
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※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 

第二民間気象業務推進係 

 

〒１０５-８４３１  東京都港区虎ノ門３-６-９ 

TEL (０３) ６７５８-３９００ 内線３１６８ 

Mail:  jma_suishin★met.kishou.go.jp 

（★を@に置き換えてください） 

 

令和３年９月１改訂版 

  

【この手引きの内容】  

本手引きは、新規に津波の予報業務許可又は変更認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２５年１０月９日

（気推第９４号） 
初版発行 

平成２６年７月１日 書式変更に伴う記入例の修正 

平成３０年３月３０日 

（気推１４７号） 
予報業務許可申請書の記入例及び記入要領の見直し等 

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 

・提出書類の記入例の元号を「平成」から「令和」へ変更 

令和２年３月３０日 

一部改訂 

・火山現象の予報業務に関する「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」の一部改正に伴う改訂 

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 等 

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 
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Ⅰ.はじめに 

１．津波の予報業務許可について 

気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報は、国民生活や防災・減災活動に密

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、気象庁以外の者が気象、地象、

津波、高潮、波浪又は洪水の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

の目的及び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。 

 

津波の予報については、詳細な個別地点の予報に対する企業等の個別のニーズの

高まりがある一方、津波の数値シミュレーション技術の向上や電子計算機の性能向

上、沖合の津波観測網の充実など、それらのニーズに応えられる技術的な環境も整っ

てきていることから、気象庁以外の者が津波の予報業務を実施し、個別のニーズに応

えることで全体的により防災効果をあげることも可能な状況となってきています。

そのため、「気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律」（平成２５年８

月３０日施行）により、津波の予報業務の許可について、津波の予報の技術的妥当性

を確保され、かつ、気象庁の津波警報と整合性をもった津波の予報が提供されるよ

う、技術上の基準を設けて審査を行うこととしました。 

本資料では、これら津波の予報業務に関する許可又は変更認可の申請手続き等に

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「定時的又は非定時的に反復・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

震度や津波の高さ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、

その発表が営利か非営利かを問わず、予報業務許可の対象です。 

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者（以下「予報業務許可事業者」という。）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。 
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（補足）予報業務の許可又は変更認可が不要な場合 

① 気象庁が発表した津波警報等の内容をそのまま利用者に伝達する場合。 

【例】 

・ Ａ社が、気象庁発表の予報や警報の配信事業を行う場合、Ａ社は予報業務許可を取得

する必要はありません。 

・ Ｂ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、Ｂ

放送局は予報業務許可を取得する必要はありません。 

② 津波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、津波の予

想を行う装置等の作成に関与していたとしても、津波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、

当該装置等の津波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】 

・Ｃ社が予報業務許可事業者であるＡ社の製造した予報のための装置を販売する場合、Ｃ

社は予報業務許可を取得する必要はありません。 

・Ｄ社（外部とのデータ送受信部分及び表示鳴動部分を作成）と予報業務許可事業者であ

るＡ社（津波の予想を計算し出力する部分を作成）が津波の予想を行う装置を共同で開

発し、製造、販売を行う場合、Ｄ社は予報業務許可を取得する必要はありません。 

 

３．津波の予報業務を行うにあたって 

東日本大震災の甚大な津波被害は、津波による人的被害を軽減する方策は住民等の

迅速な避難が基本であること、そのため住民等の防災意識を高めるとともに国や地方

公共団体を始めとする防災関係機関が防災に関するわかりやすい情報の発信や確実

な伝達を行う必要性などを教訓として示しました。（５９ページ参照） 

また、気象庁は津波からの避難行動をとるための最初のきっかけとなる命にかかわ

る情報として津波警報を発表しています。 

これらを踏まえ、津波の予報業務の許可を受けた者は、気象庁の津波警報等の情報

の確実・迅速な伝達に努めるとともに、自らの提供する予報が混乱なく用いられ、避

難の妨げとなることがないように、対策をとることが求められます。 

 

４．許可取得後のその他の注意事項 

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っていただく必要があります。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。 
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（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津波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、「Ⅴ．予報業務の変更認可申請」

（３０ページ）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

の内容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「Ⅵ．予報業務の変更事項の報告」（３８ページ）を参照してください。 

 

（３）許可受けた業務の全部又は一部を休止した場合、予報業務を廃止した場合 

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「Ⅶ．予報業務の休止及び廃止」（４３

ページ）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。 

 

※不明な事項がありましたら、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.審査基準の解説 
 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「津波の予報業務

の許可等に関する審査基準」に基づき行います。津波の予報業務の許可等に関する審

査基準とその内容についての解説は以下のとおりです（審査基準の全文は、５５～６

１ページをご覧ください）。 

 この審査基準は、予報業務を行う事業所毎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、予報資料や警報事項の入手・解析のための施設・要員を配置し、

津波の予想の発表を行う場所のことをいいます。 

 

１．予報業務の目的 

行おうとする予報業務において、想定している提供先及び提供先での利用目的を具

体的に示してください。申請された目的に即して、申請事項が適切かどうかを審査し

ます。 

 

２．予報業務の範囲 

予報を行おうとする現象は、「津波」です。津波の発生要因は、地震の他、火山噴火、

海底地滑り等などがありますが、科学的根拠（観測資料等）に基づき業務として予報

を行うことができるのは地震に伴って発生する津波のみであることから、地震に伴っ

て発生する津波に範囲を限って許可することとしています。 

予報を行おうとする項目については、津波の第一波の予想到達時刻や津波の高さ、

津波の第一波の向き（押し引き）、津波浸水深や津波浸水域（陸域を遡上する津波の程

度や範囲）及びその組合せ（以下「津波の高さ、津波の到達時刻等」という。）といっ

た予報しようとする項目の全てを具体的に挙げてください。 

 

第１ 予報業務の目的 

行おうとする予報業務に即して、その目的が具体的に示されていること。 

第２ 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 

津波とする。ただし、地震に伴って発生する津波に限る。 

 ロ 予報を行おうとする項目 

津波の第一波の予想到達時刻、津波の高さ等とする。 

（２）対象としようとする区域 

予報の対象とする区域は個別の地点又は明確に区分できる区域とし、当該区域の表示は、行
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対象としようとする区域は、個別の地点又は明確に区分できる区域としてください。

区域の表示は、行政区画等の区域や道路、鉄道、河川等の名称（例えば、○○市～○

○町の海岸、○○川から○○川までの海岸など）、緯度・経度、住所又は地図上の表示

によるなど、予報対象とする区域が容易に特定できるようにしてください。 

 

３．許可等の条件 

気象業務法第４０条の２の規定に基づき、予報業務の許可又は認可に際し、公共の

利益を確保するため必要な最小限度の条件を付します。詳細は、「Ⅲ．許可等の条件の

解説」（１１ページ）を参照してください。 

 

４．観測その他の予報のための資料の収集の施設 

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、気象庁が発表する「地

震の発生時刻」「震源の位置」「地震の規模」「津波の観測」に関する資料を入手する必

要があるため、上記に掲げた資料の収集を許可の基準としています。 

この他、行おうとする予報に応じて、更なる資料（例えば、沖合の津波観測値や津

波の原因となる地震の発生を確認するための資料など）の入手が必要となる場合があ

ります。 

また、予報の検証や、予報の更新等に活用するために必要な、現地観測値の収集も

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その名称によるものと

し、それ以外の場合は緯度・経度、住所又は地図上の表示によるものとする。 

第３ 許可等の条件 

許可等に際し、公共の利益を確保するため、特に津波に関する確実な防災対策と社会の安寧

（混乱防止）を考慮し、別記に掲げる必要最小限の条件を付すこととする。 

第４ 観測その他の予報のための資料の収集の施設 

１ 予報を行う際に収集が必要な資料 

（１）大津波警報、津波警報、津波注意報及び津波予報（以下「津波警報等」という。）との

整合性を保つために気象庁が発表する次に掲げる地震の震源要素及び津波に関する予報

資料のほか、予報を行おうとする項目、対象区域、予報の時間的、空間的分解能に適切に

対応した地震及び津波に関する資料及び予報を行おうとする項目に応じた現地観測値を

収集すること。 

 

・震源・震度に関する情報 

    ・震源に関する情報 

    ・地震に関するその他の情報 

・大津波警報、津波警報及び津波注意報 

    ・津波情報 
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許可の基準としています。収集する現地観測値の観測項目は、行おうとする予報の種

類に適切に対応したものである必要があります。例えば、津波の高さや到達時刻の予

報業務を行うのであれば、潮位計による観測データが、津波浸水深や津波浸水域の予

報業務を行うのであれば、潮位計や浸水センサー等による観測データなどが、収集の

必要な現地観測値です。 

 

