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気 象 庁 

 

気象庁防災情報 XML フォーマットに係る資料の一部（地震火山関連）更新等について 

 

 気象庁防災情報 XML フォーマット情報提供ページ（http://xml.kishou.go.jp/）に掲載され

ている資料の一部（地震火山関連）について、更新等を行いました。概要は以下のとおりです。 

 

１．AreaInformationCity コード表 

 市町村等コードを追加します。追加するコードを別紙１に示します。 

  

２．地震火山関連 XML コード表 

（１）震度観測点パラメータ更新に伴うコード更新 

 シート24のAreaInformationCityコード表及びPointSeismicIntensityコード表を更新しま

した。変更内容を別紙２に示します。 

 

（２）火山名称の表記の適正化 

 シート 82 の PointVolcano コード表における火山名称の表記について、以下のとおり訂正を

行いました。 

正 誤 

燧ヶ岳 燧ケ岳 

弥陀ヶ原 弥陀ケ原 

青ヶ島 青ケ島 

 

３．地震火山関連 XML 電文解説資料 

 更新該当項及びページは以下のとおりです。変更の見え消しを別紙３に示します。 

項 ページ 

表紙 － 

はじめに － 

Ⅰ(ⅱ)ヘッダ部 Ⅰ－５ 

Ⅱ(ⅰ)ア(イ)津波情報 Ⅱ．12－2、Ⅱ．12－12、Ⅱ．12－14

Ⅱ(ⅰ)イ(ア)緊急地震速報警報・予報 Ⅱ．21－2 

Ⅱ(ⅰ)ウ(イ)地震情報（震源に関する情報） Ⅱ．32－1、Ⅱ．32－2 

Ⅱ(ⅰ)ウ(ウ)地震情報（震源・震度に関する情報） Ⅱ．33－1、Ⅱ．33－3、Ⅱ．33－8 

Ⅱ(ⅰ)ウ(オ)地震情報（地震回数に関する情報） Ⅱ．35－1、Ⅱ．35－2 

Ⅱ(ⅰ)ウ(カ)地震情報（顕著な地震の震源要素更新

のお知らせ） 
Ⅱ．36－2 

 



４．火山 XML サンプル電文の差替 

差替対象サンプルファイル及び修正内容は以下のとおりです。 

差替対象サンプルファイル名 
修正内容※ 

Ａ① Ａ② Ｂ① Ｂ② 

70_43-46_01_091210_01kazanjoho1.xml ○ - - - 

70_43-46_01_091210_02kazanjoho1.xml ○ - - - 

70_43-46_01_091210_03kaznkaisetsu1.xml ○ - - - 

70_43-46_01_091210_04kazanjoho1.xml ○ - - - 

70_43-46_01_091210_05kazanjoho1.xml ○ - - - 

70_43-46_01_091210_06kazanjoho1.xml ○ - - - 

70_43-46_01_091210_07kazangensyou1.xml ○ - - - 

70_43-46_01_091210_08kazangensyou1.xml ○ - - - 

70_43-46_01_091210_09kaznkaisetsu1.xml ○ - - - 

70_43-46_02_091210_01kazanjyohou1.xml ○ - - - 

70_43-46_02_091210_02kazanjyohou1.xml ○ - - - 

70_43-46_02_091210_03kazangensyou1.xml ○ - - - 

70_43-46_02_091210_04kazanjyohou1.xml ○ - - - 

70_43-46_02_091210_05chihouumikazan10.xml ○ - - - 

70_43-46_02_091210_06kazangensyou1.xml ○ - - - 

70_43-46_02_091210_07kazanjyohou1.xml ○ - - - 

70_43-46_02_091210_08kazanjyohou1.xml ○ - - - 

70_43-46_02_091210_09chihouumikazan10.xml ○ - - - 

70_43-46_02_091210_10kazanjyohou1.xml ○ - - - 

70_43-46_03_100514_sonota_kazanjyohou1.xml ○ ○ ○ ○ 

70_43-46_04_100831_kaznkaisetsu1.xml ○ ○ ○ - 
※「修正内容」欄の記号の示す内容は以下のとおりです。 

Ａ 緯度経度情報（Coordinate）の表記の修正 

 ①緯度経度の記載内容の書式に誤りがあったため修正した。 

 例） 

  修正前 +4232.63+14050.35+733 

  修正後 +4232.63+14050.35+733/ 

②緯度経度の属性 discription の表記について、標高が負の火山（海底火山）の表記

を「標高」から「水深」とし、表記される値を常に正となるように改めた。 

Ｂ コード表の訂正に伴う修正 

①次の火山名の修正を行った。 

燧ケ岳→燧ヶ岳、弥陀ケ原→弥陀ヶ原、青ケ島→青ヶ島 

 ②次の市町村名の修正を行った 

  鎌ヶ谷市→鎌ケ谷市、袖ヶ浦市→袖ケ浦市、関ヶ原町→関ケ原町 

 

 



５．サンプルスタイルシートの修正 

 地震津波東海情報向けサンプルスタイルシート（100806_jishin_tsunami_tokai_decode.xsl）

について、以下の点を修正しました。 

 

（１） 緊急地震速報（警報）の追加発表対象予報区判定処理の適正化 

 緊急地震速報（警報）の続報が発表された場合の、直前の「防災気象情報要素名」

（/Head/Headline/Information/Item/LastKind/Name）について、誤りがあったため修正しまし

た（「100806_jishin_tsunami_tokai_decode.xsl」の 138 行目）。 

 

正 誤 

なし 前回なし 

 

（２） 緊急地震速報（細分区域）の表示処理適正化 

 緊急地震速報の XML 電文仕様上、あり得ない処理があったため、該当処理内容を削除しまし

た（「100806_jishin_tsunami_tokai_decode.xsl」の 539～541 行目付近、及び 548～550 行目）。 

 

（３） 緊急地震速報の最大予測震度の表示処理追加 

 最大予測震度の表示処理が存在しなかったため、該当処理を追加し まし た

（「101202_jishin_tsunami_tokai_decode.xsl」の 534～558 行目付近）。 

 



（別紙１） 

追加する AreaInformationCity コードの一覧 

 

 



（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震度観測点パラメータ更新に伴う地震火山関連 XML コード表の変更内容 

 



