手する注意報・警報の内容及び入手の方法 

注意報・警報の内容 入 手 の 方 法 

種 類 発 表 官 署 入 手 先 
通信回線及び通信方式 

不達時の対応 

気象、波浪 

高潮、洪水 

東北地方、関東地方の気象官

署 

(株)○○○○ 

通信回線：インターネット 

通信方式：ファイル転送(put)方式 

不 達 時：自動再送又は FAXにより   

代替 
海上警報 

（地方・全般） 

気象庁本庁、仙台管区気象

台、名古屋地方気象台 

 

「新」 
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予報業務計画書（気象等）  

１．事業所の名称及び所在地等 

事業所名 △△△△株式会社   

所在地  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

２．予報事項、発表日時及び現象の予想の方法 

予  報  事  項 

発表日時 予想の方法 目

的 
予報期間 予想する現象 

予報の対象とする区域 

対象区域 
最小単位 

（分解能） 

一

般

向

け

予

報 

短時間予報 降水量 
福島県及び

関東地方 

全国合成レーダー

のメッシュ単位 

8 時～21 時

の随時 

力学的手法 

運動学的手法 

短期予報 天気、気温、風向、風速、

降水量、降雪量 

別表 1 に示

す区域 

別表１に示す市区

町村単位 

9時、12時 

17時、21

時 
統計的手法 

中期予報 12時 

長期予報 

(１か月予報) 
天気、気温、降水量 福島県 福島県 

毎週木曜日

の 14時 
統計的手法 

短期予報 波浪 
関東地方の

沿岸域 
市区町村単位 9時、17時 地形効果の加味 

特

定

向

け 

予

報 

短期予報 
天気、気温、風向、風速、

降水量、降雪量、湿度、

霜 

福島県及び

関東地方 

独自数値予報モデ

ルメッシュ単位 

9時、12時 

17時、21

時 
統計的手法 

中期予報 12時 

短期予報 波浪、天気、風向風速 別図１に示

す海域 

別図１に示す最小

単位 

9時、17時 
地形効果の加味 

統計的手法 

中期予報 天気、風向風速 17時 統計的手法 

３．収集する予報資料の内容及びその方法（予報の対象とする区域に対応したもの全てを収集） 

収集する予報資料        入  手  の  方  法 

資 料 内 容 入 手 先 通信回線 

気象衛星画像 気 象 庁 気象衛星からの直接受信 

アメダス（10分） 

全国合成レーダーＧＰＶ（5分） 

降水短時間予報ＧＰＶ 

府県天気予報 

府県気象情報 

ＧＳＭガイダンス（格子形式） 

府県週間天気予報 

週間予報支援図ＦＡＸ 

地方季節予報（１か月） 

１か月予報ガイダンス 

海上予報 

(一財)気象業務支援センター

※ 
ＩＰ－ＶＰＮ 

全球数値予報モデルＧＰＶ（ＧＳＭ全球域・日本

域） 

１か月アンサンブル数値予報モデルＧＰＶ（全球

域・日本域） 

沿岸波浪モデルＧＰＶ 

沿岸波浪実況図 FAX 

(株)○○○○ インターネット 

独自数値予報モデル △△△△株式会社 社内ＬＡＮ 

届出観測所実況 (社)▲▲▲農業振興会 専用線 

 ※仙台管区気象台及び東京管区気象台管内のデータに限る 

４．入手する注意報・警報の内容及び入手の方法 

注意報・警報の内容 入 手 の 方 法 

種 類 発 表 官 署 入 手 先 
通信回線及び通信方式 

不達時の対応 

気象、波浪 

高潮、洪水 
福島県、関東地方の気象官署 

(株)○○○○ 

通信回線：インターネット 

通信方式：ファイル転送(put)方式 

不 達 時：自動再送又は FAXにより 

代替 
海上警報 

（全般・地方） 

気象庁本庁、仙台管区気象

台、名古屋地方気象台 

 

「旧」 
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Ⅴ.予報業務の変更事項の報告 
 

以下の事項に該当することとなった場合は、気象業務法施行規則第５０条の規定に基づ

き、その旨を記載した報告書を、遅滞なく、気象庁長官に提出しなければなりません。各

書類の記入例及び記入要領については、下表に示したページを参照してください。 

１～３の複数に該当する場合は、変更報告書は１通にまとめて構いません。 

 

該 当 事 項 
気象等 

参照頁 

地震動 

参照頁 

１．許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があった場合 ８１ ８１ 

２．定款（寄附行為）又は役員に変更があった場合 ８２ ８２ 

３．以下の書類の記載事項に変更があった場合 ８３ ８３ 

（１）予報業務計画書 （地震動の場合は地震動の予想の方法も含む）   

（２）気象予報士名簿   

（３）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要   

（４）観測施設の概要   

（５）予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設の概要   

 

 

１．変更事項の報告手続の流れ    

報告書の到着 

 

変更手続き終了 

（変更事由の発生後遅滞なく） 

変更報告書の提出 

気象庁情報基盤部情報利用推進課宛 

変更内容に問題あるか 
ある 

ない 

指
導 



 

 

 
81 

２．提出書類の記入例及び記入要領 

（１） 気象等及び地震動の許可を受けた者の氏名、名称又は住所の変更 

（気象業務法施行規則第 50条第１項第４号に該当する場合） 

  

 

＜記入要領＞                  

・報告事項は、「新」と「旧」をそれぞれ記入してください。 

・報告事項を確認するため、登記事項証明書等の提出を求める場合があります。 

  

 

令和○○年○○月○○日 

 

予報業務変更報告書（気象等・地震動）  

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

△△△△株式会社 

代表取締役社長□□□□  

 

気象業務法施行規則第５０条第１項第４号に該当する変更があったので、下記のとおり報告し

ます。 

記 

１．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  △△△△株式会社  

代表者氏名  代表取締役社長 □□□□ 

住   所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

 

２．報告事項 

名称、住所の変更 

「新」 

名   称  △△△△株式会社  

住   所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

「旧」 

名   称  ▲▲▲▲株式会社  

住   所  東京都世田谷区◇◇一丁目２番３号 

 

３．報告事由の発生の日 

令和○○年○○月○○日 

記入例 

押印不要 
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（２）地震動の定款（寄附行為）又は役員の変更 

  （気象業務法施行規則第 50条第１項第５号に該当する場合） 

＜記入要領＞  

・定款（寄附行為）の変更の場合は、定款（寄付行為）（写しの場合は原本証明を付すこと）を添

付してください。 

・役員の変更の場合は、変更箇所にアンダーラインを引いた新旧の役員名簿を提出してください。 

・代表者の変更も含まれる場合には、「新」と「旧」の代表者を記載してください。 

・報告事項を確認するため、登記事項証明書等の提出を求める場合があります。 

  

 

令和○○年○○月○○日 

 

予報業務変更報告書（地震動）  

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

△△△△株式会社 

代表取締役社長□□□□ 

 

気象業務法施行規則第５０条第１項第５号に該当する変更があったので、下記のとおり報

告します。 

記 

１．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  △△△△株式会社  

代表者氏名  代表取締役社長 □□□□ 

住   所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

 

２．報告事項 

定款 

代表者及び役員の変更 

「新」 

代表取締役社長 □□□□ 

「旧」 

代表取締役社長 ■■■■ 

 

３．報告事由の発生の日 

令和○○年○○月○○日 

記入例 

押印不要 
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（３）気象等の提出書類の記載事項変更                            

（気象業務法施行規則第 50条第１項第６号に該当する場合） 

 

  ＜記入要領＞ 

・予報業務許可書又は認可書の目的又は範囲内の変更に限ります。 

・各提出書類の記入要領は、予報業務許可申請と同様ですので、次表を参考にしてください。 

 

 

  

 

令和○○年○○月○○日 

 

予報業務変更報告書（気象等）  

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

△△△△株式会社 

代表取締役社長□□□□ 

 

気象業務法施行規則第５０条第１項第６号に該当する変更があったので、下記のとおり報

告します。 

記 

１．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  △△△△株式会社  

代表者氏名  代表取締役社長 □□□□ 

住   所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

 

２．報告事項 

以下の提出書類の記載事項変更 

（１）予報業務計画書 

（２）気象予報士名簿 

（３）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 

（４）観測施設の概要 

（５）予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設の概要 

 

３．報告事由の発生の日 

令和○○年○○月○○日 

記入例 

押印不要 
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提出書類名 部数 
気象等 

参照頁 

地震動 

参照頁 

予報業務計画書（地震動の場合には「地震動

の予想の方法」も添付） 
１ ３６ ４８ 

気象予報士名簿（気象等の届出時のみ） １ ４１ － 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 １ ４２ ６１ 

観測施設の概要 １ ３９ ６２ 

予報資料の収集解析及び警報事項の受信施設

の概要 
１ ４３ ６３ 

 

・提出書類は「新」「旧」の両方が必要です。書類の右上に「新」又は「旧」と記入し、変更

箇所をアンダーラインで示してください（追加部分は「新」に、削除部分は「旧」に、内容変

更部分は「新」「旧」両方にアンダーラインを引く）。 

・なお、変更内容に応じて、以下の書類を添付してください。 

 

添付書類名 部数 
気象等 

参照頁 

地震動 

参照頁 

予報資料の予測手法に関する資料（気象等の

届出時のみ） 
１ 

１２、

３９ 
－ 

気象測器の検定証書の写し（気象等の届出時

のみ） 
１ 

１２、

３９ 
－ 

予報資料を配信する事業者との契約書等の写

し 
１ １５ 

２３、

４８ 

警報を配信する事業者との契約書等の写し １ １８ 
２３、

５０ 

気象予報士の派遣契約書の写し（気象等の届

出時のみ） 
１ ４１ － 

予報資料の収集解析又は警報事項の受信施

設の借用に関する契約書の写し 
１ 

１６、

４３ 
２４ 

予報資料及び警報事項を入手する回線の通

信事業者との契約書等の写し（地震動のみ） 
１ － ６３ 

当該解析の手法による計算結果の品質が記

載された「予報資料の解析の手法に関する資

料」（気象等のみ） 

１ １７ － 

気象予報士が、当該解析の手法とその計算結

果の品質をあらかじめ確認したこと、並びに

予報後の確認の方法を決定することを記し

た申立書（気象のみ、ただし研究目的以外） 

１ １７ － 

気象予報士が、当該解析の手法とその計算結

果の品質をあらかじめ確認したことを記し

た申立書（研究目的のみ） 

１ １７ － 

予報の利用者の安全を確保する措置に関す

る資料（研究目的のみ） 
１ １７ － 
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・下表に示した最低人数の気象予報士で予報業務を行っている事業所が、さらに気象予報士

を減じようとする場合は、予想時間の短縮や休業日の設定などの措置が必要となりますの

で事前にご相談ください（必要数の気象予報士を配置していない場合、業務改善命令の対象

となることがあります）。 

 

 

 

 

 

 

 

１日当たりの現象の予想を行う時間 人数 

８時間以下の時間 ２人 

８時間を超え１６時間以下の時間 ３人 

１６時間を超える時間 ４人 
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Ⅵ.予報業務の休止及び廃止 

 

許可を受けた業務の全部又は一部を休止したときは「予報業務休止届出書」を、予報業務を

廃止したときは「予報業務廃止届出書」を、その日から３０日以内に気象庁長官に届け出なけ

ればなりません（気象業務法第２２条及び気象業務法施行規則第１２条）。 

 

● 廃止届出書及び休止届出書の記入 

 届出書の記入に当たっては、次ページの記入例と記入要領を参考にしてください。 

 

 

１．予報業務の休廃止届の流れ                            

届出書の到着 

 

届出手続き終了 

（休廃止の日から３０日以内） 

休廃止届出書の提出 

気象庁情報基盤部情報利用推進課宛 
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２．提出書類の記入例及び記入要領 

（１）地震動の予報業務廃止届出書 

 

・許可日、許可番号（許認可日、許認可番号） 

廃止する予報業務に関する最新の許認可日、許認可番号を記入して下さい。 

・廃止した予報業務の範囲 

「許可を受けた予報業務の全部」等、廃止した予報業務の範囲を記入してください。 

・廃止を必要とした理由 

「気象予報士の確保が困難になったため」等、廃止した理由を記入してください。 

 

令和○○年○○月○○日 

 

予報業務廃止届出書（地震動） 

 

気象庁長官 

    ○ ○ ○ ○  殿 

                                              

△△△△株式会社 

代表取締役社長□□□□  

 

 平成○○年○○月○○日付許可第△△号により許可を受けた予報業務を廃止したので、

気象業務法第２２条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  △△△△株式会社  

代表者氏名  代表取締役社長 □□□□ 

住   所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

 

２.廃止した予報業務の範囲 

許可を受けた予報業務の全部 

 

３.廃止の日 

   令和○○年○○月○○日 

 

４.廃止を必要とした理由 

予報提供のための仕組みを維持する要員の確保が困難になったため。 

記入例 

押印不要 
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（２）気象等及び地震動の予報業務休止届出書 

 

 

 

令和○○年○○月○○日 

 

予報業務休止届出書（気象等・地震動） 

 

気象庁長官 

    ○ ○ ○ ○  殿 

△△△△株式会社 

代表取締役社長□□□□  

 

 平成○○年○○月○○日付許可第△△号により許可を受けた予報業務を休止したので、

気象業務法第２２条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１．名称及び代表者氏名、住所 

名   称  △△△△株式会社  

代表者氏名  代表取締役社長 □□□□ 

住   所  東京都台東区◇◇一丁目２番３号 

 

２.休止した予報業務の範囲 

  （気象等） 

目  的 

範    囲 

予報の種類 
予報の対象とする区域 

予報要素 予報期間 

一般向け予報 気  象 短期予報 東京都 

  （地震動） 

目  的 
範    囲 

予報の種類 提供方法 予報の対象とする区域 

一般向け予報 
地震動（震源由

来震度） 

個別端末

型予報 
全国の任意の地点 

 

３. 休止の期間 

令和○○年○○月○○日～令和△△年△△月△△日までの６か月間 

 

４. 休止を必要とした理由 

気象予報士及び予報提供に必要な要員が長期出張で不在となったため。 

記入例 

押印不要 
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・休止した予報業務の範囲 

 休止した予報業務の目的及び範囲を記入してください。許可を受けている予報業務全て

を休止する場合は、「許可を受けた予報業務の全部」と記入してください。 

・休止の期間 

 休止期間は原則１年以内とします。 

・休止を必要とした理由 

 「予報資料の収集を休止するため」等、予報業務を休止した理由を記入してください。 

・その他 

休止の期間中に、予報業務の再開又は廃止が決まった場合は連絡願います。 

休止の期間中であっても、許可を受けた者の氏名、名称、住所、定款（寄附行為）、役員

に変更があった場合は、予報業務変更報告書を提出してください。（「Ⅴ.予報業務の変

更事項の報告」参照） 
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Ⅶ.安全・安心を確保しつつ積極的なサー
ビス展開を推進するために必要な一般利
用者保護策  

 

 