（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/ 

 

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、資料の収集を適確に実施で

きる担保がとれていないため、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提出していただきます。 

なお、使用する通信回線については、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。 

 

現地観測値については、予報の対象とする区域ごとに、その区域内の少なくとも１

か所以上の地点の観測値を一定の時間内に確実に収集する必要があります。一つの対

象区域が広域にわたり、その区域内で場所によって大きく津波の状況が異なると考え

られる場合には、それらの異なる津波の状況を適切に把握するに足りる現地観測値を

収集する必要があります。 

一方、対象とする区域外の地点であっても、対象とする区域の津波の状況を適切に

把握できる観測値が得られる場合は、その地点の観測値を現地観測値とすることがで

きます。ただし、その場合は、沿岸地形や海底地形を考慮し、津波の様相が対象区域

と同様と考えられる程度の距離内に観測点が位置し、観測値の比較や数値シミュレー

ションなどの結果によって、その観測点が予報対象区域の津波の状況を適切に把握で

きることを示す必要があります。 

観測値は、自ら観測点を設置して収集するほか、既設の他機関の観測点のデータを

入手して利用することも可能です。 

なお一般に、沿岸から数ｋｍ以上離れた沖合の観測点で観測される津波は、直近の

沿岸で観測される津波とは異なる様相となる（特に後続波の様子が異なる）ため、こ

のような沖合の観測点の観測データを現地観測値とすることは、対象区域がその沖合

の観測点周辺の海域である場合を除き認められません。 

（２）現地観測値については、対象とする区域ごとに１か所以上の地点の観測値を収集するこ

と。ただし、対象とする区域外の地点であっても、対象とする区域の津波の状況を適切に把握

できる観測値が得られる場合は、その地点の観測値をもって現地観測値にかえることができ

る。 
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 潮位観測施設（写真は検潮所）と潮位記録の例 

 

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津波の状況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を示す資料を提出してください。 

また、観測に用いる測器についても、予報を行おうとする項目（津波の高さ、津波

の到達時刻等）に対応した十分な精度を有しているとともに、地震時に停電等があっ

ても安定して観測ができるような施設であることを示す資料を提出してください。 

なお、申請者以外の者が所有する施設から現地観測値を収集する場合は、その観測

値を確実に入手できることを示す契約等に関する書類を提出してください。 

 

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、沿岸の地理的条件を勘案して、予報

を行おうとする対象区域の津波の状況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）観測に用いる測器については、予報の種類に対応した十分な精度を有し、地震時にも安

定して観測ができるものであること。 

（３）申請者以外の者が保有する施設から現地観測値を収集する場合は、契約等に基づき当該

現地観測値を確実に入手できること。 

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）申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、当該施設に関して、行おうとする予報
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収集の施設が、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を示す資料を提出してくださ

い。 

申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、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を示す契約等に関する書類を提出してください。 

 

５．予報のための解析の施設 

解析の施設が、用いる解析の手法を適確に処理できる能力を有し、行おうとする予

報を利用目的に応じた適切な時間内にて発表できる電子計算機その他の施設である

ことを示す資料を提出してください。 

申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、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を示す契約等に関する書類を提出してください。 

 

６．適切な予報業務の運用に必要な要員の確保 

収集の施設が、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

いることを示す書類を提出してください。津波の予報業務については、発生を事前に

予測できない地震に伴う業務であること、短時間に的確に処理・判断を行う必要があ

ることを踏まえた体制となっていることが必要です。 

 

７．警報事項の受信のための施設及び要員 

津波の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施設その他の

施設及び要員を有することを示す書類を提出してください。 

業務に必要十分な使用権原を有すること。 

第５ 予報のための解析の施設 

（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し、行おうとする予報を

利用目的に応じた適切な時間内にて発表できる電子計算機その他の施設であること。 

（２）申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、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６ 適切な予報業務の運用に必要な要員の確保 

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。 

第７ 警報事項の受信のための施設及び要員 

津波の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施設その他の施設及

び要員を有すること。 
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・警報の入手の方法 

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、再送又は代

替手段により伝達する措置が講じられていること 

 

使用する通信回線については、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、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、受信形

態に応じて提出してください。 

 

・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）、「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、その旨の契約を結ぶ必要があります。 

 

８．現象の予想の方法 

用いる津波の予想の方法が、予報を行おうとする項目及び対象区域並びに予報に使

用する資料に応じた、適切な物理的手法であることを示す資料を、その手法による検

証資料とともに提出してください。 

津波の予測手法には、津波の原因となる地震の発生の確認、津波伝播の基本方程式、

数値解法、境界条件等の組合せなどにより多様な方法があるため、申請された手法に

第８ 現象の予想の方法 

（１）津波の予想の方法は、地震の震源要素から津波波源を推定し、津波の伝播を考慮して予

想する、若しくは、沖合の津波観測値から津波の伝播を考慮して予想するなど、予報を

行おうとする項目及び対象区域並びに予報に使用する資料に応じた物理的手法を用い

ること。 
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応じて、予報業務の目的に照らして、現象の予想の方法が技術的に妥当なものかどう

かを審査します。付録「津波の予想の方法に関する審査上のポイント」（６４～６９ペ

ージ）に、津波の予測手法として多く使われている、震源要素により波源を推定する

方法等を例に審査上のポイントを示しましたので、申請時の参考にしてください。 

 

 

地震の震源要素から津波波源を推定して津波を予想する場合は、津波警報等との

整合性を保つために気象庁が津波警報等で発表する震源要素を利用してください。

想定する断層の位置と形状の不確定性の考え方に関して、具体的な断層の設定方法

等については付録「津波の予想の方法に関する審査上のポイント」（６４～６９ペー

ジ）を参照してください。 

 

なお、気象庁の津波警報等のもととなる津波の予測には、地震の震源要素から津

波波源を推定する手法を用いています。気象庁の津波の予測手法については「気象

庁の津波の予測手法に関する技術資料」（別資料）をご覧ください。 

  

（２）地震の震源要素から津波波源を推定して津波を予想する場合は、津波警報等との整合性

を保つために気象庁が津波警報等で発表する震源要素を利用し、想定する断層の位置

と形状の不確定性の考え方が気象庁のものと整合する方法であること。 
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Ⅲ.許可等の条件の解説 

１．許可等の条件について 

気象業務法第４０条の２の規定に基づき、予報業務の許可又は認可に際しては、公

共の利益を確保するため必要な最小限度の条件を付します。なお、許可の際に付した

条件の遵守状況については、気象業務法第４１条第１項に基づく報告や同第４項に基

づく立入検査で確認します。 

以下に、「津波の予報業務の許可等に関する審査基準」の別記（５８ページ参照）に

示した、許可の際に付す条件について解説します。 

 

気象業務法及び気象業務法施行規則に定められた予報業務許可事業者が遵守すべ

き事項（１５ページ）の他に、公共の利益を確保するため、許可に際して以下の条件

を付します。 

 

マグニチュード８を超えるような巨大地震により津波の発生が予想される場合、

気象庁は、予想される津波の高さを、「巨大」、「高い」という言葉で発表して非常事

態であることを伝えます(*)。これは、避難等の防災行動を考慮したうえで、非常事

態であることを伝えることとしたものです。したがって、予報業務許可事業者から

発表される津波の予報についても、その考え方との整合性を保つため、「高さ○ｍ」

などの数値表現ではなく、大津波警報・津波警報と同様の定性表現を用いるか、大

津波警報・津波警報をそのまま伝える必要があります。 

 

(*)マグニチュード８を超えるような巨大地震により津波警報等を発表した場合、精度良く地震

の規模が把握できるまで（地震発生から 15分ほど）は定性表現の警報となります。したがっ

て、その間に津波の観測等により大津波警報、津波警報の範囲を拡大する場合も定性表現で発表

することになりますので、その際も同様の対応をお願いします。 

 

別記  許可等の条件（第３関係） 

 津波の予報業務の許可又は認可を受ける者（以下「事業者」という。）に対して、警報事項

の伝達等法令で定められたもののほか、以下の遵守すべき事項を条件として付す。 

（津波警報等との整合性） 

（１）気象庁が、マグニチュードの数値を発表せず、「巨大」又は「高い」という定性的表現

で大津波警報又は津波警報を発表した津波にかかる予報を行う場合には、気象庁と同じ

定性的表現による予報を行う、若しくは、気象庁の津波警報等をそのまま伝えること。 

（２）気象庁の津波警報等が更新された場合には、予報を行おうとする項目、対象区域、予報

の時間的、空間的分解能等を考慮した上で、更新条件を定めて適切な予報の更新を行う

こと。 
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気象庁は、津波警報等を発表した後、震源、地震規模の精査結果や津波の観測状況