１．新規観測点（63地点）

新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110100 札幌中央区 さっぽろちゅうおうく 0110140 札幌中央区南４条 さっぽろちゅうおうくみなみよじょう
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110200 札幌北区 さっぽろきたく 0110240 札幌北区篠路 さっぽろきたくしのろ
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110200 札幌北区 さっぽろきたく 0110241 札幌北区新琴似 さっぽろきたくしんことに
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110300 札幌東区 さっぽろひがしく 0110340 札幌東区元町 さっぽろひがしくもとまち
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110400 札幌白石区 さっぽろしろいしく 0110440 札幌白石区北郷 さっぽろしろいしくきたごう
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110500 札幌豊平区 さっぽろとよひらく 0110540 札幌豊平区月寒東 さっぽろとよひらくつきさむひがし
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110600 札幌南区 さっぽろみなみく 0110640 札幌南区真駒内 さっぽろみなみくまこまない
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110600 札幌南区 さっぽろみなみく 0110641 札幌南区簾舞 さっぽろみなみくみすまい
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110700 札幌西区 さっぽろにしく 0110740 札幌西区琴似 さっぽろにしくことに
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110800 札幌厚別区 さっぽろあつべつく 0110840 札幌厚別区もみじ台 さっぽろあつべつくもみじだい
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0110900 札幌手稲区 さっぽろていねく 0110940 札幌手稲区前田 さっぽろていねくまえだ
新 101 石狩地方中部 いしかりちほうちゅうぶ 0111000 札幌清田区 さっぽろきよたく 0111040 札幌清田区平岡 さっぽろきよたくひらおか
新 161 釧路地方中南部 くしろちほうちゅうなんぶ 0120600 釧路市 くしろし 0120640 釧路市音別町本町 くしろしおんべつちょうほんちょう
新 242 山形県村山 やまがたけんむらやま 0621100 東根市 ひがしねし 0621120 東根市中央 ひがしねしちゅうおう
新 242 山形県村山 やまがたけんむらやま 0621200 尾花沢市 おばなざわし 0621220 尾花沢市若葉町 おばなざわしわかばちょう
新 356 新島 にいじま 1336300 新島村 にいじまむら 1336300 新島村大原 にいじまむらおおはら
新 430 岐阜県飛騨 ぎふけんひだ 2121700 飛騨市 ひだし 2121733 飛騨市神岡町東町 ひだしかみおかちょうひがしまち
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2710200 大阪都島区 おおさかみやこじまく 2710230 大阪都島区都島本通 おおさかみやこじまくみやこじまほんどおり
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2710300 大阪福島区 おおさかふくしまく 2710330 大阪福島区福島 おおさかふくしまくふくしま
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2710600 大阪西区 おおさかにしく 2710630 大阪西区九条南 おおさかにしくくじょうみなみ
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2710700 大阪港区 おおさかみなとく 2710730 大阪港区築港 おおさかみなとくちっこう
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2710800 大阪大正区 おおさかたいしょうく 2710830 大阪大正区泉尾 おおさかたいしょうくいずお
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2710900 大阪天王寺区 おおさかてんのうじく 2710930 大阪天王寺区上本町 おおさかてんのうじくうえほんまち
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2711100 大阪浪速区 おおさかなにわく 2711130 大阪浪速区元町 おおさかなにわくもとまち
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2711400 大阪東淀川区 おおさかひがしよどがわく 2711430 大阪東淀川区北江口 おおさかひがしよどがわくきたえぐち
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2711500 大阪東成区 おおさかひがしなりく 2711530 大阪東成区東中本 おおさかひがしなりくひがしなかもと
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2711600 大阪生野区 おおさかいくのく 2711630 大阪生野区舎利寺 おおさかいくのくしゃりじ
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2711700 大阪旭区 おおさかあさひく 2711730 大阪旭区大宮 おおさかあさひくおおみや
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2711800 大阪城東区 おおさかじょうとうく 2711830 大阪城東区放出西 おおさかじょうとうくはなてんにし
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2711900 大阪阿倍野区 おおさかあべのく 2711930 大阪阿倍野区松崎町 おおさかあべのくまつざきちょう
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2712000 大阪住吉区 おおさかすみよしく 2712030 大阪住吉区遠里小野 おおさかすみよしくおりおの
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2712100 大阪東住吉区 おおさかひがしすみよしく 2712130 大阪東住吉区杭全 おおさかひがしすみよしくくまた
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2712200 大阪西成区 おおさかにしなりく 2712230 大阪西成区岸里 おおさかにしなりくきしのさと
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2712300 大阪淀川区 おおさかよどがわく 2712330 大阪淀川区木川東 おおさかよどがわくきかわひがし
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2712400 大阪鶴見区 おおさかつるみく 2712430 大阪鶴見区横堤 おおさかつるみくよこづつみ
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2712500 大阪住之江区 おおさかすみのえく 2712530 大阪住之江区御崎 おおさかすみのえくみさき
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2712600 大阪平野区 おおさかひらのく 2712630 大阪平野区平野南 おおさかひらのくひらのみなみ
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2712700 大阪北区 おおさかきたく 2712730 大阪北区茶屋町 おおさかきたくちゃやまち
新 520 大阪府北部 おおさかふほくぶ 2712800 大阪中央区 おおさかちゅうおうく 2712830 大阪中央区大阪府庁 おおさかちゅうおうくおおさかふちょう
新 521 大阪府南部 おおさかふなんぶ 2714300 大阪堺市東区 おおさかさかいしひがしく 2714330 大阪堺市東区日置荘原寺町 おおさかさかいしひがしくひきしょうはらでらまち

新 521 大阪府南部 おおさかふなんぶ 2714400 大阪堺市西区 おおさかさかいしにしく 2714430 大阪堺市西区鳳東町 おおさかさいしにしくおおとりひがしまち
新 521 大阪府南部 おおさかふなんぶ 2714500 大阪堺市南区 おおさかさかいしみなみく 2714530 大阪堺市南区桃山台 おおさかさかいしみなみくももやまだい
新 521 大阪府南部 おおさかふなんぶ 2714600 大阪堺市北区 おおさかさかいしきたく 2714630 大阪堺市北区新金岡町 おおさかさかいしきたくしんかなおかちょう
新 575 島根県隠岐 しまねけんおき 3252800 隠岐の島町 おきのしまちょう 3252802 隠岐の島町郡 おきのしまちょうこおり
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421000 庄原市 しょうばらし 3421020 庄原市西城町大佐 しょうばらしさいじょうちょうおおさ
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421000 庄原市 しょうばらし 3421021 庄原市東城町 しょうばらしとうじょうちょう
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421000 庄原市 しょうばらし 3421022 庄原市高野町 しょうばらしたかのちょう
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3436900 北広島町 きたひろしまちょう 3436921 北広島町川小田 きたひろしまちょうかわこだ
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420500 尾道市 おのみちし 3420521 尾道市因島土生町 おのみちしいんのしまはぶちょう
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420720 福山市東桜町 ふくやましひがしさくらまち
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420800 広島府中市 ひろしまふちゅうし 3420820 広島府中市府川町 ひろしまふちゅうしふかわちょう
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3454500 神石高原町 じんせきこうげんちょう 3454520 神石高原町油木 じんせきこうげんちょうゆき
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421200 東広島市 ひがしひろしまし 3421220 東広島市西条栄町 ひがしひろしましさいじょうさかえまち
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420220 呉市中央 くれしちゅうおう
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421300 廿日市市 はつかいちし 3421320 廿日市市大野 はつかいちしおおの
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420300 竹原市 たけはらし 3420320 竹原市中央 たけはらしちゅうおう
新 610 香川県東部 かがわけんとうぶ 3720100 高松市 たかまつし 3720120 高松市扇町 たかまつしおうぎまち
新 732 長崎県島原半島 ながさきけんしまばらはんとう 4221300 雲仙市 うんぜんし 4221335 雲仙市雲仙出張所 うんぜんしうんぜんしゅっちょうしょ
新 742 熊本県球磨 くまもとけんくま 4351400 あさぎり町 あさぎりちょう 4351431 あさぎり町上 あさぎりちょううえ
新 742 熊本県球磨 くまもとけんくま 4351400 あさぎり町 あさぎりちょう 4351432 あさぎり町岡原 あさぎりちょうおかはら
新 742 熊本県球磨 くまもとけんくま 4351400 あさぎり町 あさぎりちょう 4351433 あさぎり町須惠 あさぎりちょうすえ
新 742 熊本県球磨 くまもとけんくま 4351400 あさぎり町 あさぎりちょう 4351434 あさぎり町深田 あさぎりちょうふかだ
新 750 大分県北部 おおいたけんほくぶ 4421400 国東市 くにさきし 4421421 国東市国見町伊美 くにさきしくにみまちいみ

地域名称の読み 情報用市町村名称の読み 震度観測点名称の読み 備考
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コー
ド
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XML
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２．移設観測点（222地点）