『予報業務の許可並びに予報業務の目的及び範囲の変更の許可に関する審査基準 第１章第１ 

予報業務の目的』を順守する一般利用者保護策の考え方を以下に示します。最小限の対策として示

すものなので、予報業務許可事業者の更なる自主的な対策にも期待します。 

 
【対象となる情報（コンテンツ）】 

○地震動の予報については、「一般向け予報」と「特定向け予報」で同じ許可条件が付されていることから、

この対策を求めるものではありません。サービスの提供にあたっては「緊急地震速報を適切に利用する

ために必要な受信端末の機能及び配信能力に関するガイドライン」にもとづき、対象となる利用者（不特

定多数が対象となるのか否かなど）にあわせた説明およびサービスの提供をしてください。 

○気象等の「特定向け予報」の内、より多くの国民が、簡単な手続きで利用者となる可能性を持った情報

（コンテンツ）が対象（例：携帯端末やインターネットによる会員向け情報提供サービス等）です。ここで言

う「簡単な手続き」とは、『Ⅰ ２、対策の方法』を講じていない場合を意味します。 

○「特定向け予報」であっても、「一般向け予報」に付される許可の条件（表１ 参照）を満たす情報（コンテ

ンツ）であれば、この対策を求めるものではありません。 

○一般利用者保護対策として示す[方法の例]、「明示の例」は、あくまでも最低限の代表的な例です。主

旨を踏まえ、それぞれの情報（コンテンツ）に応じた適切な表現を用いてください。 

○平成２４年３月１日以降開始された情報（コンテンツ）が対象です。それ以前に開始された情報（コンテン

ツ）については、主旨を踏まえた予報業務許可事業者の自主的な対応に委ねます。 

 

表１ 気象等の一般向け予報に付される許可の条件等 

① 気象庁が行う特別警報・警報・注意報と紛らわしい名称を使用しない  

② 気象庁が行う特別警報・警報・注意報と矛盾しないよう配慮  

③ 気象庁が行う注意報を利用者へ伝達するよう努める  

④ 台風関連は、気象庁が行う台風情報の解説の範囲に留める  

⑤ 気象庁の示した最小の時間単位以上で表現する 

⑥ 予報を行う現地の観測値が必要（急峻な山岳地域を除き、解析値でも可）  

 (注）一般、特定向け予報の区別なく、規定されているもの。 
    a)警報を発表することはできない（気象業務法第２３条） 
    b)気象庁が行う警報を利用者へ伝達するよう努める（気象業務法第２０条） 
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Ⅰ 一般利用者保護対策の概要 

１、一般利用者を保護する最低限の対策  

一般利用者に対し、表１で示した「気象等の一般向け予報に付される許可の条件等」

の観点から、最低限、以下の項目について理解いただくようにする。 

ア)「特定向け予報」の責任の所在 

イ)「特定向け予報」と気象庁が発表する特別警報・警報・注意報・台風情報との関係（用語や

内容の整合性） 

ウ)「特定向け予報」を利用する上で知っておくべき留意事項 

２、対策の方法 

平易で理解しやすい表現により、Ⅱ項で示す重要事項を利用者に説明する。契約時に

利用者の理解を確認する他、契約後についても、利用者が重要事項について認知できる

よう特定向け予報のそれぞれの情報（コンテンツ）に明示する。 

なお、予報業務許可事業者と情報（コンテンツ）提供者が異なる場合、この方法を準用

できるよう情報（コンテンツ）提供者と調整する。 

 契約時  

[方法の例] 

ア) 利用者と対面して契約を交わす場合は、重要事項を記載した書面を利用者に示し、各事項

について利用者に説明し、理解を得たことを利用者の書面への署名によって確認する。 

イ) 郵送にて契約を交わす場合は、重要事項を記載した書面を利用者に提供し、利用者が内容

を理解した場合にのみ署名して返送するよう処置する。この際、重要事項の説明は利用者の

予備知識等を考慮して、明確かつ平易な内容とする。 

ウ) インターネット等で電子的に契約を交わす場合は、重要事項の説明をホームページ等に表

示し、その内容を理解した場合にのみ、利用者が契約に応じるボタンを押すような様式とす

る。 

エ) その他の方法で契約を交わす場合も、重要事項について、紙または電子的な資料等を用い

て、明確かつ平易な内容の説明を利用者に対して行う。利用者が内容を理解した上で自らの

意志で契約をする旨の署名等、記録が残るよう処置する。 

※ 明示の例として、Ⅱ項で「●契約時」と記す。 

 契約後  

[方法の例] 

ア) 利用者が、利用時に重要事項を意識しているとは限らないので、該当する情報（コンテン

ツ）の近くに説明すべき重要事項を明示する。契約時と同様の内容を明示することが難しい

場合は、簡易文を表示することにより、利用者が契約時に理解した重要事項を意識するきっ

かけを作る。 

※ 簡易文の明示の例として、Ⅱ項で「●契約後の簡易文」と記す。 

 契約時   契約後  

 [利用者が理解しやすい工夫の例] 

ア) 契約内容を的確に表現するため、専門用語を使用せざるを得ない場合もあるが、一般的通

念に照らし、利用者がおよそ理解できないような表現を用いることがないよう注意する。ま

た、必要に応じて定義規定を設ける等により、利用者の理解を促すよう配慮する。  
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イ) 利用者との間に無用の混乱や紛争を招かないよう、解釈に疑義を生じかねない表現は回避

する。  

ウ) 重要事項の実質的な理解のしやすさを考慮し、一定の活字の大きさの確保を図るとともに、

明瞭に印刷(表示)しているかに注意する。 

エ) ハイパーリンクを用いる場合、ハイパーリンクの文字列については、利用者がクリックす

る必要性を認識できるようにするため、抽象的な表現ではなく、リンク先に何が表示されて

いるかが明確に分かる具体的な表現を用いる。 

 

Ⅱ 契約時等に明示すべき重要事項  
※表１で示した「気象等の一般向け予報に付される許可の条件等」との関連が分かるよう例えば、「① 気象庁が行う特別警報・警報・注
意報と紛らわしい名称を使用しない」については「表１ ①関連」等と明示する。 

１、提供する情報（コンテンツ）の責任の所在を明示する。 

 (１) 利用者が、気象庁が行う特別警報、警報、注意報、台風に関する情報なのか、事業

者独自の予報なのか区別することが困難であることを想定し、提供する予報の内容の責

任の所在を利用者が理解できるようにする。（含 事業者独自の予報に、気象庁が発表

する特別警報、警報、注意報、台風に関する情報に類する名称を用いる場合）【表１ ①

関連】 

[明示の例] 

●契約時 

・この情報（コンテンツ）は、○○会社（予報業務許可第○○号）が、気象庁から提供され

る観測・予測資料を基に、貴社向けとして○○（注 情報の種類や内容）を独自に予報し

たものです。このため、気象庁が発表した○○と予報の内容が異なる場合があります。ま

た、一般（不特定多数）の利用を想定したものではないため、この情報を第三者へ提供

することはできません。 

●契約後の簡易文 

・○○会社（予報業務許可第○○号）の責任で発表する、気象庁発表とは異なる貴社向

け独自予報です。この情報を第三者へ提供することはできません。 

 

２、気象庁が発表する特別警報・警報・注意報・台風情報との関係を明示する。 

(１) 利用者が、気象庁が行う特別警報、警報、注意報なのか、事業者のオリジナルの内

容なのか区別することが困難であることを想定し、提供する予報の内容について気象庁

が行うものと矛盾しないよう留意していない場合は、利用者がその旨を理解できるように

する。【表１ ②関連】 

[明示の例] 

●契約時 

・この情報（コンテンツ）は、○○会社（予報業務許可第○○号）が、気象庁から提供され

る観測・予測資料を基に、貴社向けとして○○（注 情報の種類や内容）を独自に予報し

たものです。このため、気象庁が発表する○○特別警報・警報・注意報の内容と異なる

場合があります。また、一般（不特定多数）の利用を想定したものではないため、この情

報を第三者へ提供することはできません。 

●契約後の簡易文 
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・○○会社（予報業務許可第○○号）の責任で発表する、気象庁発表とは異なる貴社向

け独自予報です。この情報を第三者へ提供することはできません。 

 

(２) 利用者が、気象庁が行う台風に関する情報なのか、事業者のオリジナルの内容なの

か区別することが困難であることを想定し、提供する予報の内容について気象庁が行う

ものの解説の範囲に留めていない場合は、利用者がその旨を理解できるようにする。

【表１ ④関連】 

[明示の例] 

●契約時 

・この情報（コンテンツ）は、○○会社（予報業務許可第○○号）が、気象庁から提供され

る観測・予測資料を基に、貴社向けとして○○（注 情報の種類や内容）を独自に予報し

たものです。このため、気象庁が発表する台風に関する情報の内容と異なる場合があり

ます。また、一般（不特定多数）の利用を想定したものではないため、この情報を第三者

へ提供することはできません。 

●契約後の簡易文 

・○○会社（予報業務許可第○○号）の責任で発表する、気象庁発表とは異なる貴社向

け独自予報です。この情報を第三者へ提供することはできません。 

 

３、その他、利用する上で知っておくべき事項を明示する。 

(１) 利用者が、気象庁が行う特別警報、警報、注意報なのか、事業者のオリジナルの内

容なのか区別することが困難であることを想定し、気象庁が行う「注意報」の伝達を行っ

ていない場合は、利用者がその旨を理解できるようにする。【表１ ③関連】 

（注）警報の伝達については、気象業務法第２０条に規定されている。 

[明示の例] 

●契約時 

・気象庁の発表する○○特別警報、○○警報については、別途、気象庁発表と明示して

○○により提供しています。気象庁発表の注意報は提供していません。 

●契約後の簡易文 

・気象庁発表の注意報は提供していません。 

 

(２) 利用者が、予報技術の限界等、誤差に係る認識を持っていないことを想定し、提供す

る予報の内容について、気象庁が示した最小の時間単位に沿っていない場合は、利用

者がその旨を理解できるようにする。【表１ ⑤関連】 

[明示の例] 

●契約時 

・この情報（コンテンツ）は、○○会社（予報業務許可第○○号）が、気象庁から予測技術

の限界と示された時間分解能より細かい表現を用いて提供する貴社向けの独自予報で

す。利便性を重視したもので、ここまで細かい予測ができるということではありません。ま

た、一般（不特定多数）の利用を想定したものではないため、この情報を第三者へ提供

することはできません。 

●契約後の簡易文 



 

 

 
94 

・予測できる時間分解能より細かく表現した貴社向け独自予報です。この情報を第三者へ

提供することはできません。 

 

(３) 利用者が、予報技術の限界等、誤差に係る認識を持っていないことを想定し、提供す

る予報の内容について、現地観測値又は現地観測値に代わると認められる資料を用い

ていない場合は、利用者がその旨を理解できるようにする。【表１ ⑥関連】 

[明示の例] 

●契約時 

・この情報（コンテンツ）は、○○会社（予報業務許可第○○号）の貴社向け独自予報です。

現地の観測値を用いていないため、実際の気象状況と大きく異なる場合があります。ま

た、一般（不特定多数）の利用を想定したものではないので、第三者へ提供することはで

きません。 

●契約後の簡易文 

・現地の観測値を用いていない貴社向け独自予報です。この情報を第三者へ提供するこ

とはできません。 

 

（以上） 
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Ⅷ.予報業務の許可等に係わる法令等 
 

１．気象業務法 抄録 

第一章 総則 

（定義） 

第二条 この法律において「気象」とは、大気（電離層を除く。）の諸現象をいう。 

２ この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び

地中の諸現象をいう。 

３ この法律において「水象」とは、気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象を

いう。 

４ この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。  

一  気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表  

二  気象、地象（地震にあつては、発生した断層運動による地震動（以下単に「地震動」

という。）に限る。）及び水象の予報及び警報  

三～七 （略） 

５  この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。 

６  この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。  

７  この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報を

いう。 

８  この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び

装置をいう。 

 

第二章 観測 

（観測に使用する気象測器）  

第九条  第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならな

い気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は

第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測

器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造（材料の

性質を含む。）及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十

二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格し

たものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交

通省令で定めるものは、この限りでない。 

 

第三章 予報及び警報 

（予報及び警報）  

第十三条  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象（地震にあつては、地震動に

限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。）、津波、高潮、波浪及び洪水について

の一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定に

より警報をする場合は、この限りでない。  
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２  気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び

洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。  

３  気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置

を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。  

第十三条の二 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが

著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令

の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般

の利用に適合する警報をしなければならない。 

２ 気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴

かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするとき

は、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。 

３ 気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。 

５ 前条第三項の規定は、第一項の警報(第十五条の二第一項において「特別警報」という。)

をする場合に準用する。 

 

（予報業務の許可） 

第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務（以下「予

報業務」という。）を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。 

 

（許可の基準） 

第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準

によつて審査しなければならない。 

一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の

解析の施設及び要員を有するものであること。 

二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施

設及び要員を有するものであること。 

三 地震動、火山現象及び津波の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当

該予報業務を行う事業所につき、第十九条の二の要件を備えることとなつていること。 

四 地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務

のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであるこ

と。 

２ 気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると

認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。 

一 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であると

き。 

二 許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消し

の日から二年を経過しない者であるとき。 

三 許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第一号又は前
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号に該当する者であるとき。 

 

（変更認可） 

第十九条 第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同条第二項の予報業務の目的又は

範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（気象予報士の設置） 

第十九条の二 第十七条の規定により許可を受けた者（地震動、火山現象又は津波の予報の業

務のみの許可を受けた者を除く。次条において同じ。）は、当該予報業務を行う事業所ごと

に、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士（第二十四条の二十の登録を受けてい

る者をいう。以下同じ。）を置かなければならない。 

 

（気象予報士に行わせなければならない業務） 

第十九条の三 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想につ

いては、気象予報士に行わせなければならない。 

 

（警報事項の伝達） 

第二十条 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象

庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。 

 

（業務改善命令） 

第二十条の二 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が第十八条第一項各号の

いずれかに該当しないこととなつた場合その他第十七条の規定により許可を受けた者の予

報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対

し、その施設及び要員又はその現象の予想の方法について同項各号に適合するための措置そ

の他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

 

（許可の取消し等） 

第二十一条 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当する

ときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しく

は認可に付した条件に違反したとき。 

二 第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。 

 

（予報業務の休廃止） 

第二十二条 第十七条の規定により許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は

廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 

 

（警報の制限） 
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第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報

をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 

 

第三章の二 気象予報士 

（登録） 

第二十四条の二十 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の

登録を受けなければならない。 

 

第四章 （略） 

第五章 （略） 

 

 

第六章 雑則 

（許可等の条件） 

第四十条の二 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 

２ 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可

又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 

 

（報告及び検査） 

第四十一条 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項若しくは

第二十六条第一項の規定により許可を受けた者又は第七条第一項の船舶に対し、それらの行

う気象業務に関し、報告させることができる。 

２・３ （略） 

４ 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十七条第一項若

しくは第二十六条第一項の規定により許可を受けた者若しくは第六条第一項若しくは第二

項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者の事業所若

しくは観測を行う場所又は第七条第一項の船舶に立ち入り、気象記録、気象測器その他の

物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

５～７ （略） 

 

第七章 罰則 

第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第九条の規定に違反した者 

二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者 

三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者  

四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者  

五 第二十一条（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による業務の停

止の命令に違反した者  

六 第二十三条の規定に違反して警報をした者 

七 （略） 
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第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十条の二（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による命令に