にもとづき津波警報等の領域を拡大又は縮小、津波の高さ予想の区分を上方修正又は

下方修正する更新を行います。 

津波警報等が更新された際には、予報業務許可事業者においても、予報を行おうと

する項目、対象区域、予報の時間的、空間的分解能等を考慮した上で、更新条件を定

めて適切な予報の更新を行うことにより、津波警報等との整合性を保ってください。 

具体的には、気象庁が震源要素の更新により津波警報等を更新した場合、予報業務

許可事業者においても、新たな震源要素をもとに自らの予報の内容を見直し、自らが

発表した予報を変更する必要がないかどうかを、あらかじめ定めた条件（予報の数値

が変わるか否か等）に基づき検討し、予報の変更が必要な場合には速やかに更新する

必要があります。 

また、気象庁が津波の観測状況に基づき津波警報等を更新した場合は、気象庁が発

表する津波の観測情報や事業者自らが収集した現地観測値の津波の状況等をもとに、

自らの予報の内容も見直しの必要がないかどうかを、あらかじめ定めた条件（例えば、

現地観測値の津波の高さが○cm以下になる等）に基づき検討し、変更が必要な場合に

は速やかに更新する必要があります。 

ただし、津波の第一波の到着時刻を予想することを予報業務として行っている場合

の津波の第一波到達後や、一度発表した予報を更新しないことをあらかじめ利用者に

説明していた場合は、この限りではありません。 

このように、予報の更新は、予報を行おうとする項目、対象区域、予報の時間的、

空間的分解能等を考慮した上で、その必要性も含めて検討した上で、更新の条件を定

めて行う必要があります。 

 

予報業務許可事業者の津波の予報を、予報の責任の所在、津波警報等との関係、予

報の利用上の留意事項を知らない者が受けた場合、受けた予報が誤った認識のもと利

用されることにより、混乱を生じ、最悪の場合は津波からの避難の遅れなどにつなが

（利用者の特定及び利用者に対する説明等） 

（３）事業者は、契約等に基づき予報の利用者を特定し、あらかじめ次のことについて、利用

者のすべてに対して説明(*)をするか、若しくは、利用者の一部の者に説明するとともに

それ以外の利用者が説明を受けるよう必要な措置を講ずること。さらに、予報の提供時に

もその説明内容が想起されるよう予報内容に簡易の説明文を付加するなどの措置を講ず

ること。 

・ 気象庁が行う津波警報等ではなく事業者が行う津波の予報であること（責任の所在） 

・ 気象庁と異なる数値の予想が出ることがあっても、気象庁の津波警報等との整合性は

保たれていること（津波警報等との関係）。 

・ 事業者の予報の精度、対象区域、予報の更新の条件等の利用に当たっての留意事項（利

用上の留意事項）。 

  

(*)説明事項を記した書面の配布や、画面に表示した説明を読まずとも承諾が可能などの簡易

な方法によるものは、説明事項が正しく認識されないおそれがあるため、説明が行われたもの

とはみなされない。 
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る可能性があります。 

そのようなことが起きないよう、予報業務許可事業者は利用者を特定して、その利

用者に対して予報の責任の所在、津波警報等との関係、予報の利用上の留意事項を説

明した上で予報サービスを提供する必要があります。個人に対して予報を提供する契

約をするときには利用者はその契約者に特定されますので、契約者に対して必要な説

明を予報業務許可事業者自らが行う必要があります。一方で、法人等に対して予報を

提供する契約をするときには、その法人内で予報を利用する可能性のある者を特定

（例えば、社員全員、管理職全員、総務課全員等）した上で、その特定された者が説

明を受けた上で予報を使用するような措置を講じる必要があります。具体的には、予

報業務許可事業者が自ら対象法人内で説明会などを開いて説明する方法や、予報業務

許可事業者が対象法人の担当者に説明を行った上で、対象法人の担当者以外について

は説明を受けた対象法人の担当者による説明会を開催する方法などが考えられます。 

また、津波は頻度の高い現象ではないため、最初に受けた説明を利用者が忘れてし

まうことも想定されることから、実際に予報を提供する際には、あらためて説明内容

が想起されるよう予報内容に簡易の説明文を付加するなどの措置を講ずることが必

要です。 

 

 以下、説明事項に関する補足説明です。 

 

（責任の所在） 

提供される津波の予報が、気象庁の津波警報等ではなく、予報業務許可事業者独自

の予報であることを説明してください。 

 

（津波警報等との関係） 

津波警報等は、津波から国民の命を守ることを目的として気象庁が発表している情

報であることを説明してください。また、津波の予報が提供された際に利用者が無用

な確認行動をとって避難が遅れるなどの事態を避けるため、予報業務許可事業者が発

表する津波の高さなどの数値が気象庁の津波警報等と異なる場合があっても、その数

値の違いは、予報の目的、予報対象範囲、予報の表現方法の違い等によって生じる違

いであることを説明してください。 

 

（利用上の留意事項） 

予報業務許可事業者の津波の予報を適切に利用する上では、その予報の精度、対象

区域、予報の更新の条件等の留意事項を理解していることが重要ですので、これらの

事項について利用者に説明する必要があります。 

例えば、予報業務許可事業者から「○○港で津波の高さ△ｍを予想」という予報が

提供された場合でも、 

 

・「高さ△ｍの予想」と発表した場合、発表した数値が予想される津波のうちの上

限値（平均値、中央値など）を表現しているのか、△ｍを中心にある程度の幅を
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もったものなのか（場所（場合）によっては、予想した値を超える可能性もある、

といった定性的な説明も可） 

・具体的に○○港のどこの場所の予想なのか、あるいは○○港の中でもっとも高く

なる場所の予想なのか 

・この予報の有効期限はいつまでなのか、今後、更新される可能性があるのか？ 

・津波観測値をもとに予報を行う場合、もとになる観測値は津波によるものに限ら

れるのか、津波以外の要因も含まれる可能性があるのか、津波以外の要因が観測

値に含まれていた場合に予報をどのように扱うのか（予報を取り消す、修正した

予報を行う等） 

 

などの予報を利用する上での留意事項を理解していないと、正しく利用することが

できません。 

 

また、予報提供時にも、利用者に説明したこれらのことが改めて想起されるよう簡

易の説明文を付けるなどの措置を講ずる必要があります。 

（例 「この予報は○○社による予報です。津波の高さは○○港内で予想されたもっ

とも高い数値ですが、場合によってはこれよりも高くなることもあります。」等） 

 

予報業務許可事業者の津波の予報と、気象庁の津波警報等が混同されないよう、予

報業務許可事業者の予報の名称に、「津波警報」等のまぎらわしい名称を使用すること

は認められません。 

 

気象庁の大津波警報は、３ｍを超える高さの津波が予想される場合に発表されます。

また、大津波警報に対応する定性表現として「巨大」、津波警報に対応する定性表現と

して「高い」を用います。これらは、気象庁が、津波による警報事項をわかりやすく

伝えるために用いている表現であり、予報業務許可事業者の津波の予報で、これらの

表現を気象庁の基準と矛盾した形で使用されることにより、その基準が曖昧になると、

気象庁の警報事項が国民に正確に伝わらなくなる可能性があります。そのため、これ

らの用語を用いる場合は、気象庁の基準（以下参照）と矛盾しないようにする必要が

あります。 

「大津波」：３ｍを超える高さの津波 

「巨大な津波」：３ｍを超える高さの津波 

（予報に使用する名称及び用語） 

（４）事業者が津波の予報に使用する名称には、気象庁が行う「大津波警報」、「津波警報」、

「津波注意報」及びこれらとまぎらわしい名称を使用しないこと。 

（５）事業者が「大津波」等の防災事項に関連する用語を用いる場合は、気象庁の大津波警報、

津波警報及び津波注意報の基準と矛盾しないようにするとともに、避難等の防災行動を

妨げるような用語を使用しないこと。 



 

 

 

 

15 

「高い津波」：１ｍを超え、３ｍを超えない高さの津波 

また、予報対象地点を含む予報区に津波警報が発表されているにもかかわらず、予

報地点の津波の予測値に基づき、「○○地点で予想される津波の高さは□□ｃｍであ

り、津波注意報相当の高さです。」「○○地点で予想される津波の高さは□ｍです。避

難等の必要はありません。」のように、利用者の避難等の行動を妨げるような用語を使

用することは認められません。 

 

（参考）法令に定められた予報業務許可事業者が遵守すべき事項 

気象業務法及び気象業務法施行規則により、警報の禁止（気象業務法第２３条）の

ほか、予報業務許可事業者は警報事項の伝達に努めること（気象業務法第２０条）、予

報事項等の記録（気象業務法施行規則第１２条の２）についても、遵守が義務づけら

れます。 

 