旧 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0220500 五所川原市 ごしょがわらし 0220530 五所川原市金木町 ごしょがわらしかなぎちょう 移設
新 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0220500 五所川原市 ごしょがわらし 0220532 五所川原市金木町 ごしょがわらしかなぎちょう
旧 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0220500 五所川原市 ごしょがわらし 0220531 五所川原市相内 ごしょがわらしあいうち 移設
新 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0220500 五所川原市 ごしょがわらし 0220533 五所川原市相内 ごしょがわらしあいうち
旧 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0238100 板柳町 いたやなぎまち 0238130 板柳町板柳 いたやなぎまちいたやなぎ 移設
新 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0238100 板柳町 いたやなぎまち 0238131 板柳町板柳 いたやなぎまちいたやなぎ
旧 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0220900 つがる市 つがるし 0220931 つがる市森田町 つがるしもりたちょう 移設
新 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0220900 つがる市 つがるし 0220936 つがる市森田町 つがるしもりたちょう
旧 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0220900 つがる市 つがるし 0220933 つがる市稲垣町 つがるしいながきちょう 移設
新 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0220900 つがる市 つがるし 0220937 つがる市稲垣町 つがるしいながきちょう
旧 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0230700 外ヶ浜町 そとがはままち 0230731 外ヶ浜町平舘 そとがはままちたいらだて 移設
新 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0230700 外ヶ浜町 そとがはままち 0230733 外ヶ浜町平舘 そとがはままちたいらだて
旧 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0230700 外ヶ浜町 そとがはままち 0230732 外ヶ浜町三厩 そとがはままちみんまや 移設
新 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0230700 外ヶ浜町 そとがはままち 0230734 外ヶ浜町三厩 そとがはままちみんまや
旧 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0238700 中泊町 なかどまりまち 0238730 中泊町中里 なかどまりまちなかさと 移設
新 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0238700 中泊町 なかどまりまち 0238732 中泊町中里 なかどまりまちなかさと
旧 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0238700 中泊町 なかどまりまち 0238731 中泊町小泊 なかどまりまちこどまり 移設
新 200 青森県津軽北部 あおもりけんつがるほくぶ 0238700 中泊町 なかどまりまち 0238733 中泊町小泊 なかどまりまちこどまり
旧 201 青森県津軽南部 あおもりけんつがるなんぶ 0220200 弘前市 ひろさきし 0220231 弘前市五所 ひろさきしごしょ 移設
新 201 青森県津軽南部 あおもりけんつがるなんぶ 0220200 弘前市 ひろさきし 0220232 弘前市五所 ひろさきしごしょ
旧 201 青森県津軽南部 あおもりけんつがるなんぶ 0236100 藤崎町 ふじさきまち 0236131 藤崎町水木 ふじさきまちみずき 移設
新 201 青森県津軽南部 あおもりけんつがるなんぶ 0236100 藤崎町 ふじさきまち 0236132 藤崎町水木 ふじさきまちみずき
旧 201 青森県津軽南部 あおもりけんつがるなんぶ 0236700 田舎館村 いなかだてむら 0236730 田舎館村田舎館 いなかだてむらいなかだて 移設
新 201 青森県津軽南部 あおもりけんつがるなんぶ 0236700 田舎館村 いなかだてむら 0236731 田舎館村田舎館 いなかだてむらいなかだて
旧 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0220300 八戸市 はちのへし 0220330 八戸市南郷区 はちのへしなんごうく 移設
新 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0220300 八戸市 はちのへし 0220331 八戸市南郷区 はちのへしなんごうく
旧 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0240500 六戸町 ろくのへまち 0240530 六戸町犬落瀬 ろくのへまちいぬおとせ 移設
新 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0240500 六戸町 ろくのへまち 0240531 六戸町犬落瀬 ろくのへまちいぬおとせ
旧 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0240800 東北町 とうほくまち 0240830 東北町塔ノ沢山 とうほくまちとうのさわやま 移設
新 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0240800 東北町 とうほくまち 0240832 東北町塔ノ沢山 とうほくまちとうのさわやま
旧 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244100 三戸町 さんのへまち 0244130 三戸町在府小路 さんのへまちざいふこうじ 移設
新 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244100 三戸町 さんのへまち 0244131 三戸町在府小路 さんのへまちざいふこうじ
旧 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244200 五戸町 ごのへまち 0244230 五戸町倉石中市 ごのへまちくらいしなかいち 移設
新 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244200 五戸町 ごのへまち 0244231 五戸町倉石中市 ごのへまちくらいしなかいち
旧 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244300 田子町 たっこまち 0244330 田子町田子 たっこまちたっこ 移設
新 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244300 田子町 たっこまち 0244331 田子町田子 たっこまちたっこ
旧 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244500 青森南部町 あおもりなんぶちょう 0244531 青森南部町平 あおもりなんぶちょうたいら 移設
新 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244500 青森南部町 あおもりなんぶちょう 0244533 青森南部町平 あおもりなんぶちょうたいら
旧 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244500 青森南部町 あおもりなんぶちょう 0244532 青森南部町苫米地 あおもりなんぶちょうとまべち 移設
新 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244500 青森南部町 あおもりなんぶちょう 0244534 青森南部町苫米地 あおもりなんぶちょうとまべち
旧 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244600 階上町 はしかみちょう 0244630 階上町道仏 はしかみちょうどうぶつ 移設
新 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0244600 階上町 はしかみちょう 0244631 階上町道仏 はしかみちょうどうぶつ
旧 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0241200 おいらせ町 おいらせちょう 0241230 おいらせ町上明堂 おいらせちょうかみあけどう 移設
新 202 青森県三八上北 あおもりけんさんぱちかみきた 0241200 おいらせ町 おいらせちょう 0241232 おいらせ町上明堂 おいらせちょうかみあけどう
旧 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0831000 城里町 しろさとまち 0831032 城里町徳蔵 しろさとまちとくら 移設
新 300 茨城県北部 いばらきけんほくぶ 0831000 城里町 しろさとまち 0831033 城里町徳蔵 しろさとまちとくら
旧 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0820500 石岡市 いしおかし 0820531 石岡市八郷 いしおかしやさと 移設
新 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0820500 石岡市 いしおかし 0820532 石岡市八郷 いしおかしやさと
旧 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0822000 つくば市 つくばし 0822030 つくば市谷田部 つくばしやたべ 移設
新 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0822000 つくば市 つくばし 0822032 つくば市苅間 つくばしかりま
旧 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0822000 つくば市 つくばし 0822031 つくば市小茎 つくばしおぐき 移設
新 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0822000 つくば市 つくばし 0822033 つくば市小茎 つくばしおぐき
旧 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0823000 かすみがうら市 かすみがうらし 0823030 かすみがうら市大和田 かすみがうらしおおわだ 移設
新 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0823000 かすみがうら市 かすみがうらし 0823032 かすみがうら市大和田 かすみがうらしおおわだ
旧 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0821100 常総市 じょうそうし 0821131 常総市新石下 じょうそうししんいしげ 移設
新 301 茨城県南部 いばらきけんなんぶ 0821100 常総市 じょうそうし 0821133 常総市新石下 じょうそうししんいしげ
旧 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1223700 山武市 さんむし 1223731 山武市埴谷 さんむしはにや 移設
新 340 千葉県北東部 ちばけんほくとうぶ 1223700 山武市 さんむし 1223734 山武市埴谷 さんむしはにや
旧 350 東京都２３区 とうきょうとにじゅうさんく 1311900 東京板橋区 とうきょういたばしく 1311930 東京板橋区高島平 とうきょういたばしくたかしまだいら 移設
新 350 東京都２３区 とうきょうとにじゅうさんく 1311900 東京板橋区 とうきょういたばしく 1311931 東京板橋区高島平 とうきょういたばしくたかしまだいら
旧 370 新潟県上越 にいがたけんじょうえつ 1521600 糸魚川市 いといがわし 1521631 糸魚川市能生 いといがわしのう 移設
新 370 新潟県上越 にいがたけんじょうえつ 1521600 糸魚川市 いといがわし 1521633 糸魚川市能生 いといがわしのう
旧 370 新潟県上越 にいがたけんじょうえつ 1522200 上越市 じょうえつし 1522240 上越市板倉区針 じょうえつしいたくらくはり 移設
新 370 新潟県上越 にいがたけんじょうえつ 1522200 上越市 じょうえつし 1522245 上越市板倉区針 じょうえつしいたくらくはり
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1520200 長岡市 ながおかし 1520230 長岡市中之島 ながおかしなかのしま 移設
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1520200 長岡市 ながおかし 1520245 長岡市中之島 ながおかしなかのしま