違反した者 

二 （略） 

三 第四十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

四 第四十一条第四項又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質

問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 

第四十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又

は人の業務に関し、第四十四条、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 

 

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第二十二条（第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

二 （略） 

 

別表(第九条、第二十八条、第三十二条の四、第三十二条の七関係)(平一五法九六・追加) 

気象測器 測定器及び設備 

温度計 測定器 電気式温度計 

設備 恒温検査槽 

気圧計 測定器 電気式気圧計 

設備 圧力検査装置 

湿度計 測定器 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用

いた露点式湿度計 

設備 湿度検査槽 

風速計 測定器 超音波式風速計 

ピトー管 

差圧計 

設備 風洞 

日射計 測定器 電気式日射計 

雨量計 測定器 ビュレット 

雪量計 測定器 長さ計 
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 ２．気象業務法施行規則 抄録 

 

第三章 予報及び警報 

（予報業務の許可の申請） 

第十条 法第十七条第一項の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 予報業務の目的 

三 予報業務の範囲 

イ 予報の種類 

ロ 対象としようとする区域 

ハ 火山現象の予報にあつては、対象としようとする火山 

四 予報業務の開始の予定日 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類（地震動、火山現象及び津波の予報の業務に係る申請

にあつては、第二号に掲げる書類を除く。）を添付しなければならない。 

一 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書 

イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地 

ロ 予報事項及び発表の時刻 

ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方法 

ニ 現象の予想の方法 

ホ 気象庁の警報事項を受ける方法 

二 事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類 

三 事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交替の概要を記載した

書類 

四 予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項を記載した書

類（観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつ

ては、その旨を記載した書類） 

イ 観測施設の所在地 

ロ 観測施設の明細 

ハ 観測の種目及び時刻 

五 事業所ごとに次に掲げる施設の概要を記載した書類 

イ 予報資料の収集及び解析の施設 

ロ 気象庁の警報事項を受ける施設 

六 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類 

イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

ロ 役員の名簿 

七 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 

イ 定款（会社法（平成十七年法律第八十六号）第三十条第一項及びその準用規定により
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認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款）又は寄附行為の謄本 

ロ 発起人、社員又は設立者の名簿 

八 個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七

項に規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。）の写し又

はこれに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類 

九 法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類 

３ 前項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民

基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の七第三項の規定により、都道府県知

事（同法第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあ

つては、指定情報処理機関。以下同じ。）から当該許可を受けようとする者に係る本人確認

情報の提供を受けるときは、前項第八号に掲げる書類を添付することを要しない。 

４ 気象庁長官は、第二項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることが

できる。 

 

（技術上の基準） 

第十条の二 法第十八条第一項第四号の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりと

する。 

一 地震動の予想の方法に係る基準 

イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する予報

資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする地点における地震動の到達

時刻、震度その他の地震動の状況を予想するものであること。 

ロ イの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。 

二 火山現象の予想の方法に係る基準 

イ 火山現象に関する知見並びに収集及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の

対象とする区域における噴火、降灰等の火山現象を予想するものであること。 

ロ イの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学

的方法その他の科学的な方法により行うものであること。 

三 津波の予想の方法に係る基準 

イ 気象庁長官が認める断層運動の発生時刻、震源の位置、地震の規模及び津波の観測の

成果に関する予報資料その他の予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域にお

ける津波の到達時刻、高さその他の津波の状況を予想するものであること。 

ロ イの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法

により行うものであること。 

 

（予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請） 

第十一条 法第十九条第一項の規定により予報業務の目的又は範囲の変更の認可を受けよう

とする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しな

ければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 変更しようとする事項 
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三 変更の予定日 

四 変更を必要とする理由 

２ 前項の申請書には、第十条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のうち予報業務の目

的又は範囲の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 

３ 気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることがで

きる。 

 

（気象予報士の設置の基準） 

第十一条の二 法第十七条第一項の規定により許可を受けた者（地震動、火山現象又は津波の

予報の業務のみの許可を受けた者を除く。）は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ご

とに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲

げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。ただし、予報業務を適確に遂行

する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。 

一日当たりの現象の予想を行う時間 人員 

八時間以下の時間 二人 

八時間を超え十六時間以下の時間 三人 

十六時間を超える時間 四人 

２ 法第十七条第一項の規定により許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所

（当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。）があるときは、二週間以

内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。 

 

（予報業務の休廃止の届出） 

第十二条 法第二十二条の規定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、

次に掲げる事項を記載した予報業務休止（廃止）届出書を、気象庁長官に提出しなければな

らない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 休止又は廃止した予報業務の範囲 

三 休止又は廃止の日及び休止の場合にあつては、その予定期間 

四 休止又は廃止を必要とした理由 

（予報事項等の記録） 

第十二条の二 法第十七条第一項の規定により許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、

事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。 

一 予報事項の内容及び発表の時刻 

二 予報事項（地震動、火山現象及び津波の予報事項を除く。）に係る現象の予想を行つた

気象予報士の氏名 

三 気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況（当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲

に係るものに限る。） 

 

第四章 （略） 

第五章 （略） 
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第六章 （略） 

第七章 （略） 

 

第八章 雑則 

（報告） 

第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の規定によ

り許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当するこ

ととなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 

一～三 （略） 

四 法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の規定により許可を受けた者の氏名、名称又

は住所に変更があつた場合 

五 法第十七条第一項の規定により許可を受けた法人にあつては、定款若しくは寄附行為又

は役員に変更があつた場合 

六 第十条第二項第一号から第五号まで又は第四十七条第二項第一号若しくは第二号に掲

げる書類の記載事項に変更があつた場合 

七 法第二十条の二（法第二十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定に基づく

命令を実施した場合 

２ 前項の報告は、報告事由の発生した後遅滞なく（同項第一号から第三号までに掲げる場合

にあつては、三十日以内に）行わなければならない。 

３ （略） 

４ 第一項第四号から第七号までの報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報

告書を提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 報告事項 

三 報告事由の発生の日 

５ 法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の規定により許可を受けた者が、法第六条第三

項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第一項第六

号の報告（第十条第二項第四号又は第四十七条第二項第二号に係るものに限る。）を省略す

ることができる。 
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３．気象業務法施行規則第十条の二第一号ロの計算方法を定め

る件 

(平成十九年十一月二十六日 気象庁告示第十一号)  
 

１ 地震動の震度の予想に係る計算方法 

一 計算の入力値 

地震動の震度の予想に係る計算の入力値は、次に掲げるものとする。 

ア 気象庁が提供する予報資料のうち次に掲げるもの 

地震の発生時刻 

震源の位置（緯度、経度及び深さ） 

地震の規模 

イ 予想の対象とする地点の位置（緯度及び経度） 

ウ 予想の対象とする地点における地盤増幅度 

(1) 「地盤増幅度」とは、地震波のうちＳ波の伝播速度が 700m/s に相当する硬質地盤上に

おける地震動の最大速度振幅に対する地表における地震動の最大速度振幅の割合をいい、

「予想の対象とする地点における地盤増幅度」とは、気象庁が複製を提供する約 1km メッ

シュ地盤増幅度デジタルデータのうち当該地点を含む領域に係る地盤増幅度をいう。 

(2) 予想の対象とする地点における地盤増幅度は、国土交通省が提供する国土数値情報等の

地形情報、地盤情報等に基づいて当該地点を含む基準地域メッシュ相当以下の大きさの地

域に係る平均Ｓ波速度から推定した地盤増幅度又は予想の対象とする地点近傍におけるボ

ーリング調査等の地盤調査結果、震度の観測結果等に基づいて推定した地盤増幅度等の震

度を正しく予想するため適切なものと認められる値をもって代えることができる。 

エ 気象庁が提供する予報資料のうち、実時間震度（時間的に変化する地震動の強さを観測点

ごとに逐次算出した値であって、同一の地震において地震動が継続している間の最大値がそ

の観測点における計測震度に近似するものをいう。以下同じ。）の時点最大値（アに掲げる

地震の発生時刻から当該地震に対して気象庁が提供する予報資料の発表時刻までにおける最

大値をいう。以下同じ。）を、以下の方法により硬質地盤上における計測震度相当値に換算

した値 

(1) 次式により、実時間震度を算出する観測点（以下「実時間震度観測点」という。）に

おける地震動の最大速度振幅の時点最大値 PGVobs（cm／ｓ）を求める。 

 𝑃𝐺𝑉𝑜𝑏𝑠 = 10
𝐼𝑟𝑜𝑏𝑠−2.68

1.72  

   Irobs：実時間震度観測点における実時間震度の時点最大値 

(2) 次式により、実時間震度観測点においてＳ波の伝播速度が 600ｍ／ｓに相当する硬質地

盤上における地震動の最大速度振幅の時点最大値 PGVobs600（cm／ｓ）を求める。 

 𝑃𝐺𝑉𝑜𝑏𝑠600 =
𝑃𝐺𝑉𝑜𝑏𝑠

𝐴𝑅𝑉700 × 0.9
 

   ARV700：実時間震度観測点における地盤増幅度 

(3) 次式により、実時間震度観測点において実時間震度の時点最大値をＳ波の伝播速度が

600ｍ／ｓに相当する硬質地盤上における計測震度相当値に換算した値 Irobs600 を求める。 

 𝐼𝑟𝑜𝑏𝑠600 = 2.68 + 1.72 log(𝑃𝐺𝑉𝑜𝑏𝑠600) 

オ 気象庁が提供する以外の予報資料として、(1)の条件を満たす気象庁以外の者が設置した

観測点（以下「特定観測点」という。）で観測した地震動を硬質地盤上における計測震度相

当値に換算したもののうち、(2)の条件を満たす値 

(1) 特定観測点は、次のいずれかの条件を満たし、かつ、その状態を維持していること。 

(ⅰ) 特定観測点で観測した地震動を硬質地盤上における計測震度相当値に換算した値を

基に、特定観測点の水平距離半径 30㎞以内にある震度観測点（気象庁の地震情報にお

いてその震度が発表されるものに限る。以下この項において同じ。）における次号イの

手順により予想した震度と、震度観測点で観測した震度を比較し、その差の平均が±

0.5以内であり、かつ、不偏分散が 0.25 以内であることが統計資料により示されるこ

と。ただし、この比較は震央から特定観測点及び震度観測点までの水平距離がそれぞれ

75km以上である地震のみを対象とし、直近の連続する 100以上の事例を用いるものとす

る。 
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(ⅱ) (ⅰ)の条件を満たさない場合は、次の条件を満たすこと。 

(イ) (ⅰ)と同様の方法で直近の連続する 100以上の事例を比較した差の平均が±1.0

以内であり、かつ、不偏分散が 0.5以内であることが統計資料により示されること。 

(ロ) 特定観測点の設置環境が、気象庁の定める震度計設置環境基準（※）を満たすこ

と。 

(ⅲ) (ⅰ)と同様の方法で比較できる直近の連続する事例が 100未満の場合は、次の条件

を満たすこと。 

(イ) 特定観測点に設置する気象測器が、気象業務法（昭和 27年法律第 165号）第 43

条第 1項の規定に基づく震度計の委託検定に合格していること。 

(ロ) 特定観測点の設置環境が、気象庁の定める震度計設置環境基準（※）を満たすこ

と。 

(ハ) 気象庁が提供する加速度記録に対して実時間震度を算出し、その最大値と計測震

度との差が±0.1以内であること。 

(ニ) エ(1)から(3)までの方法により硬質地盤上における計測震度相当値に換算するこ

と。 

(2) アに掲げる予報資料として示す地震との因果関係がある予報資料として、 当該地震の

発生時刻から当該地震に対して気象庁が提供する予報資料の最終報の発表時刻までのいず

れかの時点に観測した地震動から換算した値であって、次のいずれかの条件を満たすもの

であること。 

(ⅰ) 次号アの手順により予想した震度が 0.5以上となる位置に特定観測点があり、か

つ、当該地震の発生時刻から起算して第３項第二号の手順を準用して算出したＰ波の走

時が経過する 3秒前の時刻以降又はＰ波の走時の 90％が経過した時刻以降に当該特定観

測点で観測したものであること。 

(ⅱ) 特定観測点から水平距離半径 30km 以内にエに掲げる予報資料に含まれる実時間震

度観測点があり、かつ、当該予報資料を発表した時刻以降に当該特定観測点で観測した

ものであること。 

 

二 地震動の震度の予想の手順 

ア 地震動（震源由来震度）の場合 

(1) 次式を満たす x を求める。 

𝑠0 − 𝐿/2 ≦ 𝑥 ≦ 𝑠0 かつ 𝑥 ≧ 3（km） 

𝑠0：予想の対象とする地点から震源までの距離（km） 

L ：前号アに掲げる地震の規模を M としたとき、次式を満たす量 
log 𝐿 = 0.5𝑀𝑤 − 1.85 
𝑀𝑤 = 𝑀 − 0.171 

(2) 次式により、予想の対象とする地点におけるＳ波の最大速度振幅 PGV（cm／ｓ）を求

める。 
𝑃𝐺𝑉 = 𝐴𝑅𝑉𝑖 × 𝑃𝐺𝑉600 × 0.9 
log 𝑃𝐺𝑉600 = 0.58𝑀𝑤 + 0.0038𝑑 − 1.29 − log(𝑥 + 0.0028 × 100.50𝑀𝑤) − 0.002𝑥  

𝐴𝑅𝑉𝑖：予想の対象とする地点における地盤増幅度 

𝑃𝐺𝑉600：予想の対象とする地点においてＳ波の伝播速度が 600m/s に相当する硬質地

盤上における地震動の最大速度振幅（cm／ｓ） 

d：前号アに掲げる震源の深さ（km） 

(3) 次式により、予想の対象とする震度 I を求める。 
𝐼 = 2.68 + 1.72 log 𝑃𝐺𝑉 

(4) (1)から(3)までによる計算の方法は、次のいずれかを満たす計算の方法をもって代え

ることができる。 

(ⅰ) ARVi＝1 としたときに、次の表の左欄に掲げる入力値をそれぞれ同表の中欄に掲げ

る範囲及び同表の右欄に掲げる間隔をもって入力した場合（本号の計算方法により 3.5

≦I≦6.5 を得るものに限る。）に求められる震度 I'が、I-0.5≦I'≦I + 0.5 の範囲にあるこ

とが示されること。 

入力値 範囲 間隔 

M 5.5～8.0 0.5 

x 30km～200km 10km 
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d 10km～100km 10km 