○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。 

 

○気象業務法施行規則 

(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。) 
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Ⅳ.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。申請が気象庁に到達してから、

許可（不許可）の通知までに要する標準的な日数は、津波の許可については６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が必要です。（「Ⅴ．予報業務の変更認可申請」（３０ページ）

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 

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 

登録免許税の納付* 

（芝税務署宛） 

許可、不許可決定 

審    査 

*申請者から申請を取り下げられた場合、又は、申請が不許可となった場合、登録免許税領収証

書を返却します。 

通    知 

申請書の到達 

（標準処理期間） 

 津 波：６か月 

  

事前の確認・相談 
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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 参照頁 

予報業務許可申請書（津波） １ 必須 １９ 

予報業務計画書（津波） １ 必須（「津波の予想の方法」も添付） ２１ 

予想方法検証資料 1 必須 ２４ 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概

要（津波） 
１ 必須 ２５ 

観測施設の概要（津波） １ 必須 ２５ 

予報資料の収集解析及び警報事項の受

信施設の概要（津波） 
１ 必須 ２５ 

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（コピー不可） 
１８ 

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） 
１８ 

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 
１８ 

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 
１８ 

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、住基

ネット非対応市町村在住の場合 
１８ 

宣誓書 １ 必須 １８ 

 
添付書類名 部数 備  考 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） 
１７ 

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 
１ 必須 ２３ 

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 
２６ 

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 必須 ２６ 

 

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。 

登録免許税の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（納付の手続の詳細については、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の提出が必要です。提出された領収証書は、申請
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が取り下げられるか不許可にならない限り返却いたしません。 

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。 

また、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

承継しようとするとき、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。 

 
４．提出書類の記入例及び記入要領 
（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。 

 

（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、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） 

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、上の書式に

したがって作成し、提出してください。 

（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 

 

 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 

押印不要 
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（５）予報業務許可申請書 

 

 

                              

 

令和○○年○○月○○日  

 

予報業務許可申請書（津波）  

 

気象庁長官 

○○ ○○ 殿 

          氏名又は名称  株式会社○○   

法人の場合は代表者氏名 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．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 

氏名又は名称  株式会社○○ 

  法人の場合は代表者氏名  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 

（津波） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

現象 項目 

○○港の港湾施設管理

者への施設管理のため

の津波予報の提供 

津波 最大の高さ ○○港 

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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以下の要領に従って、所定の様式（前ページの記入例参照）に記入し、作成してく

ださい。 

 

１．申請者の名称、代表者氏名及び住所 

・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 

行おうとする予報業務に即して、想定している提供先及び提供先での予報の利

用目的を具体的に示してください。 

 

   例）○○港の施設管理者への施設管理のための津波予報の提供 

 

（２）範 囲 

① 予報の種類 

イ 予報を行おうとする現象 

「津波」と書いてください。 

ロ 予報を行おうとする項目 

予報を行おうとする津波の予報の項目を記入してください。 

 

例） 最大の高さ 

例） 第一波到達時刻 

例） 第一波の向き（押し引き） 

例） 津波浸水域 

例） 津波浸水深 

 

② 対象とする区域  

予報対象が地点の場合は緯度・経度又は住所などで示してください。予報対

象が広がりをもった区域である場合は、明確に区分できる区域として、行政区

画等により表現するほか、別紙の地図などで対象区域を明示するなどしてく

ださい。 

 

３．予報業務の開始予定日 

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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（６）予報業務計画書                                                

  

予報業務計画書（津波）  

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 

目 的 
予 報 事 項  

発表日時 予想の方法 
予報する項目 予報の対象とする区域 

○○港の施設管

理者への施設管

理のための津波

予報の提供 

最大の高さ（１ｍ単位で発

表） 
○○県○○港の沿岸（別紙２

に示す区域毎に発表） 
随時 

別紙１のと

おり 第一波の到達時刻（１０分

単位で発表） 

３．津波の予報を行う地震の発生領域 

  北緯○○度～北緯○○度、東経○○○度～東経○○○度の領域 

４．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 

震源に関する情報 

震源・震度に関する情報 

地震に関するその他の情報 

津波情報 

津波警報・注意報・震源に関する情報 

(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

○○○の観測データ 

（観測点は別紙○の通り） 
○○○○○ ○○社 IP-VPN 

○○港の潮位データ（現地観測値） 

（気象庁の潮位観測点△△） 
(一財)気象業務支援センター ○○社 △△△タイプ 

 

５．気象庁の津波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 ○○社 IP-VPN 

 

 

記入例 
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以下の要領に従って、所定の様式（前ページの記入例参照）に記入し、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。 

・ 支社で現象の予想を行う場合、支社が事業所となります。 

・ 他社（□□社）の施設を借用して、□□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。 

 

２．予報事項、発表日時及び現象の予想の方法 

 申請書に記載した「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）目的 

  申請書に記載した目的のうち、当該事業所が担当するものを記入してください。 

 

（２）予報事項 

① 予報する項目 

津波の予報を行おうとする項目を全て記入してください。また、項目の後に、

その項目の予想の分解能を付記してください。 

     例）最大の高さ（１ｍ単位で発表） 

     例）最大の高さ（１ｍ未満、１、２、３、５、７、１０、１０ｍ以上のカ

テゴリから選択して発表） 

     例）第一波の到達時刻（５分単位で発表） 

     例）津波浸水域（１０ｍメッシュ単位で発表） 

     例）津波浸水深（０．５ｍ単位で発表） 

② 予報の対象とする区域  

当該事業所で行う予報の対象区域と、その対象区域をどのように細分する

か（予報区域の最小単位：分解能）を記入してください（別紙を用いて地図上

で表示しても構いません）。 

     例）○○県の沿岸（海岸を１km毎に細分して発表） 

     例）対象区域と予報地点は別紙○の図○のとおり 

 

（３）発表の時刻 

予報業務を行う時間帯を記入してください。２４時間体制で業務を行う場合は、

「随時」と記入してください。 

 

  （４）予想の方法 
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当該事業所が担当する予報において用いる津波の予想の方法を、別紙にして

具体的に記入してください。津波の予想の方法には、予報の更新の条件、更新

方法等もあわせて記入してください（記入する内容等については（７）津波の

予想の方法の項（２３ページ）を参照）。 

また、申請する津波の予想の方法で、予報対象領域の津波を予想した資料（過

去事例あるいは想定地震によるもの等）を検証資料として提出してください（記

入する内容等については、（８）予想方法検証資料（２４ページ）を参照）。 

 

３．津波の予報を行う地震の発生領域 

どの領域で発生した地震による津波を予報の対象とするかについて、緯度・経度

や、別紙の地図上の表示などで示してください。 

 

４．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。収集する予報資料とは、具体的には地震の発生時刻や震源の位置、

地震の規模、津波の観測値といった地震及び津波に関する資料及び現地観測値で

す。気象庁以外の観測資料（現地観測値を含む）を用いる場合は、観測施設に関

する資料、観測資料の妥当性を示す資料をあわせて提出してください。 

 

（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。 

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。 

③ 予報資料を配信する事業者との契約書等の写し 

・ 予報資料の収集は、適確に実施される必要があります。資料の提供者との

契約書等の写しを提出してください。 

 

５．津波の警報事項（大津波警報・津波警報）の入手の方法 

・ ４．（２）の予報資料の入手の方法と同様に記入してください。 

・ 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）を添付して

ください。 

  

（７）津波の予想の方法（予報業務計画書の別紙） 
決まった様式はありません。どのような予報資料を使い、どのような手法で予想す

るのかをできるだけ具体的に記載してください。記載する事項は、手法によって異な
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りますので、「津波の予想の方法に関する審査上のポイント」（６４～６９ページ）を

参考に必要な事項について漏れの無いよう記載してください。 

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。 

 

記載事項の例（震源要素により波源を推定する方法） 

・初期条件の設定方法 

 ①断層パラメータの設定方法 

 ②地殻変動の設定方法 

 ③断層面の広がりの不確定性を考慮する方法 

・現象の予想を行う基礎方程式 

・数値計算手法 

・境界条件 

・地形データ 

・計算対象領域 

・計算時間と計算時間間隔 

・計算格子設定 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（８）予想方法検証資料 

（７）で示した津波の予想の方法の検証資料を提出してください。提出する資料は、

津波の予想の方法によって異なります。地震の規模等に基づいた津波の数値シミュレ

ーションの結果を用いて予想を行う場合は、申請された予想の手法で実際に予想した

結果の例を複数提出し、予想の結果が適切なものであることを示してください。また、

沖合における津波観測値により経験的な手法で津波の予想を行う場合は、その経験的

な手法の根拠となる観測値又は数値シミュレーションによる沖合における津波観測

値と沿岸での津波の高さの関係を示す資料を提出してください。その他の手法につい

ても、予想の方法が適切なものであることを示す根拠となる資料を提出してください。 

資料の提出は、電子媒体又は紙のいずれでも構いません。不明な点は、申請前に気

象庁情報利用推進課に問い合わせて確認をしてください。 

 