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1520200 長岡市 ながおかし 1520236 長岡市与板町与板 ながおかしよいたまちよいた 移設
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1520200 長岡市 ながおかし 1520246 長岡市与板町与板 ながおかしよいたまちよいた
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旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1520500 柏崎市 かしわざきし 1520532 柏崎市高柳町岡野町 かしわざきしたかやなぎちょうおかのまち 移設
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1520500 柏崎市 かしわざきし 1520536 柏崎市高柳町岡野町 かしわざきしたかやなぎちょうおかのまち
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1521000 十日町市 とおかまちし 1521033 十日町市上山 とおかまちしうわやま 移設
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1521000 十日町市 とおかまちし 1521037 十日町市上山 とおかまちしうわやま
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1521000 十日町市 とおかまちし 1521035 十日町市松之山 とおかまちしまつのやま 移設
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1521000 十日町市 とおかまちし 1521038 十日町市松之山 とおかまちしまつのやま
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1521000 十日町市 とおかまちし 1521036 十日町市松代 とおかまちしまつだい 移設
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1521000 十日町市 とおかまちし 1521039 十日町市松代 とおかまちしまつだい
旧 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1522500 魚沼市 うおぬまし 1522530 魚沼市堀之内 うおぬましほりのうち 移設
新 371 新潟県中越 にいがたけんちゅうえつ 1522500 魚沼市 うおぬまし 1522536 魚沼市堀之内 うおぬましほりのうち
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521200 村上市 むらかみし 1521233 村上市今宿 むらかみしいまじゅく 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521200 村上市 むらかみし 1521236 村上市岩船駅前 むらかみしいわふねえきまえ
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521200 村上市 むらかみし 1521235 村上市府屋 むらかみしふや 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521200 村上市 むらかみし 1521237 村上市府屋 むらかみしふや
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521300 燕市 つばめし 1521331 燕市分水桜町 つばめしぶんすいさくらまち 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521300 燕市 つばめし 1521334 燕市分水桜町 つばめしぶんすいさくらまち
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521300 燕市 つばめし 1521332 燕市吉田日之出町 つばめしよしだひのでちょう 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1521300 燕市 つばめし 1521335 燕市吉田日之出町 つばめしよしだひのでちょう
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1534200 弥彦村 やひこむら 1534230 弥彦村矢作 やひこむらやはぎ 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1534200 弥彦村 やひこむら 1534231 弥彦村矢作 やひこむらやはぎ
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1558100 関川村 せきかわむら 1558130 関川村下関 せきかわむらしもせき 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1558100 関川村 せきかわむら 1558131 関川村下関 せきかわむらしもせき
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1558600 粟島浦村 あわしまうらむら 1558630 粟島浦村日ノ見山 あわしまうらむらひのみやま 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1558600 粟島浦村 あわしまうらむら 1558631 粟島浦村日ノ見山 あわしまうらむらひのみやま
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1522300 阿賀野市 あがのし 1522331 阿賀野市保田 あがのしやすだ 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1522300 阿賀野市 あがのし 1522334 阿賀野市保田 あがのしやすだ
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1522300 阿賀野市 あがのし 1522332 阿賀野市姥ヶ橋 あがのしうばがはし 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1522300 阿賀野市 あがのし 1522335 阿賀野市姥ヶ橋 あがのしうばがはし
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1538500 阿賀町 あがまち 1538530 阿賀町津川 あがまちつがわ 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1538500 阿賀町 あがまち 1538534 阿賀町津川 あがまちつがわ
旧 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1522700 胎内市 たいないし 1522730 胎内市黒川 たいないしくろかわ 移設
新 372 新潟県下越 にいがたけんかえつ 1522700 胎内市 たいないし 1522731 胎内市黒川 たいないしくろかわ
旧 375 新潟県佐渡 にいがたけんさど 1522400 佐渡市 さどし 1522436 佐渡市真野新町 さどしまのしんまち 移設
新 375 新潟県佐渡 にいがたけんさど 1522400 佐渡市 さどし 1522440 佐渡市真野新町 さどしまのしんまち
旧 440 静岡県伊豆 しずおかけんいず 2222200 伊豆市 いずし 2222231 伊豆市市山 いずしいちやま 移設
新 440 静岡県伊豆 しずおかけんいず 2222200 伊豆市 いずし 2222233 伊豆市市山 いずしいちやま
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2322200 東海市 とうかいし 2322230 東海市中央町 とうかいしちゅうおうちょう 移設
新 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2322200 東海市 とうかいし 2322231 東海市加木屋町 とうかいしかぎやまち
旧 500 滋賀県北部 しがけんほくぶ 2520300 長浜市 ながはまし 2520338 長浜市西浅井町大浦 ながはましにしあざいちょうおおうら 移設
新 500 滋賀県北部 しがけんほくぶ 2520300 長浜市 ながはまし 2520339 長浜市西浅井町大浦 ながはましにしあざいちょうおおうら
旧 500 滋賀県北部 しがけんほくぶ 2521200 高島市 たかしまし 2521234 高島市勝野 たかしましかつの 移設
新 500 滋賀県北部 しがけんほくぶ 2521200 高島市 たかしまし 2521236 高島市勝野 たかしましかつの
旧 500 滋賀県北部 しがけんほくぶ 2521400 米原市 まいばらし 2521430 米原市長岡 まいばらしながおか 移設
新 500 滋賀県北部 しがけんほくぶ 2521400 米原市 まいばらし 2521434 米原市長岡 まいばらしながおか
旧 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2520100 大津市 おおつし 2520130 大津市真野 おおつしまの 移設
新 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2520100 大津市 おおつし 2520132 大津市真野 おおつしまの
旧 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2520400 近江八幡市 おうみはちまんし 2520430 近江八幡市安土町小中 おうみはちまんしあづちちょうこなか 移設
新 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2520400 近江八幡市 おうみはちまんし 2520431 近江八幡市安土町下豊浦 おうみはちまんしあづちちょうしもといら
旧 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2520700 守山市 もりやまし 2520730 守山市吉身 もりやましよしみ 移設
新 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2520700 守山市 もりやまし 2520731 守山市石田町 もりやましいしだちょう
旧 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2521300 東近江市 ひがしおうみし 2521332 東近江市山上町 ひがしおうみしやまかみちょう 移設
新 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2521300 東近江市 ひがしおうみし 2521337 東近江市山上町 ひがしおうみしやまかみちょう
旧 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2521300 東近江市 ひがしおうみし 2521333 東近江市下中野町 ひがしおうみししもなかのちょう 移設
新 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2521300 東近江市 ひがしおうみし 2521338 東近江市妹町 ひがしおうみしいもとちょう
旧 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2521300 東近江市 ひがしおうみし 2521336 東近江市躰光寺町 ひがしおうみしたいこうじちょう 移設
新 501 滋賀県南部 しがけんなんぶ 2521300 東近江市 ひがしおうみし 2521339 東近江市躰光寺町 ひがしおうみしたいこうじちょう
旧 521 大阪府南部 おおさかふなんぶ 2738300 千早赤阪村 ちはやあかさかむら 2738331 千早赤阪村水分 ちはやあかさかむらすいぶん 移設
新 521 大阪府南部 おおさかふなんぶ 2738300 千早赤阪村 ちはやあかさかむら 2738332 千早赤阪村水分 ちはやあかさかむらすいぶん
旧 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820930 豊岡市中央町 とよおかしちゅうおうちょう 移設
新 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820936 豊岡市中央町 とよおかしちゅうおうちょう
旧 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820932 豊岡市竹野町 とよおかしたけのちょう 移設
新 530 兵庫県北部 ひょうごけんほくぶ 2820900 豊岡市 とよおかし 2820937 豊岡市竹野町 とよおかしたけのちょう
旧 532 兵庫県南西部 ひょうごけんなんせいぶ 2848100 上郡町 かみごおりちょう 2848130 上郡町大持 かみごおりちょうだいもち 移設
新 532 兵庫県南西部 ひょうごけんなんせいぶ 2848100 上郡町 かみごおりちょう 2848131 上郡町大持 かみごおりちょうだいもち
旧 540 奈良県 ならけん 2920400 天理市 てんりし 2920430 天理市川原城町 てんりしかわはらじょうちょう 移設
新 540 奈良県 ならけん 2920400 天理市 てんりし 2920431 天理市川原城町 てんりしかわはらじょうちょう
旧 540 奈良県 ならけん 2920600 桜井市 さくらいし 2920630 桜井市粟殿 さくらいしおおどの 移設
新 540 奈良県 ならけん 2920600 桜井市 さくらいし 2920631 桜井市粟殿 さくらいしおおどの