(ⅱ) 予想の対象とする地点に最も近い震度観測点における実際の震度の観測結果を基準

とした場合の予想残差の平均が(1)から(3)までによる計算の方法によるもの以下となる

ことが統計資料により示されること。 

イ 地震動（波面伝播非減衰震度）の場合 

(1) 次式により、Irobs600j の最大値を、予想の対象とする地点の硬質地盤上における計測震

度相当値に換算した値 Ir600 とする。 
𝐼𝑟600 = max

𝑗
{𝐼𝑟𝑜𝑏𝑠600𝑗} 

j：予想の対象とする地点から水平距離半径 r（km）以内の実時間震度観測点又は特定

観測点の通し番号 

Irobs600j：j 番目の実時間震度観測点又は特定観測点における前号エ又はオに掲げる硬

質地盤上における計測震度相当値に換算した値 

r：0～30（km） 

(2) 次式により、硬質地盤上における最大速度振幅 PGV600（cm／ｓ）を求める。 

𝑃𝐺𝑉600 = 10
𝐼𝑟600−2.68

1.72  
(3) 次式により、予想の対象とする地点におけるＳ波の最大速度振幅 PGV（cm／ｓ）を求

める。 
𝑃𝐺𝑉 = 𝐴𝑅𝑉𝑖 × 𝑃𝐺𝑉600 × 0.9 

𝐴𝑅𝑉𝑖：予想の対象とする地点における地盤増幅度 

(4) 次式により、予想の対象とする震度 I を求める。 
𝐼 = 2.68 + 1.72 log 𝑃𝐺𝑉 

 

２ 長周期地震動階級等の予想に係る計算方法 

一 計算の入力値 

任意の周期の絶対速度応答スペクトル（地震時に１自由度１質点系の倒立振子モデルに生

じる速度の周期ごとの特性を表す曲線をいい、減衰定数５％に対するものとする。）の値、任

意の周期帯の絶対速度応答スペクトルの最大値、長周期地震動階級及び長周期地震動の周期

別階級（周期が 1.6 秒から 7.8 秒までの範囲内において、予想の対象とする周期又は周期帯を

限って地震動の大きさを示す指標をいう。ただし、長周期地震動階級を除く。）（以下「長周期

地震動階級等」と総称する。）の予想に係る計算の入力値は、次に掲げるものとする。 

ア 気象庁が提供する予報資料のうち次に掲げるもの 

地震の発生時刻 

震源の位置（緯度、経度及び深さ） 

地震の規模 

イ 予想の対象とする地点の位置（緯度及び経度） 

ウ 周期が 1.6 秒から 7.8 秒まで 0.2 秒間隔のもののうち、予想の対象とする周期又は周期帯 

エ 予想の対象とする地点における補正係数 

(1) 地盤情報による補正係数 

国立研究開発法人防災科学技術研究所が提供する地震ハザードステーションのＳ波速

度 1.3km／ｓ層下面の深さ D （ｍ）及び地下 30ｍまでの表層における平均Ｓ波速度

AVS30（ｍ／ｓ）を用いて、(ⅰ)又は(ⅱ)から求める。 

(ⅰ) (イ)及び(ロ)に示す方法で算出する補正係数の和： DSC(T)＋ε’(T)（T は予想の対

象とする周期（秒）とする。） 

(イ) DSC(T)：周期 T における D を用いて約１km メッシュ毎に求められる補正係数 

D≦D0(T)の場合は 

DSC(T)=k1(T) 
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D＞D0(T)の場合は 

DSC(T)=k1(T)+ k2(T)log(D/D0(T)) 

D0(T)、k1(T)及び k2(T)は、別表第１の T（ｓ）欄に掲げる周期 T に応じ、それぞれ

同表の D0欄、k1欄及び k2欄に掲げる値を用いる。 

(ロ) ε’(T)：周期 T における AVS30 を用いて約 250ｍメッシュ毎に求められる補正係

数 

AVS30≦V0(T)の場合は 

ε’(T)＝p1(T)＋p2(T)logAVS30 

AVS30＞V0(T)の場合は 

ε’(T)＝p1(T)＋p2(T)logV0(T) 

V0(T)、p1(T)及び p2(T)は、別表第１の T（ｓ）欄に掲げる周期 T に応じ、それぞれ

同表の V0欄、p1欄及び p2欄に掲げる値を用いる。 

(ⅱ) (ⅰ)(イ)によって求められる DSC(T)のみの補正係数 

(2) 気象庁が提供する補正係数 

気象庁が地震動の観測結果から統計的に作成した補正係数が存在する地点については、

気象庁が提供する補正係数 

(3) 観測結果による補正係数 

予想の対象とする地点における地震動の観測結果から統計的に得られる補正係数であ

り、当該地点に最も近い震度観測点（気象庁の地震情報においてその震度が発表されるも

のであって、地震動の加速度時刻歴が得られるものに限る。以下この項において同じ。）

又は長周期地震動の観測点（気象庁が長周期地震動階級を用いて観測の成果を発表する

地点に限る。）（以下「長周期地震動の観測点等」と総称する）における実際の地震動の観

測結果を基準とした場合の絶対速度応答スペクトルの予想残差の平均が(1)(ⅰ)による計

算の方法によるもの以下となることが統計資料により示されるもの 

(4) その他の方法による補正係数 

予想の対象とする地点における補正係数は、当該地点近傍における物理探査等の地盤

調査結果、地震動の観測結果等に基づいて推定した補正係数等の長周期地震動階級等を

正しく予想するため適切なものと認められる値をもって代えることができる。 

オ 周期帯を対象とする予想を行う場合の調整値 

(1) 気象庁が提供する調整値 

予想の対象とする地点における調整値として、エ(1)を用いる場合又はエ(2)を用いて周

期が 1.6 秒から 7.8 秒までの周期帯を対象とする絶対速度応答スペクトルの最大値を予

想する場合に限り気象庁が提供する調整値 

(2) その他の調整値 

長周期地震動の観測点等における地震動の観測結果から統計的に得られる調整値であ

り、長周期地震動の観測点等を予想の対象とする地点として算出した、次号イにおける任

意の周期帯の絶対速度応答スペクトルの最大値に当該調整値を乗じたものと、同地点同

周期帯における実際の地震動の観測結果を基準とした場合の絶対速度応答スペクトルの

最大値の予想残差の平均が最も小さくなることが統計資料により示されるもの 

二 任意の周期の絶対速度応答スペクトルの値及び任意の周期帯の絶対速度応答スペクトルの

最大値の予想の手順 
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ア 任意の周期の絶対速度応答スペクトルの値の場合 

次式により、予想の対象とする地点における前号ウに掲げる予想の対象とする周期 T の

絶対速度応答スペクトル Sva(T)（cm／ｓ）を求める。  

logSva(T)＝c(T)＋a(T)M－logR－b(T)R 

＋siteFactor(T) 

c(T)、a(T)、b(T)は、別表第２の T（ｓ）欄に掲げる周期 T に応じ、それぞれ同表の c 欄、

a 欄及び b 欄に掲げる値を用いる。 

M：前号アに掲げる地震の規模（マグニチュード） 

R：予想の対象とする地点から震源までの距離（km） 

siteFactor(T)：前号エに掲げる予想の対象とする地点における補正係数 

イ 任意の周期帯の絶対速度応答スペクトルの最大値の場合 

前号ウに掲げる周期のうち予想の対象とするものの全てにおいてアの計算を行い、求め

た各周期の Sva(T)のうちの最大値に前号オのいずれかの調整値を乗じたものを任意の周期

帯の絶対速度応答スペクトルの最大値とする。 

ウ ア及びイによる計算の方法は、次のいずれかを満たす計算の方法をもって代えることが

できる。 

(1) 予想の対象とする地点に対し、次の表の左欄に掲げる入力値をそれぞれ同表の中欄に

掲げる範囲及び同表の右欄に掲げる間隔をもって入力した場合において、(ⅰ)又は(ⅱ)の

値がア及びイによる計算値の 1／√2 倍から√2 倍までの範囲にあることが示されること。 

(ⅰ) 任意の周期の絶対速度応答スペクトルの値を求める場合は、予想の対象とする周期

の絶対速度応答スペクトルの値 

(ⅱ) 任意の周期帯の絶対速度応答スペクトルの最大値を求める場合は、予想の対象と

する周期帯における最大値並びにその周期帯の上限、下限及び 2.0 秒から 7.0 秒まで

1.0 秒間隔のうち予想の対象とする周期帯に含まれる周期の絶対速度応答スペクトル

の値 

入力値 範囲 間隔 

M 5.5～8.0 0.5 

R  30km～100km 10km 

100km～200km 50km 

200km～800km 100km 

(2) 予想の対象とする地点に最も近い長周期地震動の観測点等における実際の地震動の観

測結果を基準とした場合の任意の周期の絶対速度応答スペクトルの値又は任意の周期帯

の絶対速度応答スペクトルの最大値の予想残差の平均がア又はイによる計算の方法によ

るもの以下となることが統計資料により示されること。 

三 長周期地震動階級及び長周期地震動の周期別階級の予想の手順 

単一周期を対象とする長周期地震動の周期別階級は、前号ア又はウで求めた任意の周期の

絶対速度応答スペクトルの値から、長周期地震動階級又は周期帯を対象とする長周期地震動

の周期別階級は、前号イ又はウで求めた任意の周期帯の絶対速度応答スペクトルの最大値か

ら、それぞれ気象庁長周期地震動階級表（令和二年気象庁告示第六号）の表の下欄に掲げる区

分に応じ、同表の上欄に掲げるものとする。この場合において、同表中「長周期地震動階級」

とあるのは「長周期地震動階級又は長周期地震動の周期別階級」と、「絶対速度応答スペクト

ルの最大値」とあるのは「任意の周期の絶対速度応答スペクトルの値又は任意の周期帯の絶対
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速度応答スペクトルの最大値」と読み替えるものとする。 

３ 地震動（波面伝播非減衰震度を除く。以下同じ。）の到達時刻の予想に係る計算方法  

一 計算の入力値 

地震動の到達時刻の予想に係る計算の入力値は、次に掲げるものとする。 

ア 気象庁が提供する予報資料のうち次に掲げるもの 

地震の発生時刻 

震源の位置（緯度、経度及び深さ） 

イ 予想の対象とする地点の位置（緯度及び経度） 

 

二 地震動（震源由来震度）の到達時刻の予想の手順 

ア 以下の方法により、震央距離及び震源の深さごとの走時を示す表（以下本号において「走

時表」という。）を作成する。 

(1) 震央距離 l0（km）の間隔は別表第３に、震源の深さ d（km）の間隔は別表第４に掲げる

値をそれぞれ超えないものとする。 

(2) 走時表の作成に係る計算には、次に掲げる値を用いる。 

r0：地球の平均半径（km） 

vj：別表第５に示す第 j 層のＳ波速度（km/s） 

𝑟𝑗
𝛼：第 j 層上面から地球の中心までの距離（km） 

𝑟𝑗
𝛽
：第 j 層下面から地球の中心までの距離（km） 

ih：震源からのＳ波の震波線の射出角（rad） 

rp：Ｓ波の屈折波（震源から下方に射出される波をいう。以下同じ。）の震波線の最深

点から地球の中心までの距離（km） 

k：震源が含まれる別表第５の層番号。条件式𝑟𝑘−1
𝛽

≥ 𝑟ℎ ≥ 𝑟𝑘
𝛽
を満たす。 

i：Ｓ波の屈折波の震波線の最深点が含まれる別表第５の層番号。条件式𝑟𝑖−1
𝛽

≥ 𝑟𝑝 ≥ 𝑟𝑖
𝛽
を

満たす。 
𝑦 = tan 𝑖ℎ 
𝑟ℎ = 𝑟0 − 𝑑 
𝑎𝑗𝑘 = 𝑣𝑗/𝑣𝑘 

𝑓𝑗
𝛼 = 𝑟ℎ/𝑟𝑗

𝛼 

𝑓𝑗
𝛽

= 𝑟ℎ/𝑟𝑗
𝛽
 

𝐴𝑗
𝛼 = 𝛼𝑗𝑘𝑓𝑗

𝛼 

𝐴𝑗
𝛽

= 𝛼𝑗𝑘𝑓𝑗
𝛽
 

𝑔𝑗
𝛼 = 𝑟𝑝/𝑟𝑗

𝛼 

𝑔𝑗
𝛽

= 𝑟𝑝/𝑟𝑗
𝛽
 

𝐵𝑗
𝛼 = 𝑔𝑗

𝛼𝑎𝑗𝑖 

𝐵𝑗
𝛽

= 𝑔𝑗
𝛽

𝑎𝑗𝑖 

(3) 次式により、震央距離 l0、震源の深さ d について、直達波（震源から上方に射出される

波をいう。）の走時𝑇𝑑,𝑙0

1 （s）及び屈折波の走時𝑇𝑑,𝑙0

2 （s）を求める。 

𝑇𝑑,𝑙0

1 (𝑦) = (
1

√1 + 𝑦2
) {∑

𝑟𝑗
𝛼𝑄𝑗

𝛼 − 𝑟𝑗
𝛽

𝑄𝑗
𝛽

𝑣𝑗

𝑘−1

𝑗=1

+
𝑟𝑘

𝛼𝑄𝑘
𝛼 − 𝑟ℎ

𝑣𝑘
} 

𝑄𝑗
𝛼、𝑄𝑗

𝛽
及び y は、次の式を満たすものとする。 

𝑄𝑗
𝛼 = √1 + {1 − (𝐴𝑗

𝛼)2}𝑦2 

𝑄𝑗
𝛽

= √1 + {1 − (𝐴𝑗
𝛽

)2} 𝑦2 

𝑙0

𝑟0
= ∑ {cos−1

𝐴𝑗
𝛼𝑦

√1 + 𝑦2
− cos−1

𝐴𝑗
𝛽

𝑦

√1 + 𝑦2
}

𝑘−1

𝑗=1

+ cos−1
𝐴𝑘

𝛼𝑦

√1 + 𝑦2
− cos−1

𝑦

√1 + 𝑦2
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𝑇𝑑,𝑙0

2 (𝑟𝑝) = 2 ∑
𝑟𝑗

𝛼𝑃𝑗
𝛼 − 𝑟𝑗

𝛽
𝑃𝑗

𝛽

𝑣𝑗

𝑖−1

𝑗=1

− ∑
𝑟𝑗

𝛼𝑃𝑗
𝛼 − 𝑟𝑗

𝛽
𝑃𝑗

𝛽

𝑣𝑖

𝑘−1

𝑗=1

−

𝑟𝑘
𝛼𝑃𝑘

𝛼 − 𝑟ℎ√1 − (
𝑟𝑝𝑎𝑘𝑖

𝑟ℎ
)

2

𝑣𝑘

+ 2𝑟𝑖
𝑎

√1 − (
𝑟𝑝

𝑟𝑖
𝛼)

