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変更点
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公共情報コモンズXMLフォーマット version2.0 第1版 変更点
ページ名
pcx

項番
―

pcx
pcx_ib

pcx_eb

pcx_add

pcx_html

pcx_ah

pcx_ev

要素名
―

9 commons:xmlVersion
―

―

―

―

―

―

pcx_ev

―

―

―

―

―

―

5 Reason

変更箇所
名前空間
要素追加
名前空間

名前空間

名前空間

名前空間

名前空間

名前空間

意味

pcx_ev

5 Reason

解説

pcx_ev

9 AttachmentFiles

要素追加

pcx_ev

14 AlertLevel

要素追加

pcx_ev

23 Sort

取りうる値

pcx_ev

32 pcx_eb:Location

解説

pcx_ev

35 ComplementaryInfo

要素追加

pcx_ev

36 Reason

要素追加

pcx_ev

37 Guideline

要素追加

pcx_ev

38 TypeOfDisaster

要素追加

pcx_ev

47 GeometryRef

要素追加

pcx_sh

pcx_tsf

pcx_di

pcx_gi

pcx_en

pcx_cp

pcx_um

pcx_wl

pcx_rf

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

名前空間

名前空間

名前空間

名前空間

名前空間

名前空間

名前空間

名前空間

名前空間

変更点
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0」
要素を追加しました。
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/informationBasis」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/informationBasis」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/elementBasis」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/elementBasis」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/addition」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/addition」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/html」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/html」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/AntidisasterHeadquarter」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/AntidisasterHeadquarter」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/evacuation」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/evacuation」
意味を変更しました。
（変更前）発令理由
（変更後）発令・解除理由
以下の文章を修正しました。
（変更前）避難勧告等を発令した際の理由を表し、住民にとっての避難理由でもある。
（変更後）避難勧告等を発令または解除した際の理由を表し、住民にとっての避難理由でもあ
る。
要素を追加しました。
要素を追加しました。
取りうる値に "災害発生情報" を追加しました。
以下の文章を追加しました。
「このPCXMLに地理情報が添付されている場合、本要素に polygon および circle の要素を記
述してはならない。」
要素を追加しました。
要素を追加しました。
要素を追加しました。
要素を追加しました。
要素を追加しました。
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/shelter」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/shelter」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/temporarystayfacilities」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/temporarystayfacilities」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/DamageInformation」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/DamageInformation」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/GeneralInformation」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/GeneralInformation」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/event」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/event」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/CivilProtection」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/CivilProtection」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/UrgentMail」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/UrgentMail」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/waterlevel」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/waterlevel」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/rainfall」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/rainfall」
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pcx_tl

pcx_fr

項番
―

―

pcx_fr

―

―

30 KindCode

pcx_fr

pcx_pf

要素名

31 KindName

-

pcx_system ―

pcx_system

-

―

1 EscalationMessage

変更箇所
名前空間

名前空間

解説

解説

名前空間

名前空間

意味

pcx_system

3 EscalationType

意味

pcx_system

7 EscalationType

取りうる値

pcx_system

pcx_system

pcx_system

pcx_system

pcx_system

9 DateTime

10 ReceiverInfo

10 ReceiverInfo

10 ReceiverInfo

12 Detail

意味

要素の指定

出現回数

解説

解説

pcx_system

50 UrgentMailInfo

要素の指定

pcx_system

51 IncomingXMLInfo

要素追加

pcx_system

56 type.IncomingXMLInfo

型追加

pcx_system

57 pcx_add:URI

要素追加

pcx_system

58 TotalSize

要素追加

pcx_system

59 AttachmentFileSize

要素追加

pcx_system

60 SubscriberID

要素追加

pcx_system

61 Applicant

要素追加

pcx_gstCod
―
e
pcx_resCod
―
e

―

―

名前空間

名前空間

変更点
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/tidelevel」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/tidelevel」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/familiariseriver」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/familiariseriver」
解説を変更しました。
（変更前）1：はん濫注意情報
2：はん濫警戒情報
3：はん濫危険情報
4：はん濫発生情報 等
（変更後）1：氾濫注意情報
2：氾濫警戒情報
3：氾濫危険情報
4：氾濫発生情報
解説を変更しました。
（変更前）"はん濫注意情報",
"はん濫警戒情報",
"はん濫危険情報",
"はん濫発生情報" 等
（変更後）"氾濫注意情報",
"氾濫警戒情報",
"氾濫危険情報",
"氾濫発生情報"
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/powerfailure」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/powerfailure」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/1.5/body/System」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/2.0/body/System」
意味を変更しました。
（変更前）配信結果情報のルート要素
（変更後）発信・配信結果情報のルート要素
意味を変更しました。
（変更前）配信結果情報の種別
（変更後）発信・配信結果情報の種別
取りうる値に "ContentsSizeExceeded" を追加しました。
意味を変更しました。
（変更前）配信結果情報生成日時
（変更後）発信・配信結果情報生成日時
要素の指定を変更しました。
（変更前） 必須
（変更後） 条件付き必須
出現回数を変更しました。
（変更前） 1
（変更後） 0または1
解説に以下の文章を追加しました。
「EscalationTypeが"DeliveryFailed", "DeliverySucceeded", "OvertakingDetected"の場合必須
である。"ContentsSizeExceeded"の場合要素ごと省略する。」
解説の以下の文章を修正しました。
（変更前） 「EscalationTypeが"DeliverySucceeded"で、処理対象トピックのTopicTypeが
"UrgentMail"の場合のみ必須となる。」
（変更後） 「「EscalationTypeが"DeliverySucceeded"で、処理対象トピックのTopicTypeが
"UrgentMail"」の場合または「EscalationTypeが"ContentsSizeExceeded"」の場合に必須とな
る。」
要素の指定を変更しました。
（変更前） 必須(親要素省略可)
（変更後） 条件付き必須
要素を追加しました。
型を追加しました。
要素を追加しました。
要素を追加しました。
要素を追加しました。
要素を追加しました。
要素を追加しました。
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/gaugingStationCode-2009」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/gaugingStationCode-2009」
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/reservoirsCode-2009」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/reservoirsCode-2009」
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ページ名

項番

pcx_rivCode ―

要素名
―

変更箇所
名前空間

変更点
名前空間を変更しました。
（変更前）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml1/riverCode-2009」
（変更後）「http://xml.publiccommons.ne.jp/pcxml2/riverCode-2009」
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