旧 540 奈良県 ならけん 2936300 田原本町 たわらもとちょう 2936330 田原本町役場 たわらもとちょうやくば 移設
新 540 奈良県 ならけん 2936300 田原本町 たわらもとちょう 2936331 田原本町役場 たわらもとちょうやくば
旧 540 奈良県 ならけん 2940100 高取町 たかとりちょう 2940130 高取町観覚寺 たかとりちょうかんがくじ 移設
新 540 奈良県 ならけん 2940100 高取町 たかとりちょう 2940131 高取町観覚寺 たかとりちょうかんがくじ
旧 540 奈良県 ならけん 2942600 広陵町 こうりょうちょう 2942630 広陵町南郷 こうりょうちょうなんごう 移設
新 540 奈良県 ならけん 2942600 広陵町 こうりょうちょう 2942631 広陵町南郷 こうりょうちょうなんごう
旧 540 奈良県 ならけん 2944900 十津川村 とつかわむら 2944930 十津川村小原 とつかわむらおはら 移設
新 540 奈良県 ならけん 2944900 十津川村 とつかわむら 2944931 十津川村小原 とつかわむらおはら
旧 540 奈良県 ならけん 2921200 宇陀市 うだし 2921230 宇陀市大宇陀区迫間 うだしおおうだくはさま 移設
新 540 奈良県 ならけん 2921200 宇陀市 うだし 2921234 宇陀市大宇陀区迫間 うだしおおうだくはさま
旧 570 島根県東部 しまねけんとうぶ 3220300 出雲市 いずもし 3220300 出雲市今市町 いずもしいまいちちょう 移設
新 570 島根県東部 しまねけんとうぶ 3220300 出雲市 いずもし 3220301 出雲市今市町 いずもしいまいちちょう
旧 575 島根県隠岐 しまねけんおき 3252800 隠岐の島町 おきのしまちょう 3252800 隠岐の島町西町 おきのしまちょうにしまち 移設
新 575 島根県隠岐 しまねけんおき 3252800 隠岐の島町 おきのしまちょう 3252801 隠岐の島町西町 おきのしまちょうにしまち
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3420900 広島三次市 ひろしまみよしし 3420932 広島三次市君田町 ひろしまみよししきみたちょう 移設
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3420900 広島三次市 ひろしまみよしし 3420939 広島三次市君田町 ひろしまみよししきみたちょう
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3420900 広島三次市 ひろしまみよしし 3420935 広島三次市吉舎町 ひろしまみよししきさちょう 移設
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3420900 広島三次市 ひろしまみよしし 3420940 広島三次市吉舎町 ひろしまみよししきさちょう
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421400 安芸高田市 あきたかたし 3421432 安芸高田市美土里町 あきたかたしみどりちょう 移設
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421400 安芸高田市 あきたかたし 3421438 安芸高田市美土里町 あきたかたしみどりちょう
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421400 安芸高田市 あきたかたし 3421434 安芸高田市甲田町 あきたかたしこうだちょう 移設
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421400 安芸高田市 あきたかたし 3421439 安芸高田市甲田町 あきたかたしこうだちょう
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3436800 安芸太田町 あきおおたちょう 3436831 安芸太田町中筒賀 あきおおたちょうなかつつが 移設
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3436800 安芸太田町 あきおおたちょう 3436833 安芸太田町中筒賀 あきおおたちょうなかつつが
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3436800 安芸太田町 あきおおたちょう 3436832 安芸太田町戸河内 あきおおたちょうとごうち 移設
新 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3436800 安芸太田町 あきおおたちょう 3436834 安芸太田町戸河内 あきおおたちょうとごうち
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420400 三原市 みはらし 3420430 三原市大和町 みはらしだいわちょう 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420400 三原市 みはらし 3420433 三原市大和町 みはらしだいわちょう
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420400 三原市 みはらし 3420431 三原市本郷南 みはらしほんごうみなみ 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420400 三原市 みはらし 3420434 三原市本郷南 みはらしほんごうみなみ
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420400 三原市 みはらし 3420432 三原市久井町 みはらしくいちょう 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420400 三原市 みはらし 3420435 三原市久井町 みはらしくいちょう
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420500 尾道市 おのみちし 3420530 尾道市久保 おのみちしくぼ 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420500 尾道市 おのみちし 3420536 尾道市久保 おのみちしくぼ
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420500 尾道市 おのみちし 3420534 尾道市瀬戸田町 おのみちしせとだちょう 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420500 尾道市 おのみちし 3420537 尾道市瀬戸田町 おのみちしせとだちょう
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420732 福山市鞆町 ふくやましともちょう 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420739 福山市鞆町 ふくやましともちょう
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420735 福山市新市町 ふくやまししんいちちょう 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420740 福山市新市町 ふくやまししんいちちょう
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420736 福山市沼隈町 ふくやましぬまくまちょう 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420741 福山市沼隈町 ふくやましぬまくまちょう
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420737 福山市神辺町 ふくやましかんなべちょう 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420742 福山市神辺町 ふくやましかんなべちょう
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420800 広島府中市 ひろしまふちゅうし 3420831 広島府中市上下町上下 ひろしまふちゅうしじょうげちょうじょうげ 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420800 広島府中市 ひろしまふちゅうし 3420832 広島府中市上下町上下 ひろしまふちゅうしじょうげちょうじょうげ
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3454500 神石高原町 じんせきこうげんちょう 3454531 神石高原町高光 じんせきこうげんちょうたかみつ 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3454500 神石高原町 じんせきこうげんちょう 3454534 神石高原町高光 じんせきこうげんちょうたかみつ
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3454500 神石高原町 じんせきこうげんちょう 3454532 神石高原町下豊松 じんせきこうげんちょうしもとよまつ 移設
新 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3454500 神石高原町 じんせきこうげんちょう 3454535 神石高原町下豊松 じんせきこうげんちょうしもとよまつ
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3410200 広島東区 ひろしまひがしく 3410230 広島東区福田 ひろしまひがしくふくだ 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3410200 広島東区 ひろしまひがしく 3410231 広島東区福田 ひろしまひがしくふくだ
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3410800 広島佐伯区 ひろしまさえきく 3410831 広島佐伯区湯来町和田 ひろしまさえきくゆきちょうわだ 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3410800 広島佐伯区 ひろしまさえきく 3410832 広島佐伯区湯来町和田 ひろしまさえきくゆきちょうわだ
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420231 呉市焼山 くれしやけやま 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420242 呉市焼山 くれしやけやま
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420235 呉市川尻町 くれしかわじりちょう 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420243 呉市川尻町 くれしかわじりちょう
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420236 呉市音戸町 くれしおんどちょう 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420244 呉市音戸町 くれしおんどちょう
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420238 呉市蒲刈町 くれしかまがりちょう 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420245 呉市蒲刈町 くれしかまがりちょう
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420239 呉市安浦町 くれしやすうらちょう 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420246 呉市安浦町 くれしやすうらちょう
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420241 呉市豊町 くれしゆたかまち 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420247 呉市豊町 くれしゆたかまち
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421200 東広島市 ひがしひろしまし 3421231 東広島市福富町 ひがしひろしましふくとみちょう 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421200 東広島市 ひがしひろしまし 3421235 東広島市福富町 ひがしひろしましふくとみちょう



旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421200 東広島市 ひがしひろしまし 3421232 東広島市豊栄町 ひがしひろしましとよさかちょう 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421200 東広島市 ひがしひろしまし 3421236 東広島市豊栄町 ひがしひろしましとよさかちょう
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421200 東広島市 ひがしひろしまし 3421233 東広島市河内町 ひがしひろしましこうちちょう 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421200 東広島市 ひがしひろしまし 3421237 東広島市河内町 ひがしひろしましこうちちょう
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421300 廿日市市 はつかいちし 3421334 廿日市市宮島町 はつかいちしみやじまちょう 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421300 廿日市市 はつかいちし 3421335 廿日市市宮島町 はつかいちしみやじまちょう
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3430200 府中町 ふちゅうちょう 3430230 府中町大通り ふちゅうちょうおおどおり 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3430200 府中町 ふちゅうちょう 3430231 府中町大通り ふちゅうちょうおおどおり
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421500 江田島市 えたじまし 3421533 江田島市大柿町 えたじましおおがきちょう 移設
新 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421500 江田島市 えたじまし 3421534 江田島市大柿町 えたじましおおがきちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620100 徳島市 とくしまし 3620130 徳島市新蔵町 とくしまししんくらちょう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620100 徳島市 とくしまし 3620131 徳島市新蔵町 とくしまししんくらちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620300 小松島市 こまつしまし 3620330 小松島市横須町 こまつしましよこすちょう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620300 小松島市 こまつしまし 3620331 小松島市横須町 こまつしましよこすちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3634100 石井町 いしいちょう 3634130 石井町高川原 いしいちょうたかがわら 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3634100 石井町 いしいちょう 3634131 石井町高川原 いしいちょうたかがわら
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3634200 神山町 かみやまちょう 3634230 神山町神領 かみやまちょうじんりょう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3634200 神山町 かみやまちょう 3634231 神山町神領 かみやまちょうじんりょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3640100 松茂町 まつしげちょう 3640130 松茂町広島 まつしげちょうひろしま 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3640100 松茂町 まつしげちょう 3640131 松茂町広島 まつしげちょうひろしま
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3640300 藍住町 あいずみちょう 3640330 藍住町奥野 あいずみちょうおくの 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3640300 藍住町 あいずみちょう 3640331 藍住町奥野 あいずみちょうおくの
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3640400 板野町 いたのちょう 3640430 板野町大寺 いたのちょうおおてら 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3640400 板野町 いたのちょう 3640431 板野町大寺 いたのちょうおおてら
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3640500 上板町 かみいたちょう 3640530 上板町七條 かみいたちょうしちじょう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3640500 上板町 かみいたちょう 3640531 上板町七條 かみいたちょうしちじょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620500 吉野川市 よしのがわし 3620530 吉野川市川島町 よしのがわしかわしまちょう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620500 吉野川市 よしのがわし 3620533 吉野川市川島町 よしのがわしかわしまちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620500 吉野川市 よしのがわし 3620531 吉野川市山川町 よしのがわしやまかわちょう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620500 吉野川市 よしのがわし 3620534 吉野川市山川町 よしのがわしやまかわちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620500 吉野川市 よしのがわし 3620532 吉野川市美郷 よしのがわしみさと 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620500 吉野川市 よしのがわし 3620535 吉野川市美郷 よしのがわしみさと
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620700 美馬市 みまし 3620730 美馬市美馬町 みましみまちょう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620700 美馬市 みまし 3620732 美馬市美馬町 みましみまちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620700 美馬市 みまし 3620731 美馬市穴吹町 みましあなぶきちょう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620700 美馬市 みまし 3620733 美馬市穴吹町 みましあなぶきちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3646800 つるぎ町 つるぎちょう 3646820 つるぎ町貞光宮下 つるぎちょうさだみつみやした 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3646800 つるぎ町 つるぎちょう 3646821 つるぎ町貞光 つるぎちょうさだみつ
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3646800 つるぎ町 つるぎちょう 3646830 つるぎ町半田木ノ内 つるぎちょうはんだきのうち 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3646800 つるぎ町 つるぎちょう 3646832 つるぎ町半田 つるぎちょうはんだ
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3646800 つるぎ町 つるぎちょう 3646831 つるぎ町一宇赤松 つるぎちょういちうあかまつ 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3646800 つるぎ町 つるぎちょう 3646833 つるぎ町一宇 つるぎちょういちう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620600 阿波市 あわし 3620620 阿波市市場町市場 あわしいちばちょういちば 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620600 阿波市 あわし 3620621 阿波市市場町 あわしいちばちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620600 阿波市 あわし 3620630 阿波市吉野町西条 あわしよしのちょうさいじょう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620600 阿波市 あわし 3620633 阿波市吉野町 あわしよしのちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620600 阿波市 あわし 3620631 阿波市土成町土成 あわしどなりちょうどなり 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620600 阿波市 あわし 3620634 阿波市土成町 あわしどなりちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620600 阿波市 あわし 3620632 阿波市阿波町東原 あわしあわちょうひがしはら 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620600 阿波市 あわし 3620635 阿波市阿波町 あわしあわちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620821 徳島三好市東祖谷下瀬 とくしまみよししひがしいやしもせ 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620822 徳島三好市東祖谷 とくしまみよししひがしいや
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620830 徳島三好市三野町芝生 とくしまみよししみのちょうしぼう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620834 徳島三好市三野町 とくしまみよししみのちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620831 徳島三好市山城町大川持 とくしまみよししやましろちょうおおかわもち 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620835 徳島三好市山城町 とくしまみよししやましろちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620832 徳島三好市井川町辻 とくしまみよししいかわちょうつじ 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620836 徳島三好市井川町 とくしまみよししいかわちょう
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620833 徳島三好市西祖谷山村一宇 とくしまみよししにしいややまむらいちう 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3620800 徳島三好市 とくしまみよしし 3620837 徳島三好市西祖谷山村 とくしまみよししにしいややまむら
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3648900 東みよし町 ひがしみよしちょう 3648930 東みよし町昼間 ひがしみよしちょうひるま 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3648900 東みよし町 ひがしみよしちょう 3648932 東みよし町昼間 ひがしみよしちょうひるま
旧 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3648900 東みよし町 ひがしみよしちょう 3648931 東みよし町加茂 ひがしみよしちょうかも 移設
新 600 徳島県北部 とくしまけんほくぶ 3648900 東みよし町 ひがしみよしちょう 3648933 東みよし町加茂 ひがしみよしちょうかも
旧 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3620400 阿南市 あなんし 3620430 阿南市那賀川町苅屋 あなんしなかがわちょうかりや 移設
新 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3620400 阿南市 あなんし 3620432 阿南市那賀川町 あなんしなかがわちょう
旧 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3620400 阿南市 あなんし 3620431 阿南市羽ノ浦町中庄 あなんしはのうらちょうなかのしょう 移設
新 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3620400 阿南市 あなんし 3620433 阿南市羽ノ浦町 あなんしはのうらちょう
旧 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3630100 勝浦町 かつうらちょう 3630130 勝浦町久国 かつうらちょうひさくに 移設
新 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3630100 勝浦町 かつうらちょう 3630131 勝浦町久国 かつうらちょうひさくに
旧 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3636800 那賀町 なかちょう 3636832 那賀町上那賀 なかちょうかみなか 移設
新 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3636800 那賀町 なかちょう 3636835 那賀町上那賀 なかちょうかみなか
旧 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3636800 那賀町 なかちょう 3636834 那賀町木沢 なかちょうきさわ 移設
新 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3636800 那賀町 なかちょう 3636836 那賀町木沢 なかちょうきさわ