2

𝑣𝑖
 

𝑃𝑗
𝛼、𝑃𝑗

𝛽
及び rp は、次の式を満たすものとする。 

𝑃𝑗
𝛼 = √1 − (𝐵𝑗

𝛼)2 

𝑃𝑗
𝛽

= √1 − (𝐵𝑗
𝛽

)2 

𝑙0

𝑟0
= 2 ∑ {cos−1(𝐵𝑗

𝛼) − cos−1(𝐵𝑗
𝛽

)}

𝑖−1

𝑗=1

− ∑ {cos−1(𝐵𝑗
𝛼) − cos−1 (𝐵𝑗

𝛽
)}

𝑘−1

𝑗=1

− {cos−1(𝐵𝑘
𝛼) − cos−1

𝑟𝑝𝑎𝑘𝑖

𝑟ℎ
} + 2 cos−1

𝑟𝑝

𝑟𝑖
𝛼 

(4) 𝑇𝑑,𝑙0

1 と𝑇𝑑,𝑙0

2 のうち小さいものを、震央距離 l0、震源の深さ d における走時𝑇𝑑,𝑙0
（s）とす

る。 

(5) 𝑇𝑑,𝑙0
の有効数字は、小数点以下３桁とする。 

イ 予想の対象とする地点の位置及び前号アに掲げる震源位置から震央距離 l0 及び震源の深さ

d を求め、これについて、以下の方法により、Ｓ波の走時 t（ｓ）を求める。 

(1) l0 及び d について、次の式を満たす lm、lm+1 及び lm+2 並びに dn、dn+1及び dn+2を求める。 
(𝑙𝑚 + 𝑙𝑚+1)/2 < 𝑙0 < (𝑙𝑚+1 + 𝑙𝑚+2)/2 
(𝑑𝑛 + 𝑑𝑛+1)/2 < d < (𝑑𝑛+1 + 𝑑𝑛+2)/2 

lm：走時表における m 番目の要素の震央距離（km） 

dn：走時表における n 番目の要素の震源の深さ（km） 

(2) 走時表から𝑇𝑑𝑛,𝑙𝑚
、𝑇𝑑𝑛,𝑙𝑚+1

、𝑇𝑑𝑛,𝑙𝑚+2
、𝑇𝑑𝑛+1,𝑙𝑚

、𝑇𝑑𝑛+1,𝑙𝑚+1
、𝑇𝑑𝑛+1,𝑙𝑚+2

、𝑇𝑑𝑛+2,𝑙𝑚
、𝑇𝑑𝑛+2,𝑙𝑚+1

及び𝑇𝑑𝑛+2,𝑙𝑚+2
を読み、これらのすべてについて次式を満たす係数 a1～a9 を求める。 

𝑇𝑑𝑦,𝑙𝑥
= 𝑎1𝑙𝑥

2𝑑𝑦
2 + 𝑎2𝑙𝑥

2𝑑𝑦 + 𝑎3𝑙𝑥𝑑𝑦
2 + 𝑎4𝑙𝑥

2 + 𝑎5𝑑𝑦
2 + 𝑎6𝑙𝑥𝑑𝑦 + 𝑎7𝑙𝑥 + 𝑎8𝑑𝑦 + 𝑎9 

𝑇𝑑𝑦,𝑙𝑥
：震央距離 lx（km）、震源の深さ dy（km）における走時（s） 

(3) 次式により、震央距離 l0、震源の深さ d についての走時 t を求める。 

𝑡 = 𝑎1𝑙0
2𝑑2 + 𝑎2𝑙0

2𝑑 + 𝑎3𝑙0𝑑2 + 𝑎4𝑙0
2 + 𝑎5𝑑2 + 𝑎6𝑙0𝑑 + 𝑎7𝑙0 + 𝑎8𝑑 + 𝑎9 

ウ 地震の発生時刻に走時 t を加えた時刻を、地震動の到達時刻とする。 

エ アからウまでによる計算の方法は、次の表の左欄に掲げる入力値をそれぞれ同表の中欄に

掲げる範囲及び同表の右欄に掲げる間隔をもって入力した場合に、本号の計算の方法により

予想される地震動の到達時刻との差が走時 t の 2％以内となる計算の方法をもって代えるこ

とができる。 

入力値 範囲 間隔 

l0 

0km～70km 10km 

70km～150km 20km 

150km～350km 50km 

d 10km～150km 10km 

 

（※）気象庁の定める震度計設置環境基準は、気象庁ホームページに掲載する。 

 

別表第１ 

T（s） D0 k1 k2 V0 p1 p2 

1.6 34 -0.27467 0.39935 507 1.352 -0.53385 

1.8 35 -0.27654 0.40919 507 1.2757 -0.50355 

2.0 37 -0.27648 0.41984 497 1.207 -0.47607 

2.2 40 -0.27113 0.42882 496 1.1609 -0.45751 
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2.4 44 -0.26482 0.44024 497 1.1047 -0.43492 

2.6 48 -0.25659 0.44773 497 1.067 -0.41972 

2.8 49 -0.25282 0.4472 492 1.0117 -0.39789 

3.0 57 -0.24263 0.46734 506 0.94124 -0.36908 

3.2 60 -0.23759 0.47225 507 0.93545 -0.36704 

3.4 64 -0.23217 0.47966 493 0.91114 -0.35763 

3.6 66 -0.22857 0.48095 493 0.86968 -0.34098 

3.8 69 -0.22177 0.48055 493 0.83728 -0.32827 

4.0 74 -0.21371 0.48417 492 0.78746 -0.30847 

4.2 77 -0.20845 0.48441 487 0.73997 -0.2897 

4.4 101 -0.18927 0.53007 517 0.72725 -0.28356 

4.6 112 -0.18158 0.54885 517 0.72503 -0.28269 

4.8 156 -0.16048 0.63456 535 0.76981 -0.30026 

5.0 164 -0.15699 0.648 535 0.74554 -0.2907 

5.2 182 -0.15009 0.68081 584 0.7035 -0.27352 

5.4 191 -0.14666 0.69656 535 0.71664 -0.27965 

5.6 199 -0.14364 0.71093 535 0.69662 -0.27214 

5.8 208 -0.14044 0.72567 535 0.67384 -0.26323 

6.0 246 -0.12937 0.79862 595 0.65474 -0.25479 

6.2 254 -0.12635 0.80824 537 0.66433 -0.25932 

6.4 261 -0.12342 0.81523 536 0.64347 -0.25128 

6.6 270 -0.12021 0.82617 536 0.62598 -0.24446 

6.8 274 -0.1182 0.82677 535 0.61038 -0.23841 

7.0 287 -0.11433 0.84493 534 0.59517 -0.23223 

7.2 292 -0.11208 0.84556 534 0.58045 -0.22655 

7.4 298 -0.10959 0.84742 534 0.55867 -0.21793 

7.6 307 -0.10637 0.85356 534 0.5427 -0.21155 

7.8 313 -0.10359 0.85192 534 0.53112 -0.207 

 

別表第２ 

T(s) c a b 

1.6 -2.11629 0.72779 0.000893 

1.8 -2.22280 0.73865 0.000829 

2.0 -2.34880 0.75308 0.000785 

2.2 -2.52747 0.77453 0.000755 

2.4 -2.73346 0.80026 0.000739 

2.6 -2.91938 0.82366 0.000734 

2.8 -3.06814 0.84227 0.000735 

3.0 -3.20896 0.85985 0.000733 

3.2 -3.32420 0.87322 0.000719 

3.4 -3.41531 0.88396 0.000717 

3.6 -3.49222 0.89311 0.000716 

3.8 -3.55488 0.90009 0.000711 

4.0 -3.59622 0.90416 0.000703 

4.2 -3.64648 0.90936 0.000685 

4.4 -3.71441 0.91686 0.000665 

4.6 -3.77302 0.92291 0.000639 

4.8 -3.83985 0.93019 0.000617 

5.0 -3.90360 0.93706 0.000594 

5.2 -3.97797 0.94524 0.000566 

5.4 -4.05418 0.95391 0.000541 

5.6 -4.12465 0.96185 0.000521 
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5.8 -4.19440 0.96949 0.000503 

6.0 -4.24920 0.97494 0.000486 

6.2 -4.29026 0.97865 0.000476 

6.4 -4.32589 0.98175 0.000471 

6.6 -4.36016 0.98477 0.00047 

6.8 -4.39904 0.98846 0.00047 

7.0 -4.43540 0.99185 0.000469 

7.2 -4.47619 0.99587 0.00047 

7.4 -4.51093 0.99913 0.000472 

7.6 -4.55002 1.00298 0.000472 

7.8 -4.59000 1.00699 0.000472 

 

別表第３ 

震央距離 間隔 

0km～50km 2km 

50km～200km 5km 

200km～2000km 10km 

 

別表第４ 

震源の深さ 間隔 

0km～50km 2km 

50km～200km 5km 

200km～700km 10km 

 

別表第５ 

 

 

 

1 0.0 4.800  2.844  

2 0.5 4.950  2.931  

3 1.0 5.090  3.012  

4 1.5 5.220  3.088  

5 2.0 5.340  3.157  

6 2.5 5.450  3.221  

7 3.0 5.550  3.278  

8 3.5 5.640  3.329  

9 4.0 5.720  3.375  

10 4.5 5.780  3.409  

11 5.0 5.820  3.431  

12 5.5 5.840  3.441  

13 6.0 5.860  3.451  

14 6.5 5.880  3.461  

15 7.0 5.900  3.471  

16 7.5 5.920  3.481  

17 8.0 5.940  3.491  

18 8.5 5.960  3.501  

19 9.0 5.980  3.511  

20 9.5 6.000  3.521  

21 10.0 6.020  3.531  

22 10.5 6.040  3.541  

23 11.0 6.060  3.552  

24 11.5 6.080  3.562  

25 12.0 6.100  3.572  

26 12.5 6.120  3.583  

27 13.0 6.140  3.593  

28 13.5 6.160  3.603  

29 14.0 6.180  3.614  

30 14.5 6.200  3.624  

31 15.0 6.220  3.634  

32 15.5 6.242  3.646  

33 16.0 6.264  3.657  

34 16.5 6.286  3.669  

35 17.0 6.308  3.680  

36 17.5 6.330  3.692  

37 18.0 6.354  3.704  

38 18.5 6.378  3.717  

39 19.0 6.402  3.729  

40 19.5 6.426  3.742  

41 20.0 6.450  3.754  

42 20.5 6.476  3.768  

43 21.0 6.502  3.782  

44 21.5 6.528  3.795  

45 22.0 6.544  3.803  

46 22.5 6.570  3.817  

47 23.0 6.596  3.831  

48 23.5 6.622  3.844  

層番号 
深さ 
(km) 

P波速度 

(km／s) 

S波速度 

(km／s) 
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49 24.0 6.648  3.858  

50 24.5 6.674  3.872  

51 25.0 6.700  3.885  

52 25.5 6.728  3.900  

53 26.0 6.756  3.915  

54 26.5 6.784  3.929  

55 27.0 6.812  3.944  

56 27.5 6.840  3.959  

57 28.0 6.868  3.974  

58 28.5 6.896  3.988  

59 29.0 6.924  4.003  

60 29.5 6.952  4.018  

61 30.0 6.980  4.032  

62 30.5 7.006  4.046  

63 31.0 7.032  4.059  

64 31.5 7.058  4.073  

65 32.0 7.084  4.086  

66 32.5 7.110  4.100  

67 33.0 7.136  4.113  

68 33.5 7.162  4.127  

69 34.0 7.188  4.140  

70 34.5 7.204  4.148  

71 35.0 7.230  4.161  

72 35.5 7.254  4.173  

73 36.0 7.278  4.186  

74 36.5 7.302  4.198  

75 37.0 7.326  4.210  

76 37.5 7.348  4.221  

77 38.0 7.370  4.232  

78 38.5 7.392  4.243  

79 39.0 7.414  4.254  

80 39.5 7.434  4.264  

81 40.0 7.454  4.274  

82 40.5 7.474  4.284  

83 41.0 7.494  4.294  

84 41.5 7.512  4.303  

85 42.0 7.530  4.311  

86 42.5 7.548  4.320  

87 43.0 7.566  4.329  

88 43.5 7.582  4.336  

89 44.0 7.598  4.344  

90 44.5 7.612  4.350  

91 45.0 7.626  4.356  

92 45.5 7.638  4.362  

93 46.0 7.650  4.367  

94 46.5 7.660  4.371  

95 47.0 7.670  4.375  

96 47.5 7.679  4.379  

97 48.0 7.688  4.382  

98 48.5 7.696  4.385  

99 49.0 7.704  4.388  

100 49.5 7.711  4.390  

101 50.0 7.718  4.393  

102 50.5 7.724  4.395  

103 51.0 7.730  4.396  

104 51.5 7.735  4.398  

105 52.0 7.740  4.399  

106 52.5 7.750  4.403  

107 53.0 7.755  4.404  

108 53.5 7.760  4.405  

109 54.0 7.765  4.406  

110 54.5 7.770  4.408  

111 55.0 7.775  4.409  

112 55.5 7.779  4.409  

113 56.0 7.783  4.410  

114 56.5 7.787  4.411  

115 57.0 7.791  4.411  

116 57.5 7.795  4.412  

117 58.0 7.799  4.413  

118 58.5 7.803  4.413  

119 59.0 7.807  4.414  

120 59.5 7.811  4.415  

121 60.0 7.815  4.415  

122 60.5 7.818  4.416  

123 61.0 7.821  4.416  

124 61.5 7.824  4.417  

125 62.0 7.827  4.417  

126 62.5 7.830  4.417  

127 63.0 7.833  4.418  

128 63.5 7.836  4.418  

129 64.0 7.839  4.419  

130 64.5 7.842  4.419  

131 65.0 7.845  4.419  

132 65.5 7.847  4.419  

133 66.0 7.849  4.419  

134 66.5 7.851  4.419  

135 67.0 7.853  4.419  

136 67.5 7.855  4.419  

137 68.0 7.857  4.419  

138 68.5 7.859  4.419  

139 69.0 7.861  4.419  

140 69.5 7.863  4.419  

141 70.0 7.865  4.419  

142 70.5 7.866  4.419  

143 71.0 7.867  4.419  

144 71.5 7.868  4.419  

145 72.0 7.869  4.419  

146 72.5 7.870  4.420  

147 73.0 7.871  4.420  

148 73.5 7.872  4.420  

149 74.0 7.873  4.420  

150 74.5 7.874  4.420  

151 75.0 7.875  4.420  

152 75.5 7.876  4.420  

153 76.0 7.877  4.420  

154 76.5 7.878  4.420  
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155 77.0 7.879  4.420  