提出資料の例（震源要素により波源を推定する方法で、津波の高さと浸水域を予

報する場合） 

主な確認事項（提出資料の項目） 確認のポイント 

初期波源 震源要素に対して適切な断層パラメータが設

定され、地殻変動は適切に計算されているか。 

津波の高さ（予測値）の分布 周囲と比べて不自然に高い、又は低い予測が

されている地点等はないか。計算値が発散・桁

落ち等していないか。 

浸水域（予測値）の分布 地形・構造物や周囲の津波の高さから判断し

て、浸水範囲が不自然に広いか狭い予測がさ

れている地点などはないか。計算値が発散・振

動等していないか。 

予測津波波形（予報対象地点、予報対象 予報対象地点・区域とその周辺において適切



 

 

 

 

25 

領域内で地形等を特徴づけるそれぞれ

の地点(*)、現地観測点） 

 

(*)例えば、ある一つの湾を対象区域と

する場合は、湾奥、湾中央部、湾口など

が考えられる。 

に津波の伝播計算が行われているか。 

現地観測点は、予想対象地点・予測領域の津波

の状況を適切に把握することができる地点に

設置されているか。 

気象庁の量的津波予報の沖合予測地点

で予測される津波の高さ 

気象庁が警報・注意報発表のために用いてい

る予測手法による結果との差は、技術的に妥

当であるか（気象庁の予報と整合がとれてい

るか）。 

予報にかかる時間（予報資料の入力、計

算、出力にかかった時間） 

予報業務の目的に適合した時間の範囲内に予

報が実施できるかどうか。 

 

（９）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（津波） 

決まった様式はありません。２７ページの記入例を参考に、気象業務法第１８条で

規定する「当該予報業務を適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を示す書類を作成し

てください。その際、配置される要員それぞれが担う業務を、予報業務の特性を踏ま

えつつ概説してください。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書類に加え、委託していることが分かる資

料（委託契約書の写し等）を添付してください。 

 

（10）観測施設の概要（津波） 
津波の予想に用いる観測値又は現地観測値を収集する場合に使用する潮位観測施

設等について、以下の事項を記載した書類を作成してください。 

 

1) 観測施設の概要 

2) 観測施設の所在地 

3) 観測施設の明細（機器の構成、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）※ 

4) 観測の種目、観測の時間間隔（観測機器における観測の時間間隔と、収集後の

観測値の間隔が異なる場合は両方を記載）、観測の精度※ 

5) 現地観測値収集のための施設で、予報対象領域外にあるものについては、その

施設の観測で、予報対象領域の津波の状況が適切に把握できることを示す資

料。（実際の津波に関する現地観測値と予報対象領域内の実況値との比較や、

数値シミュレーションによる比較の資料など） 

※ 観測データの実際の収集例の提出を求める場合があります。 

 

また、申請者以外の観測施設の観測値を利用する場合は、利用に関する契約書等の

写しを提出してください。 

 

（11）予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設の概要（津波） 

決まった様式はありません。２８～２９ページの記入例を参考に、情報の作成者か
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ら事業所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）の構成や用途が分かるように記入してください。また、それぞれの装置の性能

が分かる資料を添付してください。なお、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。 
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要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（津波） 

 

●●●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の問い合わせに対応する。また、予報を行う時や装置の異常を確認した時は、

要員の増員を求める緊急連絡を行う。 

（注２）予報実施時の利用者からの問い合わせ対応や予報を提供する装置の異常時の速やかな復旧対応

等に備え、●●●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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○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： 受信した地震情報等を形式チェック後、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。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

て利用者毎の津波の高さを予想計算。 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1、※2 障害発生に備え、二重化システムとしている。 
※2  予想した津波の高さ、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の概要（津波） 記入例 

 

受信装置① 

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） IP-VPN 

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 

（一財）気象業務支援センター 

 ○○○○（株） 

専用線 

 ○○○○協会 

 

受信装置② 

（現地観測値） 

IP-VPN 
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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 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 



 

 

 

 

30 

Ⅴ.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が必要です。 

申請から認可に至るまでの過程は以下のとおりです。申請が気象庁に到達してから、

認可（不認可）の通知までに要する標準的な日数は、津波の予報業務では６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） 

 津 波：６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 

事前の確認・相談 

*申請者から申請を取り下げられた場

合、又は、申請が不認可となった場合、

登録免許税領収証書を返却します。 
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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（「Ⅵ.予報業務の変更事項

の報告」参照）。 

 

提出書類名 部数 備  考 参照頁 

予報業務変更認可申請書（津波） １ 必須 ３３ 

予報業務計画書（津波） １ 
必須（「津波の予想の方法」も

添付） 
３６ 

予想方法検証資料 １ 必須 ２４ 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概

要（津波） 
１ 変更がある場合 ２５ 

観測施設の概要（津波） １ 変更がある場合 ２５ 

予報資料の収集解析及び警報事項の受

信施設の概要（津波） 
１ 変更がある場合 ２５ 

 

添付書類名 部数 備  考 参照頁 

登録免許税の領収証書 １ 

津波を新たに追加する場合（非

課税対象者の場合は、それを証

明する資料） 

３１ 

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 
１ 変更がある場合 ２３ 

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 ２６ 

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 ２６ 

 

３．登録免許税の納付 

すでに気象･波浪、地震動、津波、火山現象若しくは高潮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。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、津波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を行う場合は、

登録免許税は必要ありません。） 
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登録免許税の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（納付の手続の詳細については、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、申請が取り下げられた場合又は不認可となった場合を除き返却いたしま

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

る資料を添付してください。 

また、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

承継しようとするとき、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）津波以外の予報業務許可を取得している事業者が津波の許可を取得する場合 

申請にあたっては、「予報業務変更認可申請書」に以下の書類を添付して提出する必

要があります。 

 

≪必要な添付書類≫ 

○予報業務計画書（津波） 

予報業務を行う事業所ごとに１部ずつ必要です。計画書には「津波の予想の方法」

及び予想方法検証資料を添付してください。 

○要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（津波） 

予報業務を行う事業所ごとに１部ずつ必要です。 

○観測施設の概要 

現地観測値を収集するための施設の概要を示してください。 

○予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設（津波） 

予報業務を行う事業所ごとに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≫ 

○予報業務変更認可申請書 

＜記入要領＞ 

１. 申請者の名称、代表者氏名及び住所 

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のいずれかを最初に実施する予定の日を記入してくだ



 

 

 

 

33 

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。 

 

＜記入例＞ 

  

記入例 
 

 

                             令和○○年○○月○○日  

 

予報業務変更認可申請書（津波）  

 

気象庁長官 

○○ ○○ 殿 

氏名又は名称  株式会社○○ 

   法人の場合は代表者氏名  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条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

記 

 

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 

 

氏名又は名称  株式会社○○ 

  法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長 気象 花子 

  住所  東京都世田谷区◇◇１－２－３ 

 

２．変更しようとする事項 

  「新」 

  （津波） 

 目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

現象 項目 

○○港の港湾管理の

ための港内の津波の

高さの予測 

津波 最大の高さ ○○港 

３．変更の予定日 

令和○○年○○月○○日 

 

４．変更を必要とする理由 

  これまでの気象の予報業務に加え、津波の予報業務を開始するため。 

 

押印不要 
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○予報業務計画書（津波）（津波の予想の方法、予想方法検証資料を含む） 

○要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（津波） 

○観測施設の概要 

○予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設（津波） 

  様式、記入要領は予報業務許可申請書の添付資料と同じです。予報業務許可申請

の提出資料の記入例及び記入要領（２１～２９ページ）を参照してください。 

 

（２）津波の許可を取得している事業者が津波の目的・範囲を変更する場合 

申請にあたっては、「予報業務変更認可申請書」に、以下の書類のうち変更を伴う

ものを添付して提出する必要があります。 

 

≪必要な添付書類≫ 

○予報業務計画書（津波） 

予報業務を行う事業所ごとに１部ずつ必要です。変更に係る事業所の計画書を添

付してください。 

○要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 

目的・範囲の変更に伴い、変更を行う場合は添付してください。 

○観測施設の概要 

 目的・範囲の変更に伴い、変更を行う場合は添付してください。 

○予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設 

 目的・範囲の変更に伴い、変更を行う場合は添付してください。 

 