旧 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3638700 美波町 みなみちょう 3638730 美波町奥河内 みなみちょうおくがわち 移設
新 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3638700 美波町 みなみちょう 3638731 美波町奥河内 みなみちょうおくがわち
旧 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3638800 海陽町 かいようちょう 3638830 海陽町大里 かいようちょうおおざと 移設
新 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3638800 海陽町 かいようちょう 3638833 海陽町大里 かいようちょうおおざと
旧 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3638800 海陽町 かいようちょう 3638831 海陽町奥浦 かいようちょうおくうら 移設
新 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3638800 海陽町 かいようちょう 3638834 海陽町奥浦 かいようちょうおくうら
旧 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3638800 海陽町 かいようちょう 3638832 海陽町久保 かいようちょうくぼ 移設
新 601 徳島県南部 とくしまけんなんぶ 3638800 海陽町 かいようちょう 3638835 海陽町久保 かいようちょうくぼ
旧 620 愛媛県東予 えひめけんとうよ 3820200 今治市 いまばりし 3820237 今治市伯方町 いまばりしはかたちょう 移設
新 620 愛媛県東予 えひめけんとうよ 3820200 今治市 いまばりし 3820241 今治市伯方町 いまばりしはかたちょう
旧 620 愛媛県東予 えひめけんとうよ 3820200 今治市 いまばりし 3820240 今治市関前岡村 いまばりしせきぜんおかむら 移設
新 620 愛媛県東予 えひめけんとうよ 3820200 今治市 いまばりし 3820242 今治市関前岡村 いまばりしせきぜんおかむら
旧 620 愛媛県東予 えひめけんとうよ 3835600 上島町 かみじまちょう 3835631 上島町弓削 かみじまちょうゆげ 移設
新 620 愛媛県東予 えひめけんとうよ 3835600 上島町 かみじまちょう 3835635 上島町弓削 かみじまちょうゆげ
旧 630 高知県東部 こうちけんとうぶ 3920200 室戸市 むろとし 3920200 室戸市室戸岬町 むろとしむろとみさきちょう 移設
新 630 高知県東部 こうちけんとうぶ 3920200 室戸市 むろとし 3920202 室戸市室戸岬町 むろとしむろとみさきちょう
旧 632 高知県西部 こうちけんせいぶ 3921000 四万十市 しまんとし 3921030 四万十市中村大橋通 しまんとしなかむらおおはしどおり 移設
新 632 高知県西部 こうちけんせいぶ 3921000 四万十市 しまんとし 3921032 四万十市古津賀 しまんとしこつか
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3520400 萩市 はぎし 3520431 萩市江向 はぎしえむかい 移設
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3520400 萩市 はぎし 3520438 萩市江向 はぎしえむかい
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3520400 萩市 はぎし 3520434 萩市吉部 はぎしきべ 移設
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3520400 萩市 はぎし 3520439 萩市吉部 はぎしきべ
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3520400 萩市 はぎし 3520435 萩市須佐 はぎしすさ 移設
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3520400 萩市 はぎし 3520440 萩市須佐 はぎしすさ
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3520400 萩市 はぎし 3520436 萩市明木 はぎしあきらぎ 移設
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3520400 萩市 はぎし 3520441 萩市明木 はぎしあきらぎ
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3520400 萩市 はぎし 3520437 萩市福井 はぎしふくい 移設
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3520400 萩市 はぎし 3520442 萩市福井 はぎしふくい
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521100 長門市 ながとし 3521130 長門市東深川 ながとしひがしふかわ 移設
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521100 長門市 ながとし 3521134 長門市東深川 ながとしひがしふかわ
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521100 長門市 ながとし 3521131 長門市三隅 ながとしみすみ 移設
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521100 長門市 ながとし 3521135 長門市三隅 ながとしみすみ
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521300 美祢市 みねし 3521330 美祢市大嶺町 みねしおおみねちょう 移設
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521300 美祢市 みねし 3521333 美祢市大嶺町 みねしおおみねちょう
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521300 美祢市 みねし 3521331 美祢市美東町大田 みねしみとうちょうおおた 移設
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3521300 美祢市 みねし 3521334 美祢市美東町大田 みねしみとうちょうおおた
旧 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3550200 阿武町 あぶちょう 3550230 阿武町奈古 あぶちょうなご 移設
新 700 山口県北部 やまぐちけんほくぶ 3550200 阿武町 あぶちょう 3550231 阿武町奈古 あぶちょうなご
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520300 山口市 やまぐちし 3520330 山口市亀山町 やまぐちしかめやまちょう 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520300 山口市 やまぐちし 3520336 山口市亀山町 やまぐちしかめやまちょう
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520300 山口市 やまぐちし 3520331 山口市徳地堀 やまぐちしとくぢほり 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520300 山口市 やまぐちし 3520337 山口市徳地堀 やまぐちしとくぢほり
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520300 山口市 やまぐちし 3520334 山口市阿知須 やまぐちしあじす 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520300 山口市 やまぐちし 3520338 山口市阿知須 やまぐちしあじす
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520300 山口市 やまぐちし 3520335 山口市阿東徳佐 やまぐちしあとうとくさ 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520300 山口市 やまぐちし 3520339 山口市阿東徳佐 やまぐちしあとうとくさ
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3521500 周南市 しゅうなんし 3521531 周南市富田 しゅうなんしとんだ 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3521500 周南市 しゅうなんし 3521534 周南市富田 しゅうなんしとんだ
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520700 下松市 くだまつし 3520730 下松市大手町 くだまつしおおてまち 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520700 下松市 くだまつし 3520731 下松市大手町 くだまつしおおてまち
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520800 岩国市 いわくにし 3520831 岩国市玖珂総合支所 いわくにしくがそうごうししょ 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520800 岩国市 いわくにし 3520837 岩国市玖珂総合支所 いわくにしくがそうごうししょ
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520800 岩国市 いわくにし 3520834 岩国市錦町広瀬 いわくにしにしきまちひろせ 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520800 岩国市 いわくにし 3520838 岩国市錦町広瀬 いわくにしにしきまちひろせ
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520800 岩国市 いわくにし 3520835 岩国市美川町四馬神 いわくにしみかわまちしめがみ 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3520800 岩国市 いわくにし 3520839 岩国市美川町四馬神 いわくにしみかわまちしめがみ
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3521000 光市 ひかりし 3521030 光市中央 ひかりしちゅうおう 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3521000 光市 ひかりし 3521032 光市中央 ひかりしちゅうおう
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3521000 光市 ひかりし 3521031 光市岩田 ひかりしいわた 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3521000 光市 ひかりし 3521033 光市岩田 ひかりしいわた
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3532100 和木町 わきちょう 3532130 和木町和木 わきちょうわき 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3532100 和木町 わきちょう 3532131 和木町和木 わきちょうわき
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3534100 上関町 かみのせきちょう 3534130 上関町長島 かみのせきちょうながしま 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3534100 上関町 かみのせきちょう 3534131 上関町長島 かみのせきちょうながしま
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3534400 平生町 ひらおちょう 3534430 平生町平生 ひらおちょうひらお 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3534400 平生町 ひらおちょう 3534431 平生町平生 ひらおちょうひらお
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3530500 周防大島町 すおうおおしまちょう 3530530 周防大島町久賀 すおうおおしまちょうくか 移設
新 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3530500 周防大島町 すおうおおしまちょう 3530535 周防大島町久賀 すおうおおしまちょうくか