156 77.5 7.880  4.420  

157 78.0 7.881  4.420  

158 78.5 7.883  4.420  

159 79.0 7.885  4.420  

160 79.5 7.887  4.420  

161 80.0 7.889  4.420  

162 80.5 7.891  4.420  

163 81.0 7.893  4.421  

164 81.5 7.895  4.422  

165 82.0 7.896  4.423  

166 82.5 7.898  4.423  

167 83.0 7.900  4.424  

168 83.5 7.901  4.425  

169 84.0 7.903  4.425  

170 84.5 7.905  4.426  

171 85.0 7.906  4.427  

172 85.5 7.908  4.428  

173 86.0 7.909  4.428  

174 86.5 7.911  4.429  

175 87.0 7.912  4.429  

176 87.5 7.914  4.430  

177 88.0 7.915  4.430  

178 88.5 7.917  4.431  

179 89.0 7.918  4.431  

180 89.5 7.920  4.432  

181 90.0 7.921  4.433  

182 90.5 7.923  4.434  

183 91.0 7.924  4.434  

184 91.5 7.926  4.435  

185 92.0 7.927  4.435  

186 92.5 7.928  4.436  

187 93.0 7.930  4.437  

188 93.5 7.931  4.437  

189 94.0 7.933  4.438  

190 94.5 7.934  4.439  

191 95.0 7.936  4.440  

192 95.5 7.937  4.440  

193 96.0 7.938  4.441  

194 96.5 7.940  4.442  

195 97.0 7.941  4.442  

196 97.5 7.943  4.443  

197 98.0 7.944  4.443  

198 98.5 7.945  4.444  

199 99.0 7.947  4.445  

200 99.5 7.948  4.445  

201 100.0 7.949  4.446  

202 100.5 7.951  4.447  

203 101.0 7.952  4.447  

204 101.5 7.953  4.448  

205 102.0 7.954  4.448  

206 102.5 7.955  4.448  

207 103.0 7.956  4.449  

208 103.5 7.957  4.449  

209 104.0 7.959  4.450  

210 104.5 7.960  4.451  

211 105.0 7.961  4.451  

212 105.5 7.963  4.452  

213 106.0 7.964  4.453  

214 106.5 7.965  4.453  

215 107.0 7.967  4.454  

216 107.5 7.968  4.455  

217 108.0 7.970  4.456  

218 108.5 7.971  4.456  

219 109.0 7.973  4.457  

220 109.5 7.974  4.457  

221 110.0 7.976  4.458  

222 110.5 7.977  4.459  

223 111.0 7.979  4.460  

224 111.5 7.981  4.461  

225 112.0 7.982  4.461  

226 112.5 7.984  4.462  

227 113.0 7.985  4.463  

228 113.5 7.987  4.464  

229 114.0 7.989  4.465  

230 114.5 7.990  4.465  

231 115.0 7.992  4.466  

232 115.5 7.994  4.467  

233 116.0 7.996  4.468  

234 116.5 7.997  4.468  

235 117.0 7.999  4.469  

236 117.5 8.001  4.470  

237 118.0 8.002  4.471  

238 118.5 8.004  4.472  

239 119.0 8.006  4.473  

240 119.5 8.008  4.474  

241 120.0 8.009  4.474  

242 120.5 8.011  4.475  

243 121.0 8.013  4.476  

244 121.5 8.015  4.477  

245 122.0 8.017  4.478  

246 122.5 8.019  4.479  

247 123.0 8.021  4.480  

248 123.5 8.023  4.481  

249 124.0 8.025  4.482  

250 124.5 8.027  4.483  

251 125.0 8.028  4.484  

252 125.5 8.030  4.485  

253 126.0 8.032  4.486  

254 126.5 8.034  4.487  

255 127.0 8.036  4.488  

256 127.5 8.038  4.489  

257 128.0 8.039  4.489  

258 128.5 8.041  4.490  

259 129.0 8.043  4.491  

260 129.5 8.045  4.492  
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261 130.0 8.046  4.492  

262 130.5 8.048  4.493  

263 131.0 8.050  4.494  

264 131.5 8.052  4.495  

265 132.0 8.053  4.496  

266 132.5 8.055  4.497  

267 133.0 8.057  4.498  

268 133.5 8.058  4.498  

269 134.0 8.060  4.499  

270 134.5 8.062  4.500  

271 135.0 8.063  4.501  

272 135.5 8.065  4.502  

273 136.0 8.067  4.503  

274 136.5 8.068  4.503  

275 137.0 8.070  4.504  

276 137.5 8.072  4.505  

277 138.0 8.073  4.506  

278 138.5 8.075  4.507  

279 139.0 8.076  4.507  

280 139.5 8.078  4.508  

281 140.0 8.079  4.508  

282 140.5 8.081  4.509  

283 141.0 8.083  4.510  

284 141.5 8.085  4.511  

285 142.0 8.086  4.512  

286 142.5 8.088  4.513  

287 143.0 8.090  4.514  

288 143.5 8.091  4.514  

289 144.0 8.093  4.515  

290 144.5 8.095  4.516  

291 145.0 8.096  4.517  

292 145.5 8.098  4.518  

293 146.0 8.099  4.518  

294 146.5 8.101  4.519  

295 147.0 8.102  4.519  

296 147.5 8.104  4.520  

297 148.0 8.105  4.521  

298 148.5 8.107  4.522  

299 149.0 8.108  4.522  

300 149.5 8.110  4.523  

301 150.0 8.111  4.524  

302 150.5 8.113  4.525  

303 151.0 8.114  4.525  

304 151.5 8.116  4.526  

305 152.0 8.117  4.527  

306 152.5 8.118  4.527  

307 153.0 8.120  4.528  

308 153.5 8.121  4.528  

309 154.0 8.123  4.529  

310 154.5 8.124  4.530  

311 155.0 8.126  4.531  

312 155.5 8.127  4.531  

313 156.0 8.128  4.532  

314 156.5 8.130  4.533  

315 157.0 8.131  4.533  

316 157.5 8.133  4.534  

317 158.0 8.134  4.535  

318 158.5 8.135  4.535  

319 159.0 8.137  4.536  

320 159.5 8.138  4.536  

321 160.0 8.139  4.537  

322 160.5 8.141  4.538  

323 161.0 8.142  4.538  

324 161.5 8.143  4.539  

325 162.0 8.144  4.539  

326 162.5 8.145  4.540  

327 163.0 8.146  4.540  

328 163.5 8.147  4.540  

329 164.0 8.149  4.541  

330 164.5 8.150  4.542  

331 165.0 8.151  4.542  

332 165.5 8.153  4.543  

333 166.0 8.154  4.544  

334 166.5 8.155  4.544  

335 167.0 8.157  4.545  

336 167.5 8.158  4.545  

337 168.0 8.160  4.546  

338 168.5 8.161  4.547  

339 169.0 8.163  4.548  

340 169.5 8.164  4.548  

341 170.0 8.166  4.549  

342 170.5 8.167  4.550  

343 171.0 8.169  4.551  

344 171.5 8.171  4.552  

345 172.0 8.172  4.552  

346 172.5 8.174  4.553  

347 173.0 8.175  4.554  

348 173.5 8.177  4.555  

349 174.0 8.179  4.556  

350 174.5 8.180  4.556  

351 175.0 8.182  4.557  

352 175.5 8.184  4.558  

353 176.0 8.186  4.559  

354 176.5 8.187  4.559  

355 177.0 8.189  4.560  

356 177.5 8.191  4.561  

357 178.0 8.192  4.562  

358 178.5 8.194  4.563  

359 179.0 8.196  4.564  

360 179.5 8.198  4.565  

361 180.0 8.199  4.565  

362 180.5 8.202  4.567  

363 181.0 8.204  4.568  

364 181.5 8.205  4.568  

365 182.0 8.207  4.569  

366 182.5 8.209  4.570  
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367 183.0 8.211  4.571  

368 183.5 8.213  4.572  

369 184.0 8.215  4.573  

370 184.5 8.217  4.574  

371 185.0 8.219  4.575  

372 185.5 8.221  4.576  

373 186.0 8.223  4.577  

374 186.5 8.224  4.577  

375 187.0 8.226  4.578  

376 187.5 8.228  4.579  

377 188.0 8.230  4.580  

378 188.5 8.232  4.581  

379 189.0 8.233  4.582  

380 189.5 8.235  4.583  

381 190.0 8.237  4.584  

382 190.5 8.238  4.584  

383 191.0 8.240  4.585  

384 191.5 8.242  4.587  

385 192.0 8.244  4.588  

386 192.5 8.245  4.588  

387 193.0 8.247  4.589  

388 193.5 8.249  4.590  

389 194.0 8.250  4.591  

390 194.5 8.252  4.592  

391 195.0 8.254  4.593  

392 195.5 8.255  4.594  

393 196.0 8.257  4.595  

394 196.5 8.258  4.595  

395 197.0 8.260  4.597  

396 197.5 8.262  4.598  

397 198.0 8.263  4.598  

398 198.5 8.265  4.599  

399 199.0 8.266  4.600  

400 199.5 8.268  4.601  

401 200.0 8.269  4.602  
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４．気象庁長周期地震動階級表を定める件 

(令和二年七月二十七日 気象庁告示第六号)  
 

気象庁長周期地震動階級表 

長周期地震動階級 絶対速度応答スペクトルの最大値 

一 五センチメートル毎秒以上十五センチメートル毎秒未満 

二 十五センチメートル毎秒以上五〇センチメートル毎秒未満 

三 五〇センチメートル毎秒以上一〇〇センチメートル毎秒未満 

四 一〇〇センチメートル毎秒以上 

 

（注） 「絶対速度応答スペクトルの最大値」とは、長周期地震動（周期が一・五秒程度以上

の地震動をいう。）の大きさを表す指標として、次により算出した値をいう。 

地震計で観測した地震動の加速度時刻歴から、周期が一・六秒から七・八秒まで〇・二秒間隔

ごとの絶対速度応答時刻歴（加速度時刻歴を入力値としたときに固有周期ごとの一自由度一

質点系の倒立振子モデルに生じる速度の時刻歴をいい、減衰定数五パーセントに対するもの

とする。）を求める。この計算を直交する水平二成分で行い、これらを周期ごとに合成した値

のうちの最大値とする。 
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５．予報業務の許可等に関する審査基準、標準処理期間及び処

分基準 抄録 

 
 

１．審査基準 

（１）気象、地象（火山現象を除く。）、波浪及び洪水（以下「気象等」という。）の予報業務の許

可並びに予報業務の目的及び範囲の変更の認可（以下「予報業務の許可等」という。）について

は、別紙１による。 

（２）津波の予報業務の許可等については、別紙２による。 

（３）高潮の予報業務の許可等については、別紙３による。 

（４）火山現象の予報業務の許可等については、別紙４による。 

 

２．標準処理期間 

（１）気象等（地震動を除く。）の予報業務の許可等 １５日 

（２）地震動の予報業務の許可等 

 イ 地震動（震源由来震度） １か月 

 ロ 地震動（波面伝播非減衰震度）のうち、気象庁が提供する予報資料のみを収集する場合 １

か月 

 ハ 地震動（波面伝播非減衰震度）のうち、気象庁が提供する以外の予報資料も収集する場合 

３か月 

 二 地震動（長周期地震動階級等） 1か月 

（３）津波の予報業務の許可等 ６か月 

（４）高潮の予報業務の許可等 ２か月 

（５）火山現象の予報業務の許可等 

 イ 火山現象のうち、火山灰の拡散の範囲、降灰の範囲、降灰量及び小さな噴石の落下範囲（海

外の火山によるものを除く） ６か月 

 ロ イ以外の火山現象及び海外の火山による火山現象 予報の対象とする火山や現象ごとに審

査内容が大きく異なることから、当面は標準処理期間を設定しない。 

 

３．不利益処分の基準 

  別紙５による。 
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別紙１ 

気象等の予報業務の許可等に関する審査基準 

 

第１章 総則 

第１ 予報業務の目的 

予報業務（観測の成果に基づく現象の予想の発表の業務）の目的においては、特定向け予報（契

約等に基づき特定の者に限って提供する予報であって、かつ、当該特定の者の利用に供するものを

いう。）と一般向け予報（特定向け予報以外の予報をいう。）に分けることとする。 

なお、特定向け予報であっても、当該予報に関する責任の所在、当該予報の利用目的に応じた留

意事項、又は、当該予報と、気象庁が発表する特別警報、警報、注意報及び台風情報との関係につ

いて正しく認識していないおそれがある利用者に対しても供されるものについては、一般向け予

報とする。  

 

第２章 気象等（地震動を除く。）の予報 

第１ 範囲及び条件 

１ 予報業務の範囲 

予報業務の範囲は、次の区分によることとする。 

（１）予報の種類 

イ 予報を行おうとする現象 

気象（気温、降水量、風向、風速、天気その他の大気の諸現象）、波浪及び地象（路面状況に

限る。）とする。ただし、地象（路面状況に限る。）は、気象に含めて扱う。 

なお、地象（路面状況を除く。）及び洪水の予報業務については、防災との関連性の観点等か

ら、当面許可しないこととする。 

ロ 予報期間 

予報は、予報を行う時点から予報の主な対象となる時点までの期間に応じ、それぞれ 次の表

の６種類に区分し、それぞれの予報の最小の時間単位は、同表の右欄に掲げる時間以上でなけれ

ばならないこととする。ただし、特定向け予報の場合は、予報期間の区分にかかわらず最小の時

間単位の制約を受けない。 

予報期間 予報を行う時点から予報の主な対象となる時点までの期間 最小の時間単位 

短時間予報 予報を行う時点から３時間先以内の予報 基となる観測資料の時間間隔以上  

短期予報 予報を行う時点から３時間先を超え、２日間先以内の予報 １時間以上 

中期予報 予報を行う時点から２日間先を超え、７日間先以内の予報 
６時間以上  

ただし、72時間先まで短期予報
の最小の時間単位を用いてもよい  

長期予報 

(１か月予報) 
予報を行う時点から７日間先を超え、１か月先以内の予報 

５日以上  
ただし、１６日間先まで中期予報
の最小の時間単位を用いてもよい  

長期予報 
(３か月予報) 

予報を行う時点から１か月先を超え、３か月先以内の予報 １か月以上 

長期予報 

(６か月予報) 
予報を行う時点から３か月先を超え、６か月先以内の予報 １か月以上 

（２）対象としようとする区域 

予報の対象としようとする区域は、明確に区分できる区域とする。 

当該区域の表示は、行政区画等の区域や道路、鉄道、河川等により区分された区域については

当該行政区画等の名称によるものとし、それ以外の場合は地図上の表示によるものとする。 
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２ 許可等の条件 

許可等に際し、公共の利益と社会の安寧（混乱防止）のために別記１に掲げる必要最小限の条件

を付することとする。 

 

第２ 観測その他の予報資料の収集の施設 

１ 予報を行う際に収集が必要な資料 

（１）予報期間の区分に応じて、予報を行おうとする現象及び対象区域に適切に対応した現地観測

値その他の予報資料を収集すること。 

（２）現地観測値については、予報を行う最小単位の対象区域ごとに、その区域内の少なくとも１

か所以上の地点の観測値を収集すること。ただし、急峻な山岳地域の気象予報を行う場合等を

除き、数値予報に使用する解析値など現地観測値に代わると認められる資料を利用する場合は、

現地観測値の収集を要しない。 

また、特定向け予報の場合は、予報期間の区分にかかわらず現地観測値の収集を要しない。 

 

２ 必要な観測施設 

（１）現地観測値を収集する場合に使用する観測施設は、付近の自然的、地理的条件等を勘案し

て、予報を行おうとする対象区域の気象要素を代表する場所として適切な地点に設置されてい

ること。 

（２）気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）第９条の規定により検定対象となっている気象測

器を使用する場合（次号により許可事業者以外の者が行う観測値を使用する場合を含む。）は、

当該検定に合格し、かつ、検定の有効期間を経過していないものであること。また、その他の

測器についても、十分な精度を有するなど適切なものであること。 

（３）現地観測値を収集するための現地観測は許可事業者以外の者が行うものでもよいが、その場

合は、当該現地観測値を確実に入手できるものであること。 

 

３ 必要な資料の収集施設 

（１）収集の施設は、行おうとする予報に必要な予報資料を適確に収集し、かつ、処理できる能力

を有する電子計算機その他の施設であること。 

（２）施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいが、その場合は、当該施設に関して、行

おうとする予報業務に必要十分な使用権原を有すること。 

 

第３ 予報資料の解析の施設 

１ 解析の手法 

解析を行うに当たっては、予報期間の区分、予報を行おうとする現象及び対象区域並びに入手す

る観測その他の予報資料に適切に対応した科学的手法（力学的手法、統計的手法、運動学的手法

等）を用いること。 

２ 解析の施設 

（１）解析の施設は、用いる解析の手法を適確に処理できる能力を有する電子計算機その他の施設

であること。 

（２）施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいが、その場合は、当該施設に関して、行
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おうとする予報業務に必要十分な使用権原を有すること。 