 ≪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≫ 

 ○予報業務変更認可申請書 

 ＜記入要領＞ 

１. 申請者の名称、代表者氏名及び住所 

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。 
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＜記入例＞ 

  

 

 

令和○○年○○月○○日 

 

予報業務変更認可申請書（津波）  

 

気象庁長官 

○ ○ ○ ○ 殿 

          氏名又は名称  △△△△株式会社 

          法人の場合は代表者氏名  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条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

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 

  氏名又は名称  △△△△株式会社 

  法人の場合は代表者氏名  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」 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

現象 項目 

○○港及び△△港の港湾管

理者への施設管理のための

津波予報 

津波 最大の高さ ○○港及び△△港 

「旧」 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

現象 項目 

○○港の港湾管理者への施

設管理のための津波予報 
津波 最大の高さ ○○港 

 

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、津波の予報対象区域を広げるため。 

記入例 

押印不要 
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○予報業務計画書（津波）（津波の予想の方法、予想方法検証資料を含む） 

 ＜記入要領＞ 

変更前の予報業務計画書（津波）を「旧」、変更後の予報業務計画書（津波）を

「新」とし、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」、削除

部分は「旧」、内容変更部分は「新」「旧」両方）。別紙（津波の予想の方法等）に変

更がある場合は、別紙の「新」「旧」も作成してください。別紙については、大幅に

変更する場合は、アンダーラインは不要です。 

 

＜記入例＞ 

 

予報業務計画書（津波）  

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 予想の方法 
予報する項目 予報の対象とする区域 

○○港及び△△

港の港湾管理者

への施設管理の

ための津波予報 

最大の高さ（1m単位で

予報） 

 

○○港及び△△港の特定地

点（別紙２の地図参照） 

 

随時 
別紙１のと

おり 

３．津波の予報を行う地震の発生領域 

  北緯○○度～○○度、東経○○○度～○○○度の範囲で発生する地震 

４．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 

震源に関する情報 

震源・震度に関する情報 

地震に関するその他の情報 

津波情報 

津波警報・注意報・震源に関する情報 

(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

△△港沖合の海底水圧計データ （独）××研究所 △△社 専用線 

○○港の潮位データ（現地観測値） 

（気象庁の潮位観測点□□） 
(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

△△港の潮位データ（現地観測値） ○△□市 △△社 専用線 

５．気象庁の津波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 ○○社 IP-VPN 

 

 

記入例 

「旧」 「新」 

記入例 
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○要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（津波） 

○観測施設の概要 

○予報資料の収集・解析及び警報事項の受信の施設（津波） 

変更前を「旧」、変更後を「新」とし、変更となる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いてください）。ただし、大幅な変更の場合は、アンダー

ラインで変更箇所を示さなくても構いません。 

 

  

予報業務計画書（津波）  

１．事業所の名称及び所在地 

事業所名 △△△△株式会社 代表者氏名 気象 花子 

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 予想の方法 
予報する項目 予報の対象とする区域 

○○港の港湾管

理者への施設管

理のための津波

予報 

最大の高さ（1m単位で

予報） 

 

○○港の特定地点（別紙２

の地図参照） 

 

随時 
別紙１のと

おり 

３．津波の予報を行う地震の発生領域 

  北緯○○度～○○度、東経○○○度～○○○度の範囲で発生する地震 

４．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 

震源に関する情報 

震源・震度に関する情報 

地震に関するその他の情報 

津波情報 

津波警報・注意報・震源に関する情報 

(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

○○港の潮位データ（現地観測値） 

（気象庁の潮位観測点□□） 
(一財)気象業務支援センター ○○社 IP-VPN 

５．気象庁の津波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 ○○社 IP-VPN 
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Ⅵ.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。 

下表の１～３に示した事項の複数に該当する場合の変更報告書は、１通にまと

めて構いません。 

 

該 当 事 項 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 ３９ 

２．定款（寄附行為）又は役員に変更があった場合 ４０ 

３．以下の書類の記載事項に変更があった場合 ４１ 

（１）予報業務計画書（津波）  

（２）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要（津波）  

（３）観測施設の概要（津波）  

（４）予報資料の収集解析及び警報事項の受信の施設の概要（津波）  

 

 

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 
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２．提出書類の記入例及び記入要領 

（１） 許可を受けた者の氏名、名称又は住所の変更 

 

＜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（津波）  

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

氏名又は名称  △△△△株式会社 

法人の場合は代表者氏名  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．氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

氏名又は名称  △△△△株式会社  

法人の場合は代表者氏名  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） 定款（寄附行為）又は役員の変更 

 

＜記入要領＞  

・ 定款（寄附行為）の変更の場合は、変更後の定款（寄附行為）（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（津波）  

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

氏名又は名称  △△△△株式会社 

法人の場合は代表者氏名  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．氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

氏名又は名称  △△△△株式会社  

法人の場合は代表者氏名  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（役員名簿は登記事項証明書参照） 

「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）提出書類の記載事項変更                            

 

 

  ＜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（津波）  

 

 

気象庁長官 

     ○ ○ ○ ○ 殿 

氏名又は名称  △△△△株式会社 

法人の場合は代表者氏名  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．氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者氏名 

氏名又は名称  △△△△株式会社  

法人の場合は代表者氏名  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）要員の配置の状況及び勤務の交替の概要 

（３）観測施設の概要 

（４）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 該当頁 

予報業務計画書（津波） １ ３６ 

要員の配置の状況及び勤務の交替の概要

（津波） 
１ ２５ 

観測施設の概要（津波） １ ２５ 

予報資料の収集解析及び警報事項の受信施

設の概要（津波） 
１ ２５ 

 

・ 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 該当頁 

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 
１ ２３ 

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 ２６ 

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 ２６ 
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Ⅶ.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１

２条）。 

なお、許可を受けた業務の一部を廃止する場合（例えば、津波及び地震動の予報業

務の許可を受けた事業者が、津波の予報業務のみを廃止する場合）は、予報業務の変

更認可の対象です。 

 

● 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）予報業務廃止届出書 

 

・廃止した予報業務の範囲 

「許可を受けた予報業務の全部」と記入してください。 

・廃止を必要とした理由 

「受注業務が終了したため。」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（津波） 

 

気象庁長官 

    ○ ○ ○ ○  殿 

 

氏名又は名称  △△△△株式会社 

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長□□□□  

 

 令和○○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．届出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 

氏名又は名称  △△△△株式会社  

法人の場合は代表者氏名  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）予報業務休止届出書 

 

・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 

 

                          令和○○年○○月○○日 

予報業務休止届出書（津波） 

 

気象庁長官 

    ○ ○ ○ ○  殿 

氏名又は名称  △△△△株式会社 

法人の場合は代表者氏名  代表取締役社長□□□□  

 

 令和○○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．届出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 

氏名又は名称  △△△△株式会社  

法人の場合は代表者氏名  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 

 （津波） 

目  的 

範            囲 

予報の種類 
対象とする区域 

現象 項目 

○○港の施設管理

者への津波予報の

提供 

津波 最大の高さ ○○港 

 

３. 休止の日、休止予定期間 

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 

予報を行うためのシステムの更新作業を行うため。 

記入例 

押印不要 
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 「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。（「Ⅵ.予報

業務の変更事項の報告」参照） 
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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  

（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。 

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。  

 

（予報業務の許可） 

第十七条 気象庁以外の者が気象、地象（地震及び火山現象を除く）、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。 
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（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

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。 

 

（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

一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。 
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（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。 

 

（予報業務の全部又は一部の休廃止） 

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） 

第二十三条 気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。

但し、政令で定める場合は、この限りでない。 

 

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。 

（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。 

（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 
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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 

（略） 

 

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 

（略） 

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員がその法人又

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 
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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

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 
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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） 
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第五章 （略） 

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。 

（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．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（気象庁長官通達） 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。 

 

別紙１ （略） 
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別紙２ 

 

津波の予報業務許可等に関する審査基準を定めるにあたって 

東日本大震災の甚大な津波被害は、津波による人的被害を軽減する方策は住民等の迅速な避難

が基本であること、そのため住民等の防災意識を高めるとともに国や地方公共団体を始めとする

防災関係機関が防災に関するわかりやすい情報の発信や確実な伝達を行う必要性などを教訓とし

て示した（別添）。 

気象庁は津波からの避難行動をとるための最初のきっかけとなる命にかかわる情報として津波

警報を発表している。 

これらを踏まえ、津波の予報業務の許可を受けた者は、気象庁の津波警報等の情報の確実・迅速

な伝達に努めるとともに、自らの提供する予報が混乱なく用いられ、避難の妨げとなることがない

ように、対策をとることが求められる。 

このような観点から、津波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に関

する審査基準を以下に定めるものである。 

 