 

第４ 予報資料の収集及び解析の要員の確保 

気象予報士を補助する要員その他の予報資料の収集及び解析のために必要な要員を置いている

こと。 

 

第５ 警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員 

予報業務に関連する警報事項を迅速かつ確実に受信できる通信機器その他の施設及び要員を有

すること。 

 

第６ 気象予報士の設置の基準 

気象業務法施行規則（昭和２７年運輸省令第１０１号）第１１条の２第１項に規定するところに

よる。ただし、同項ただし書の規定による場合には、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表右欄に定めるとおりとする。 

区分 人員 

一週間当たりの現象の予想を行う日数その他の事情を考慮して、当該事

業所において現象の予想が行われる間、一人以上の専任の気象予報士が

当該予想に従事できる場合 

気象業務法施行規則第１１条の２第１項の

表の下欄に掲げる人数から一人減じた人数

以上 

気象の予報業務であって、当該事業所に置かれる気象予報士があらかじ

め確認した科学的手法によって計算される気象の予報を、当該事業所に

置かれる気象予報士が確認し、また、適確に予報業務を行うために必要

な要員の配置や連絡体制が確保されている場合 

一人以上 

研究のために行う現象の予想を、デモンストレーションや試用等のため

に発表する場合であって、当該予報の計算方法及び計算結果を、当該事

業所に置かれる気象予報士が確認し、また、当該予報の利用者の安全を

確保する措置が講じられている場合 

一人以上 

 

 

 

第３章 地震動の予報 

第１ 範囲及び条件 

１ 予報業務の範囲 

予報業務の範囲は、次の区分によることとする。 

（１）予報の種類 

 イ 予報を行おうとする現象 

次の区分によることとする。 

地震動（震源由来震度）： 

地震の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に基づき、地震動の震源からの距離による減衰を考慮

し、震度により地震動を予想するもの 

地震動（波面伝播非減衰震度）： 

地震の発生時刻、震源の位置、地震の規模に加えて、その他の予報資料に基づき、波面が伝播する
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際に一定の条件下において地震動の距離による減衰を考慮せず、震度により地震動を予想するも

の 

地震動（長周期地震動階級等）： 

地震の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に基づき、地震動の震源からの距離による減衰を考慮

し、任意の周期の絶対速度応答スペクトルの値、任意の周期帯の絶対速度応答スペクトルの最大

値、長周期地震動階級及び長周期地震動の周期別階級(以下「周期別階級」という。)により地震動

を予想するもの 

ロ 予報の提供方法 

許可事業者が製造するサーバーにより一拠点で予報を作成して個別の利用者へ配信する形式（以

下「中枢配信型予報」という。）と、許可事業者が製造する端末の提供もしくは販売した端末（ソ

フトウェアも含む。）において予報を行う形式（以下「個別端末型予報」という。）に分けることと

する。 

（２）対象としようとする区域 

対象としようとする区域は、個別の地点を原則とし、地震動（震源由来震度）及び地震動（波面伝

播非減衰震度）の予報については、用いる地盤増幅度デジタルデータベースが適用できる範囲内

（「気象業務法施行規則第十条の二第一号ロの計算方法を定める件」（平成 19 年気象庁告示第 11

号。以下「計算方法を定める件」という。）第１項第一号ウ(2)の方法による地盤増幅度にあっては

その適用範囲内）に、地震動（長周期地震動階級等）の予報については、「計算方法を定める件」

第２項第一号エ(1)から(4)までの各方法による補正係数の適用範囲内に限る。ただし、地震動（波

面伝播非減衰震度）の予報については、「計算方法を定める件」第１項第二号イ(1)で定める半径の

範囲内に限る。区域の表示は、予報対象地点の緯度・経度又は住所を用いる。また、予報対象地点

の集合として対象区域を設定する場合は、明確に区分できる区域とし、第２章 第１ １（２）に

準ずる。 

 

２ 許可等の条件 

許可等に際し、公共の利益と社会の安寧(混乱防止)のために別記２に掲げる必要最小限の条件を

付することとする。 

 

第２ 予報資料の収集の施設 

１ 予報を行う際に収集が必要な資料 

（１）地震動（震源由来震度）及び地震動（長周期地震動階級等）の予報を行う場合は、気象庁が

緊急地震速報（予報）において発表する地震の発生時刻、震源の位置及び地震の規模に関する資料

を収集すること。 

（２）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、（１）に加えて、気象庁がリアルタイ

ム震度電文において発表する地震動の観測の成果の解析の成果に関する資料を収集すること。 

（３）（２）に加えて、気象庁が提供する以外の予報資料を収集する場合においては、「計算方法を

定める件」第１項第一号オに定める条件を満たすものに限る。 

２ 必要な資料の収集施設 

（１）収集施設は、中枢配信型予報においては、行おうとする予報に必要な予報資料を的確に収集

し、かつ、処理できる能力を有する電子計算機その他の施設であること。個別端末型予報において

は、行おうとする予報に必要な予報資料を的確に収集し、かつ、処理できる能力を有する端末であ
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ること。 

（２）中枢配信型予報においては、施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいが、その場

合は、当該施設に関して、行おうとする予報業務に必要十分な使用権原を有すること。  

 

第３ 予報資料の解析の施設 

１  解析の施設  

（１）解析施設は、中枢配信型予報においては、用いる解析の手法を的確に処理できる能力を有す

る電子計算機その他の施設であること。個別端末型予報においては、用いる解析の手法を的確に処

理できる能力を有する端末であること。 

（２）中枢配信型予報においては、施設は許可事業者以外の者が保有するものでもよいが、その場

合は、当該施設に関して、行おうとする予報業務に必要十分な使用権原を有すること。 

 

第４ 予報資料の収集及び解析の要員の確保 

中枢配信型予報においては、予報資料の収集及び解析の施設の適切な運用に必要な要員を置いて

いること。個別端末型予報においては、利用者の端末の適切な運用に資する要員を置いているこ

と。 

 

第５ 警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員 

地震動予報業務に関連する警報事項を迅速かつ確実に受信できる通信機器その他の施設及び要員

を有すること。 

 

第６ 現象の予想の方法 

地震動の予想の方法は、「計算方法を定める件」に定められた事項を満たす手法であること。 

 

 

附則 

今後、観測及び予報技術の進展に対応してこの審査基準の内容については適宜見直すこととする。 

 

附則 

平成２４年３月１日以前に地震動の予報業務許可を得た許可事業者については、一般向け予報及

び特定向け予報を予報業務の目的とした許可を得たものとみなす。 

 

附則 

平成３０年７月１日より前に地震動の予報業務許可を得た許可事業者については、地震動（震源由

来震度）を予報業務の範囲とした許可を得たものとみなす。 
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別記１  許可等の条件（第２章 第１ ２ 関係） 

遵守すべき事項については、警報事項の伝達等法令で定められたもののほか、条件として付す下

記のものとする。 

１．「一般向け予報」に関する条件 

（予報に使用する名称） 

（１）許可を受けた者（以下「事業者」という。）が行う予報に名称を付するときは、当該名称中

において、気象庁が行う「特別警報」、「警報」、「注意報」及びこれとまぎらわしい名称を使用

しないこと。 

（予報の内容） 

（２）予報の内容については、当該地域を対象として発表されている特別警報、警報、注意報の内

容及び特別警報、警報、注意報発表の基準と矛盾しないよう十分に配慮すること。ただし、研

究のために行う現象の予想を、デモンストレーションや試用等のために発表する場合であって、

当該予報の計算方法及び計算結果を、当該事業所に置かれる気象予報士が確認し、また、当該

予報の利用者の安全を確保する措置が講じられている場合は、この限りではない。また、「大雨」、

「大雪」、「暴風」、「暴風雪」、「洪水」、「高波」又は「高潮」等の防災事項に関連する用語を用

いる場合は、当該現象に関する気象庁の特別警報、警報、注意報と矛盾しないように留意する

こと。 

（３）１０日間先を超え、１６日間先までの長期予報（１か月予報）に、中期予報の最小の時間単

位を用いる場合は、その期間の予報に不確実性に関する情報（確率情報等）を付加すること。 

（注意報事項の伝達） 

（４）予報発表時点に、当該予報地点を含む地域に対して発表されている当該予報業務に関連する

注意報事項を伝達するよう努めること。 

（台風に関する情報） 

（５）台風の進路等に関する情報は、気象庁の情報の解説の範囲に留めること。台風に関して、防

災上の注意を喚起するときは、台風接近時の一般的な注意に留め、具体的な災害発生の可能性

について言及しないこと。 

２．「特定向け予報」に関する条件 

  特になし 

 

 

別記２  許可等の条件（第３章 第１ ２ 関係） 

遵守すべき事項については、警報事項の伝達等法令で定められたもののほか、条件として付す下

記のものとする。 

１．「一般向け予報」に関する条件 

（予報に使用する名称） 

（１） 地震動の予報に「緊急地震速報」という名称を用いる場合は、気象庁が行う警報ではな

く事業者の予報である旨を利用者に対して十分説明するよう努めること。また、「特別警報」、

「警報」、「注意報」及びこれとまぎらわしい名称等を使用しないこと。 

（予報の内容） 

（２）地震動（震源由来震度）の予報を行う場合は、深発地震の震度の予想精度が十分でないこ

とを利用者へ明示するよう努めること。 
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（３）地震動（長周期地震動階級等）の予報を行う場合は、150kmより深い地震について予想は

行わないこと。 

（４）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、予想する地震動の指標は長周期地震動階

級及び周期別階級のみとする。 

（５）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、事業者の提供する地震動予報は構造物の

振動の予報とは異なることを、利用者に説明を行うよう努めること。 

（ガイドライン掲載項目に関する説明） 

（６）「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に関するガイ

ドライン」の「端末利用者が施す措置の一覧表」に掲載された各項目に対する対応状況につき、

利用者に十分な説明を行うよう努めること。 

（その他） 

（７）地盤増幅度、予想の対象とする周期、「計算方法を定める件」で定められる補正係数及び

調整値等の具体的な設定値を利用者自身が入力する装置等については、誤りなく適切な数値を入

力できるよう措置をすること。 

（８）地震動（震源由来震度）及び地震動(長周期地震動階級等)の予報を行う場合は、気象庁が

一地点の観測の成果のみにより求めた震源又は仮定した震源に基づく予報は行わないこと。 

（９）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、気象庁がリアルタイム震度電文にお

いて一地点の観測の成果のみにより発表した予報資料又は気象庁が提供する以外の予報資料に基

づく予報は行わないこと。 

（10）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、到達時刻の予想は行わないこと。 

（11）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、周期別階級の予報を行う際は、予想の対

象とする周期または周期帯を明示するよう努めること。 

 

 

２．「特定向け予報」に関する条件  

（予報に使用する名称） 

（１）地震動の予報に「緊急地震速報」という名称を用いる場合は、気象庁が行う警報ではなく

事業者の予報である旨を利用者に対して十分説明すること。また、「特別警報」、「警報」、「注意

報」及びこれとまぎらわしい名称等を使用しないこと。 

（予報の内容） 

（２）地震動（震源由来震度）の予報を行う場合は、深発地震の震度の予想精度が十分でないこ

とを利用者へ明示すること。 

（３）地震動（長周期地震動階級等）の予報を行う場合は、150kmより深い地震について予想は

行わないこと。 

（４）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、任意の周期の絶対速度応答スペクトルの

値、任意の周期帯の絶対速度応答スペクトルの最大値の予報を行う際は、各指標の予想精度につ

いて利用者に十分な説明を行うこと。 

（５）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、事業者の提供する地震動予報は構造物の

振動の予報とは異なることを、利用者に説明を行うこと。 

（ガイドライン掲載項目に関する説明） 

（６）「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に関するガイ
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ドライン」の「端末利用者が施す措置の一覧表」に掲載された各項目に対する対応状況につき、

利用者に十分な説明を行うこと。 

（その他） 

（７）地盤増幅度、予想の対象とする周期、「計算方法を定める件」で定められる補正係数及び

調整値等の具体的な設定値を利用者自身が入力する装置等については、誤りなく適切な数値を入

力できるよう措置をすること。 

（８）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報において、気象庁が提供する以外の予報資料に基づ

く予報を行う場合は、その品質について、利用者に十分な説明を行うこと。 

（９）地震動（波面伝播非減衰震度）の予報を行う場合は、到達時刻の予想は行わないこと。 

（10）地震動（長周期地震動階級等）の予報において、周期別階級の予報を行う際は、予想の対

象とする周期または周期帯を必ず明示すること。   

 

 

別紙２～４ （略） 
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                                                                   別紙５                                                 

予報業務の許可を受けている者に対する不利益処分の処分基準 

 

 

第１ 法第２０条の２の規定による業務改善命令 

１ 施設に関する命令 

  次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める措置を命じる。 

（１）観測施設又は予報資料の収集施設の全部又は一部が欠け、又は破損等により適正に機能 

  しなくなったため、予報業務の適確な遂行のために必要な観測の成果又は予報資料の全部 

  又は一部が得られないと認められるとき 当該施設の修理又はこれに替わる新たな施設の 

  設置 

 

（２）予報資料の解析施設の全部又は一部が欠け、又は破損等により適正に機能しなくなった 

  ため、予報業務の適確な遂行のために必要な解析の全部又は一部を行うことができないと 

  認められるとき 当該施設の修理又はこれに替わる新たな施設の設置 

 

（３）気象庁の警報事項を受ける施設の全部又は一部が欠け、又は破損等により適正に機能し 

  なくなったため、予報業務の適確な遂行のために必要な警報事項の全部又は一部が得られ 

  ないと認められるとき 当該施設の修理又はこれに替わる新たな施設の設置 

 

（４）前３号の施設が適正に運用されていないため、前３号の資料の全部又は一部が得られな 

  いと認められるとき 当該施設の運用の改善 

 

２ 要員に関する命令 

  次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める措置を命じる。 

（１）気象予報士の辞任等により、気象業務法施行規則第１１条の２の規定が満たせないと認 

  められるとき 新たな気象予報士の配置 

 

（２）気象予報士が自然科学的な方法以外の方法その他の不適正な方法により現象の予想の業 

  務を行っていると認められるとき 現象の予想方法の改善 

 

３ 役員に関する命令 

  予報業務の許可を受けている者が法人である場合において、その法人の役員が法第１８条 

第２項第１号に該当したにもかかわらず、その者が引き続き役員の地位にあるときは、当該 

役員の解任を命じる。 

 

４ その他の改善命令 

  １項から３項までに定めるもののほか、許可又は認可に付した条件に違反した場合その他 

気象庁長官が特に必要があると認めたときは、予報業務の適正な運営を確保するために必要 

な措置を命じる。 
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第２ 法第２１条の規定による業務の停止及び許可の取消し 

１ 業務の停止 

  次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、予報業 

務の停止を命じる。 

（１）法第２０条の２の規定による業務の改善の措置（以下「業務改善命令」という。）を命 

  じたとき 当該命令に係る目的及び範囲の予報業務を、当該措置の負担の程度を勘案して 

  当該措置を実施するために相当と認められる期間停止 

 

（２）前号の期間の経過後も更に業務改善命令を継続する必要があるとき 当該命令に係る目 

  的及び範囲の予報業務を、当該措置の負担の程度を勘案して当該措置を実施するために相 

  当と認められる期間停止 

 

２ 許可の取消し 

  次の各号のいずれかに該当するときは、予報業務の許可を取り消す。 

（１）法又は法に基づく命令若しくはこれに基づく処分又は許可又は認可に付した条件に違反 

  した場合であって、違反の程度が著しいと認められるとき。 

 

（２）相当期間が経過したにもかかわらず、業務改善命令に従わなかった場合であって、その 

  ことに合理的な根拠がないと認められるとき。 

 

（３）法第１８条第２項第１号に該当することとなったにもかかわらず、相当期間予報業務の 

 廃止の届出がないとき。 
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６.登録免許税法 抄録 

 

第一章 総則  

（趣旨）  

第一条 この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及

び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとす

る。  

（課税の範囲）  

第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及

び技能証明（以下「登記等」という。）について課する。  

（公共法人等が受ける登記等の非課税）  

第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課

さない。  

２  （略） 

（非課税登記等）  

第五条 次に掲げる登記等（第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等

がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書

類を添付して受けるものに限る。）については、登録免許税を課さない。  

一  ～ 十二 （略） 

十三 相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併に

より設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続

人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第

百六十号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合

における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定  

十四  （略） 

第二章 課税標準及び税率  

（課税標準及び税率）  

第九条  登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登

記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる

割合又は金額による。  

第三章 納付及び還付  

（現金納付）  

第二十一条  登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につ

き課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証

書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならな
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い。 

 

  別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九条、（中略）関係）    

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は

技能証明の事項 

 課税標準  税  率 

一～百四十二の三   （略） 

百四十三 予報業務の許可若しくは予報業務の範囲の変更の認可、気象観測成果の無線

通信による発表業務の許可若しくは気象測器の器差に係る認定測定者の認定又は気象

測器に係る登録検定機関の登録 

（一） 気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）

第十七条第一項（予報業務の許可）の予報業務の許可 

 許可件数 一件につき 

九万円 

（二） 気象業務法第十九条第一項（変更認可）の予報

業務の範囲の変更の認可（同法第十八条第一項第三号

（許可の基準）の予報の業務又は同項第四号の地震動、

火山現象若しくは津波の予報の業務を新たに行うため

に受けるものに限る。） 

認可件数 一件につき 

九万円 

（三）～（五） （略） （略） （略） 

百四十四～百六十   （略） 

   

  別表第二 非課税法人の表（第四条、第五条関係） 

名称 根拠法 

沖縄振興開発金融公庫 
沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第
三十一号） 

港務局 港湾法 
国立大学法人 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号） 
大学共同利用機関法人 国立大学法人法 
地方公共団体 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号） 

地方公共団体金融機構 
地方公共団体金融機構法（平成十九年法律第六
十四号） 

地方公共団体情報システム機構 
地方公共団体情報システム機構法（平成二十五
年法律第二十九号） 

地方住宅供給公社 
地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十
四号） 

地方道路公社 地方道路公社法（昭和四十五年法律第八十二号） 

地方独立行政法人 
地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八
号） 

独立行政法人（その資本金の額又は
出資の金額の全部が国又は地方公共
団体の所有に属しているもののうち
財務大臣が指定をしたものに限る。） 

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）
及び同法第一条第一項（目的等）に規定する個
別法 

土地開発公社 
公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七
年法律第六十六号） 

日本下水道事業団 
日本下水道事業団法（昭和四十七年法律第四十
一号） 

日本司法支援センター 総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号） 

日本中央競馬会 
日本中央競馬会法（昭和二十九年法律第二百五
号） 

日本年金機構 日本年金機構法（平成十九年法律第百九号） 
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７.ジュネーブ宣言２０１９～気象、気候、水に関する行動のた
めのコミュニティの構築～（第１８回世界気象会議決議８０
別紙：２０１９年６月） 

 

2019 年ジュネーブ宣言 

――気象・気候・水に関する行動のためのコミュニティの構築―― 

 

 

私たち、2019 年 6 月 3 日から 14 日までジュネーブで開催された第 18 回世界気象会議に出席し

た、160 の世界気象機関（以下「WMO」という）の加盟国および地域（以下「加盟国」という）

の代表は、以下を検討しました。 

- 気象・気候・水・その他の環境の極端現象に関連するグローバルな社会的リスクは、学際的

かつ多部門のパートナーシップを通じて対応するべきである。 

- 極めて重要な決定を知らせる気象・気候・水文・関連する環境に関する情報やサービスを利

用する機会の拡大によって、社会的および構造的レジリエンスの強化と持続可能な経済発

展を促進することができる。 

  

そして、私たちは次のことを宣言します。 

 

私たちは、以下について留意します。 

- 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」、「パリ協定」、「仙台防災枠組」に示されてい

るように、気象・気候・水に関する喫緊の、そして長期的な課題に関するグローバルアジェ

ンダの重視。 

- 持続可能な開発目標の達成は、世界・地域・国・地方レベルでの、公共・民間・学術部門お

よび市民社会の間の包括的なパートナーシップによって恩恵を受けるだろうということ。 
 

さらに、私たちは、以下について留意します。 

- 政府・企業・市民のための意思決定を支援するデータ・プロダクト及びサービスを生み出す

私たちの集団的能力を大幅に向上させる科学技術の進歩。 

- 公共・民間・学術部門の間の調整と連携を強化する開かれた対話を通して、気象・気候・水

の情報やサービスに対する急激に変化し増加する需要を、より効果的に満たすことができ

ること。 

 

私たちは、以下について認識しています。 

- 増大する社会的ニーズを満たすために、観測データおよび情報の取得と交換から、データ

処理と予測やサービス提供に至るまで、気象・気候・水のサービスのバリューチェーン全

体を強化する必要性。 

- バリューチェーンのすべてのリンクに貢献し、イノベーションを加速させる民間部門の能

力の進化と関与の増大。 

- 多様な利害関係者の異質なビジネスモデルと、加盟国の法的枠組みの違い。 

- 自然災害に対するレジリエンスを妨げている、必要不可欠なサービスの提供における先進

国と開発途上国の間に依然として存在する能力格差。 

- 一部の国家気象水文機関 (以下「NMHS」という)が必要なインフラやサービスを維持し改

善する能力を妨げる、公的資金に対する圧力。  

- WMO が、能力格差を埋めることを目的としている開発支援を計画し指導するにあたり、開

発・資金提供機関、民間部門、国際金融コミュニティとさらに緊密に連携する重要な必要

性。 

- 全ての部門の急増する非伝統的データを含む、データへの公正かつ公平なアクセスを可能

にする革新的な取り組みと動機の必要性。 

 

私たちは、以下について再確認します。 

- 情報やサービスの交換、標準化、応用、研究、訓練を通じて、気象・気候・水・その他の環

境条件の変化の監視と予測に関する世界的な協力を促進することについて、WMO 条約第 2

条で示されている WMO の使命。  



 

 

 
132 

- 品質、相互運用性、目的に適合する情報やサービスを確保する国際基準を作成・公布し、全

ての利害関係者によるそれらの基準の遵守を促進する WMO の役割。  

- 気象・気候・水の監視、理解、予測における、また国・地域・世界のニーズを満たす関連情

報・警報・サービスの提供における NMHS の極めて重要な使命。 

- 世界気象会議決議第 40 号(Cg-12)、第 25 号(Cg-13)、第 60 号(Cg-17)に明記されているよう

に、気象・水文・気候に関するデータおよびプロダクトの無償かつ無制限の交換を拡大・

強化し、WMO がそのプログラムを通じて調整した国際的なインフラや設備へのアクセス

を可能にするという加盟国のコミットメント。 

- 必要なインフラと観測・データ交換・情報提供のための国際的なシステムや設備の運用を、

維持し持続させる加盟国の政府の責任。 

 

私たちは、以下について歓迎します。 

- 公共・民間・学術部門の間のより緊密な連携によって生じる全ての利害関係者とより広い

ユーザーコミュニティのための機会。 

- 気象・気候・水・その他環境に関する情報やサービスを通じた社会的ニーズの対応への全部

門による関与。  

- WMO がそのプログラムを通じて調整したグローバルな気象インフラの維持・整備に対す

る加盟国およびパートナー国際機関の貢献。 

- 全ての国において質の高い気象・気候・水・その他関連する環境に関する情報やサービスの

利用可能性を大幅に向上させる、公共・民間・学術部門の利害関係者の間のパートナーシッ

プを構築し拡大する推進者としての WMO の役割の進展。 

 

私たちは、公共・民間・学術部門の全ての利害関係者に、パートナーシップを成功させるため

に、以下の方法によって、国連グローバル・コンパクト1および WMO が確立した原則を遵守す

ることを強く求めます。 

- WMO 条約に明記されている重要な目的の達成への集団的な貢献。  

- 科学に基づくイノベーションと成長の機会を創出し、専門知識を活用して全ての関係者に

前向きな結果と解決策を提供し、知識や技術移転とそれらの活用を支援し、ローカルな研

究に投資し、人的能力を開発するという共通の価値観の尊重。 

- 効率を向上させ社会により良いサービスを提供する多部門の参画の機会を求めることによ

るグローバルなインフラの持続可能性の促進。 

- 知的財産権を正当に尊重した上で、各国の事情に基づく無償かつ無制限の国際データ共有

の促進。 

- 開発途上国、後発開発途上国（以下「LDC」という）、小島嶼開発途上国（以下「SIDS」と

いう）の現存する格差を埋めることに特に焦点を合わせて、公共・民間・学術部門、市民社

会、投資パートナーを関与させるための協調的な取り組みを通じて、全ての国が共に前進

できるようにすること。 

- 公共財の提供に関する集団的目標を推進するために、公正かつ透明な取り決めを促進・維

持し、品質とサービスの基準を遵守し、以下のような利害関係者の特定のニーズを考慮す

ること。 

 使用制限付きの商業データへのアクセスの、公共・民間両部門の間での平等な取り扱

いを確保すること。 

                                                   
1 国連グローバル・コンパクト（UNGC）は、国連と民間（企業・団体）が手を結び、健全なグ

ローバル社会を築くための世界最大のサステナビリティ イニシアチブです。各企業・団体が責

任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、持続可

能な成長を実現するための自発的な取り組みです。UNGC に署名する企業・団体は、人権の保

護、不当な労働の排除、環境への対応、そして腐敗の防止に関わる 10 の原則に賛同する企業ト

ップ自らのコミットメントのもとに、その実現に向けて努力を継続しています。 

1999 年 コフィ・アナン国連事務総長（当時）がダボス会議で提唱 

2000 年 ニューヨーク国連本部で正式に発足 

2021 年 世界約 160 ヵ国、17,500 を超える企業・団体が署名 

※UNGC のチェアマンは、コフィ・アナン氏以降も歴代の国連事務総長が務めている

（ https://www.ungcjn.org/gcnj/about.html（令和 4 年 11 月 11 日閲覧）より抜粋。） 
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 データの提供と反競争的行為の回避に関して、関連する国内・国際法および政策の遵

守を約束すること。 

- 社会の利益のために相互に有益な関係とパートナーシップに取り組むことによって、誠実

さを求めること。 

- データおよびプロダクトを無償かつ無制限の原則のもとで利用できるようにするための

国・地域の法律および政策の適用や、公共の安全に関する各国の重要な責任の割り当てを

含む、気象・気候・水に関するサービスをどのように組織し提供するかを決定するに当たっ

ての加盟国の主権の尊重。 

 

また、私たちは、以下について奨励します。 

- 多部門および国境を越えたパートナーシップを含む金額に見合う価値を高める効率化の追

求。  

- データの利用可能性を高め、既存のデータ格差を解消し、データ共有の拡大を促進し、フラ

グメンテーションを回避するための、革新的なデータ交換メカニズムと動機の開発。 

- あらゆる部門の利害関係者の間の信頼、相互理解、協力の構築を目的とした対話とイニシ

アチブの継続。  

- あらゆる部門の利害関係者が、中核的な公共インフラと能力への持続的な投資のための強

力な提唱者として行動すること。 

- 気象・気候・水・環境に関するサービスを提供するためのビジネスモデルと経済枠組みをよ

りよく理解し、革新的で相互に有益な取り組みを目指して努力するための経済共同体との

連携。 

 

私たちは、全ての政府に、以下の事項のために、この宣言で表明された声明を十分に考慮する

ように求めます。 

- 国内および国際レベルで、公共・民間・学術部門の間の構造的対話の促進。 

- 国の防災機関と連携して、自然災害および災害リスクに関する極めて重要な決定を支援す

る警報や関連情報の発表における NMHS の権威ある発言を守り強化すること。 

- 効果的な部門横断的なパートナーシップを実現し、相互に有益な協力と連携を妨げる障壁

を取り除くために、適切な法律および制度を整備する努力。 

- 持続可能な国際的なインフラの運営と必要なデータ交換のための、WMO 条約から生じる

ものを含む国際的なコミットメントの確実な履行。 

- データおよびプロダクトの相互運用性と品質の向上を目的とした、全ての利害関係者によ

る WMO の基準とガイドラインの利用と遵守の促進。  

- 地域社会や市民への支援活動の拡大、特に自然災害の警報に対する国民の理解と対応を強

化するために、市民社会と協働すること。 

- 全ての部門の利害関係者に対して、国際的なデータ共有の促進と、必要に応じ、防災など

の重要な公共の目的のために、そのデータを利用できるよう奨励すること。 

 

我々は、パートナー機関や開発機関に、以下のために WMO と緊密に連携するように求めます。 

- 全ての部門の投資・専門知識・知識を活用した戦略的な複数の利害関係者によるパートナ

ーシップを通じて、能力開発イニシアチブの効果を上げること。 

- 能力格差を埋めるために、開発途上国、LDC、SIDS におけるインフラの近代化とサービス

の強化に向けた持続可能な解決策を提供する、財政的に実行可能なビジネスモデルを利用

することにより、開発資金を最大限に活用すること。 

- あらゆるレベルでのレジリエンスを構築するために、その他の公共機関、民間および学術

部門、市民社会と協力し、NMHS の専門知識をより幅広に取り入れ、国の適応計画と災害

リスク管理を最適化すること。 

- WMO の世界的なシステムを通じたデータおよびプロダクトの国際的交換に貢献し、加盟

国により集合的に生産されたグローバルな公共財から恩恵を受けるために、開発途上国、

LDC、SIDC の能力を強化すること。 

 

注記： 

2019 年 6 月に開催された第 18 回世界気象会議において、気象・気候・水に関する行動のための

コミュニティー構築に関するジュネーブ宣言（2019 年）決議第 80 号が採択された。この政策法

令は、極端気象・気候変動・水不足・その他の環境災害に関連しているグローバルな社会的リス
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クに対する集団的対応として必要な気象事業全ての部門の利害関係者の間の協力とパートナー

シップの新しい枠組みを反映している。 

 

 

（参考）原文は世界気象機関のホームページをご覧ください。 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10367 