津波の予報業務の許可等に関する審査基準 

 

第１ 予報業務の目的 

行おうとする予報業務に即して、その目的が具体的に示されていること。 

 

第２ 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 

 津波とする。ただし、地震に伴って発生する津波に限る。 

 ロ 予報を行おうとする項目 

津波の第一波の予想到達時刻、津波の高さ等とする。 

（２）対象としようとする区域 

 予報の対象とする区域は個別の地点又は明確に区分できる区域とし、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その名称によるも

のとし、それ以外の場合は緯度・経度、住所又は地図上の表示によるものとする。 

 

第３ 許可等の条件 

 許可等に際し、公共の利益を確保するため、特に津波に関する確実な防災対策と社会の安寧（混

乱防止）を考慮し、別記に掲げる必要最小限の条件を付すこととする。 

 

第４ 観測その他の予報のための資料の収集の施設 

１ 予報を行う際に収集が必要な資料 

（１）大津波警報、津波警報、津波注意報及び津波予報（以下「津波警報等」という。）との整合

性を保つために気象庁が発表する次に掲げる地震の震源要素及び津波に関する予報資料のほか、
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予報を行おうとする項目、対象区域、予報の時間的、空間的分解能に適切に対応した地震及び

津波に関する資料及び予報を行おうとする項目に応じた現地観測値を収集すること。 

・ 震源・震度に関する情報 

・ 震源に関する情報 

・ 地震に関するその他の情報 

・ 大津波警報、津波警報及び津波注意報 

・ 津波情報 

（２）現地観測値については、対象とする区域ごとに１か所以上の地点の観測値を収集すること。

ただし、対象とする区域外の地点であっても、対象とする区域の津波の状況を適切に把握でき

る観測値が得られる場合は、その地点の観測値をもって現地観測値にかえることができる。 

 

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、沿岸の地理的条件を勘案して、予報を行

おうとする対象区域の津波の状況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）観測に用いる測器については、予報の種類に対応した十分な精度を有し、地震時にも安定し

て観測ができるものであること。 

（３）申請者以外の者が保有する施設から現地観測値を収集する場合は、契約等に基づき当該現地

観測値を確実に入手できること。 

 

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）申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、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５ 予報のための解析の施設 

（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し、行おうとする予報を利用

目的に応じた適切な時間内にて発表できる電子計算機その他の施設であること。 

（２）申請者以外の者が保有する施設を用いる場合は、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６ 適切な予報業務の運用に必要な要員の確保 

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。 

 

第７ 警報事項の受信のための施設及び要員 

 津波の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施設その他の施設及び要

員を有すること。 

 

第８ 現象の予想の方法 

（１）津波の予想の方法は、地震の震源要素から津波波源を推定し、津波の伝播を考慮して予想す
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る、若しくは、沖合の津波観測値から津波の伝播を考慮して予想するなど、予報を行おうとす

る項目及び対象区域並びに予報に使用する資料に応じた物理的手法を用いること。 

（２）地震の震源要素から津波波源を推定して津波を予想する場合は、津波警報等との整合性を保

つために気象庁が津波警報等で発表する震源要素を利用し、想定する断層の位置と形状の不確

定性の考え方が気象庁のものと整合する方法であること。 

 

別記  許可等の条件（第３関係） 

 津波の予報業務の許可又は認可を受ける者（以下「事業者」という。）に対して、警報事項の伝

達等法令で定められたもののほか、以下の遵守すべき事項を条件として付す。 

（津波警報等との整合性） 

（１）気象庁が、マグニチュードの数値を発表せず、「巨大」又は「高い」という定性的表現で大

津波警報又は津波警報を発表した津波にかかる予報を行う場合には、気象庁と同じ定性的表現

による予報を行う、若しくは、気象庁の津波警報等をそのまま伝えること。 

（２）気象庁の津波警報等が更新された場合には、予報を行おうとする項目、対象区域、予報の時

間的、空間的分解能等を考慮した上で、更新条件を定めて適切な予報の更新を行うこと。 

（利用者の特定及び利用者に対する説明等） 

（３）事業者は、契約等に基づき予報の利用者を特定し、あらかじめ次のことについて、利用者の

すべてに対して説明(*)をするか、若しくは、利用者の一部の者に説明するとともにそれ以外の

利用者が説明を受けるよう必要な措置を講ずること。さらに、予報の提供時にもその説明内容

が想起されるよう予報内容に簡易の説明文を付加するなどの措置を講ずること。 

・ 気象庁が行う津波警報等ではなく事業者が行う津波の予報であること（責任の所在）。 

・ 気象庁と異なる数値の予想が出ることがあっても、気象庁の津波警報等との整合性は保たれ

ていること（津波警報等との関係）。 

・ 事業者の予報の精度、対象区域、予報の更新の条件等の利用に当たっての留意事項（利用上

の留意事項）。 

(*)説明事項を記した書面の配布や、画面に表示した説明を読まずとも承諾が可能などの簡易な

方法によるものは、説明事項が正しく認識されないおそれがあるため、説明が行われたもの

とはみなされない。 

（予報に使用する名称及び用語） 

（４）事業者が津波の予報に使用する名称には、気象庁が行う「大津波警報」、「津波警報」、「津波

注意報」及びこれらとまぎらわしい名称を使用しないこと。 

（５）事業者が「大津波」等の防災事項に関連する用語を用いる場合は、気象庁の大津波警報、津

波警報及び津波注意報の基準と矛盾しないようにするとともに、避難等の防災行動を妨げるよ

うな用語を使用しないこと。 
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別添 

東日本大震災を踏まえた津波防災に関する教訓等（主に津波警報、情報に係るもの） 

 

中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告」（平

成 23年 9月 28日）より 

○ 津波による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本となる。海岸保全施設等の施

設整備に過度に期待することなく、大きな地震が発生すれば、迷うことなく迅速かつ自主的にで

きるだけ高い場所に避難を開始するなど、避難行動をとることの重要性を啓発し、住民等の防災

意識の向上にも努め、確実な避難行動に結び付けていく必要がある。 

○ 津波警報や避難指示等は、行政や住民等にとって避難行動をとるための最初のきっかけとなる

情報で命に関わるものである。 

○ 津波襲来時の避難行動に関わる情報は命に関わる情報であることから、防災行政無線、Ｊ-ＡＬ

ＥＲＴ、テレビ、ラジオ、携帯電話、ワンセグ等のあらゆる手段を活用し、津波警報等が行政や

住民等に確実に伝わるようにするべきである。 

○ 津波災害は、十数年に一度程度の発生頻度ではあるものの、ひとたび発生すれば甚大な被害が

発生するおそれがある。我が国の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があることを住民等に十

分に周知し、継続的に防災対策を進めるとともに、地震・津波の科学的理解を深め、住民等の防

災意識の向上に努める必要がある。 

 

中央防災会議 「防災対策推進検討会議 津波避難対策検討ワーキンググループ報告」(平成 24年

7月)より 

○ 津波による人的被害を軽減するためには、住民等一人ひとりの主体的な避難行動が基本となる。

津波からの避難については、強い揺れや弱くても長い揺れがあった場合には津波の発生を想起し、

津波警報等の情報を待たずに自らできうる限り迅速に高い場所への避難を開始することとし、率

先して避難行動を取ることを徹底していく必要がある。 

○ 地震による揺れを感じにくい場合には、大津波警報等による避難行動の喚起が重要であり、大

津波警報を見聞きしたら速やかに避難することも併せて徹底するとともに、標高の低い場所や沿

岸部にいる場合など、自らの置かれた状況によっては、津波警報でも避難する必要があることも

周知する必要がある。 

○ 今回の東日本大震災の甚大な被害を踏まえ、今後発生する可能性のある地震・津波に対して一

刻も早く実行性のある対策を進めていかなければならない。 

 このためには、国、地方公共団体はもとより、地域住民、企業等が、二度と東日本大震災の惨

禍を起こさないように肝に銘じ、問題を先送りせず、それぞれの役割に応じた対策を着実に進め

ていく必要がある。 

 

 

別紙３から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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４.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
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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

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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付録 

津波の予想の方法に関する審査上のポイント 

津波の予測手法は、津波の原因となる地震の発生の確認、津波伝播の基本方程式、

数値解法、境界条件等の組合せについて多様な方法があります。このため、申請され

た手法に応じて、また、予報業務の目的に照らして、現象の予想の方法が技術的に妥

当なものかどうかを審査します。ここでは、代表的な二つの方法について、審査の際

に主に点検する項目を示します。これらの方法以外で申請を行う場合にも、これらの

例を参考に、申請書を作成してください。また、作成にあたり不明な点については、

気象庁までお問い合わせください。 

 

１．震源要素により波源を推定する方法の場合 

 

（１）初期条件の設定方法 

地震の観測値等にもとづき、科学的に適切な仮定をもとに津波波形の初期条件を設

定することが必要です。また、審査基準第８（２）に規定されているとおり、気象庁

の津波警報等との整合性を保つために、想定する断層の位置と形状の不確定性の考え

方が気象庁のものと整合する方法であることが必要です。 

 

①断層パラメータの設定 

・ 断層面の形状は矩形で、その大きさ（縦、横の長さ）とすべり量は、マグニチ

ュードに基づくスケーリング則（例えば宇津(1984)）を使用することを基本と

します。 

・ 近地地震の場合は、断層の走向は海溝軸に沿う方向とし、付近に海溝軸がない

場合には、海岸線に沿った方向としてください。断層の傾斜角 45 度の逆断層

（すべり角 90度）とします。これらは、防災上の観点から最も大きな津波を発

生させるパラメータを設定する考え方に基づいています。これらと異なった断

層パラメータを設定する場合は、その設定方法と根拠を示してください。 

・ 遠地地震の場合、気象庁の量的津波予報のデータベースでは、断層の走向、傾

斜角、すべり角については、過去の地震記録を参考に、震央によって異なる値

が設定されていますので、こららのパラメータに整合するように設定してくだ

さい。 

・ 気象庁の量的津波予報のデータベースで使用している、断層の走行等のデータ

は、別途数値データで提供します。詳細は資料「気象庁の津波の予測手法に関

する技術資料」（別資料）を参照してください。 

 

②地殻変動の設定 

・ 断層のずれによる海底地殻変動は適切な方法（Mamsinha and Smylie（1971）、

Sato and Matsu"ura（1974）、Okada（1985. 1992）等）で推定してください。 
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③断層面の広がりの不確定性 

・ 沿岸近傍の地震の場合、断層面の広がりの不確定性（震源が断層面上のどこに

位置するか分からないこと）を考慮することが必要です。（次図参照）これ以外

の場合は、震源は断層面の中心に位置することとします。 

・ 断層面の広がりの不確定性の考慮が必要な領域は、気象庁の量的津波予報デー

タベースが 0.5 度毎に配置されている領域です。これらの領域の情報について

は、別途数値データで提供します。詳細は資料「気象庁の津波の予測手法に関

する技術資料」（別資料）を参照してください。 

 

  

図 断層面の広がりの不確定性 

地震発生直後には、震源と断層面との位置関係は不明です。そのため、断層の位置に

よって予報結果が大きく変わる可能性のある沿岸近傍の地震については、図に示したよ

うな震源と断層面の位置の不確定性を考慮した予報を行うことが防災上重要です。 

 

上記と異なる設定を行う場合は、その設定方法と根拠を示してください。予報の内容

及び目的に応じて審査を行います。  

 

（２）現象の予想を行う方程式 

現象の予測に使用する方程式は、計算の対象となる領域の広さ、計算時間、水深な

どに応じた適切なものを使用してください。水深５０～１００ｍまでは線形長波理論

または非線形長波理論、それ以浅の浅海では摩擦項を含んだ非線形長波理論に基づく

計算を行い、遠地津波の場合はコリオリ力の考慮も必要です。 

震源

①

②

③

④

⑦

⑤

⑥

⑧

⑨
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例）気象庁が量的津波予報で使用している方程式 

 
※ここで、座標軸 x と y はそれぞれ東向き、南向きを正とする。Vx、Vy はそれぞれ東向き、南向きに

水粒子の動く速度（水深方向に平均した流速）で、hと dはそれぞれ水位と水深、f はコリオリパラメ

ータ、Cf は海底摩擦係数である。移流項と摩擦項は水深が 100m 以下の場合にのみ考慮し、コリオリ

力は遠地津波の場合にのみ考慮している。 

 

（３）数値計算手法 

計算に使用する数値計算手法（有限差分法、有限要素法等）を示してください。（２）

の基礎方程式を、使用する数値計算手法に応じた形式に直したものも示してください。 

 

（４）境界条件 

計算の対象となる領域の陸側、沖側に適切な境界条件を設定することが必要です。 

 

① 陸側境界 

遡上計算域においては、隣接する計算格子の水位と地盤高の関係を考慮して流量

を設定することが必要です。（例えば岩崎・真野（1979）、小谷ら（1998）） 

遡上計算を行わない場合は、海岸を直立壁と考え完全反射とすることを基本とし

ます。 

上記以外の方法を用いる場合は、その手法とその根拠を明示することが必要です。 

 

② 沖側境界 

沖側境界へは自由透過するものと仮定し、その計算手法を明示してください。 

 

③異なる空間格子領域の接続境界 

異なる空間格子領域の接続境界においては、境界上の格子間で線形補間された物

理量を受け渡すことを基本とします。それ以外の方法を用いる場合は、その手法と

その根拠を明示することが必要です。 

 

（５）地形データ 

予報対象とする区域における津波を予想するために必要な領域に関する、精度のよ
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い地形データを使用することが必要です。 

海底地形データとしては、国内外の機関が作成した次のようなデータの利用が推奨

されます。 

 

日本海洋データセンター(JODC) 500mメッシュ水深データ 

日本水路協会 海底地形デジタルデータ M7000、M5000、日本近海 30秒グリッド水

深データ（JTOPO30）、GEBCO（大洋水深総図） 

 

遡上計算を行う場合に用いる陸上地形データは、国土地理院の数値標高モデル（10m

又は 5mメッシュ）などが推奨されます。 

 

（６）潮位基準面 

実際の天文潮を考慮した予想を行う場合は、天文潮の推定方法を示してください。 

 

（７）計算時間と間隔 

津波の高さを予報する場合は予想対象区域の津波の最大の高さ等が得られるよう、

また、津波の浸水域を予報する場合は予想対象区域への遡上が計算できるよう、十分

な計算時間を設定することが必要です。計算時間間隔はＣＦＬ条件などの安定条件を

満たすように適切に設定してください。 

 

（８）計算領域 

計算領域は、予報対象領域、予報対象とする地震の発生領域、予報の計算時間等を

考慮して、津波の挙動を精度良く予測できるよう適切に設定してください。 

 

（９）計算格子設定 

津波の数値計算における空間格子間隔は、本邦から 500km程度以内の日本近海に関

しては、最低１分以下の空間格子間隔で、それ以遠の場合は最低３分以下とし、また

沿岸部では、予報の内容に応じた分解能の空間格子間隔で計算を行うことが必要です。 

特に、津波の浸水を予報する場合には、予報対象とその周辺の沿岸域について、津

波の遡上の挙動を計算でき、かつ、陸上の場所の標高が予報の分解能に必要な精度で

得られる空間格子間隔を設定する必要があります。 
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２．沖合津波観測値を用いる方法の場合 

 

沖合津波観測値は沖合での観測データから得られますが、観測データには津波以外

の変化が含まれる場合があることから注意が必要です。注意事項の具体例については

資料「沖合の津波・潮位等の観測データの津波防災への利用を目的とした提供につい

て」（※）を参照してください。また津波が観測されるということはその原因となる地

震が発生しているからであり、沖合津波観測値を用いる方法で予報を行う場合であっ

ても、地震の発生の確認が必要です。 

 

※沖合の津波・潮位等の観測データの津波防災への利用を目的とした提供について 

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/okiai/index.html 

 

沖合観測点での津波の高さから沿岸の津波の高さを予想する手法については、下記

に示すグリーンの法則を用いることを基本とします。 

 

（１）グリーンの法則 

下記に示すグリーンの法則の式で、波向線間隔（水路幅）の係数αは適切に設定す

る必要があります。 

 

 

 

係数αの推定には、十分に観測事例のある場合には、沖合観測値と予測対象地点に

おける観測値との回帰分析から係数αを求めてください。 

十分に観測事例の無い場合には、観測事例の分析に加え、詳細な数値計算より得ら

れた予測対象地点の津波の高さと、沖合観測点における津波の高さの予測値の回帰分

析から係数αを求めてください。数値計算の対象とする地震は予報対象とする地震を

十分に網羅していることとします。 

分析の妥当性を確認し、得られた係数αの確からしさを推定するため、logαの分

散値を求めてください。  

 

 

                          

平成○○年○○月○○日 
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（２）予想に用いる観測点の条件 

予想に用いる沖合観測点については、海岸地形を考慮し沖合観測点を通過した津波

が予報対象地点・区域に入射するとみなせる位置にあることが必要です。 
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図 ナウファス観測施設の津波の

第一波の沿岸津波換算値と検潮

所での実測値の関係 

ここで αは 1.065、log10αの分

散は 0.135 である。 

Hayashi (2010)より引用 