旧 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520100 下関市 しものせきし 3520130 下関市役所 しものせきしやくしょ 移設
新 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520100 下関市 しものせきし 3520135 下関市役所 しものせきしやくしょ
旧 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520100 下関市 しものせきし 3520131 下関市菊川町田部 しものせきしきくがわちょうたべ 移設
新 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520100 下関市 しものせきし 3520136 下関市菊川町田部 しものせきしきくがわちょうたべ
旧 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520100 下関市 しものせきし 3520132 下関市豊田町殿敷 しものせきしとよたちょうとのしき 移設
新 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520100 下関市 しものせきし 3520137 下関市豊田町殿敷 しものせきしとよたちょうとのしき
旧 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520100 下関市 しものせきし 3520133 下関市豊北町角島 しものせきしほうほくちょうつのしま 移設
新 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520100 下関市 しものせきし 3520138 下関市豊北町角島 しものせきしほうほくちょうつのしま
旧 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520200 宇部市 うべし 3520230 宇部市常盤町 うべしときわちょう 移設
新 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3520200 宇部市 うべし 3520232 宇部市常盤町 うべしときわちょう
旧 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3521600 山陽小野田市 さんようおのだし 3521630 山陽小野田市日の出 さんようおのだしひので 移設
新 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3521600 山陽小野田市 さんようおのだし 3521632 山陽小野田市日の出 さんようおのだしひので
旧 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3521600 山陽小野田市 さんようおのだし 3521631 山陽小野田市鴨庄 さんようおのだしかものしょう 移設
新 702 山口県西部 やまぐちけんせいぶ 3521600 山陽小野田市 さんようおのだし 3521633 山陽小野田市鴨庄 さんようおのだしかものしょう
旧 730 長崎県北部 ながさきけんほくぶ 4220201 佐世保市 させぼし 4220230 佐世保市吉井町 させぼしよしいちょう 移設
新 730 長崎県北部 ながさきけんほくぶ 4220201 佐世保市 させぼし 4220235 佐世保市吉井町 させぼしよしいちょう
旧 730 長崎県北部 ながさきけんほくぶ 4220201 佐世保市 させぼし 4220231 佐世保市世知原町 させぼしせちばるちょう 移設
新 730 長崎県北部 ながさきけんほくぶ 4220201 佐世保市 させぼし 4220236 佐世保市世知原町 させぼしせちばるちょう
旧 730 長崎県北部 ながさきけんほくぶ 4220700 平戸市 ひらどし 4220733 平戸市大島村 ひらどしおおしまむら 移設
新 730 長崎県北部 ながさきけんほくぶ 4220700 平戸市 ひらどし 4220734 平戸市大島村 ひらどしおおしまむら
旧 730 長崎県北部 ながさきけんほくぶ 4239100 佐々町 さざちょう 4239130 佐々町本田原 さざちょうほんたばる 移設
新 730 長崎県北部 ながさきけんほくぶ 4239100 佐々町 さざちょう 4239131 佐々町本田原 さざちょうほんたばる
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220101 長崎市長浦町 ながさきしながうらまち 移設
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220103 長崎市長浦町 ながさきしながうらまち
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220131 長崎市伊王島町 ながさきしいおうじままち 移設
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220135 長崎市伊王島町 ながさきしいおうじままち
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220132 長崎市高島町 ながさきしたかしままち 移設
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220136 長崎市高島町 ながさきしたかしままち
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220134 長崎市神浦夏井町 ながさきしこうのうらなついまち 移設
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4220100 長崎市 ながさきし 4220137 長崎市神浦江川町 ながさきしこうのうらえがわまち
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4221200 西海市 さいかいし 4221230 西海市西彼町 さいかいしせいひちょう 移設
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4221200 西海市 さいかいし 4221234 西海市西彼町 さいかいしせいひちょう
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4221200 西海市 さいかいし 4221231 西海市西海町 さいかいしさいかいちょう 移設
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4221200 西海市 さいかいし 4221235 西海市西海町 さいかいしさいかいちょう
旧 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4221200 西海市 さいかいし 4221233 西海市崎戸町 さいかいしさきとちょう 移設
新 731 長崎県南西部 ながさきけんなんせいぶ 4221200 西海市 さいかいし 4221236 西海市崎戸町 さいかいしさきとちょう
旧 732 長崎県島原半島 ながさきけんしまばらはんとう 4221400 南島原市 みなみしまばらし 4221436 南島原市深江町 みなみしまばらしふかえちょう 移設
新 732 長崎県島原半島 ながさきけんしまばらはんとう 4221400 南島原市 みなみしまばらし 4221437 南島原市深江町 みなみしまばらしふかえちょう
旧 736 長崎県壱岐 ながさきけんいき 4221000 壱岐市 いきし 4221031 壱岐市芦辺町芦辺 いきしあしべちょうあしべ 移設
新 736 長崎県壱岐 ながさきけんいき 4221000 壱岐市 いきし 4221033 壱岐市芦辺町芦辺 いきしあしべちょうあしべ
旧 737 長崎県五島 ながさきけんごとう 4241100 新上五島町 しんかみごとうちょう 4241131 新上五島町榎津 しんかみごとうちょうえのきづ 移設
新 737 長崎県五島 ながさきけんごとう 4241100 新上五島町 しんかみごとうちょう 4241135 新上五島町立串 しんかみごとうちょうたてぐし
旧 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4520300 延岡市 のべおかし 4520330 延岡市東本小路 のべおかしひがしほんこうじ 移設
新 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4520300 延岡市 のべおかし 4520335 延岡市東本小路 のべおかしひがしほんこうじ
旧 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4520600 日向市 ひゅうがし 4520630 日向市東郷町山陰 ひゅうがしとうごうちょうやまげ 移設
新 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4520600 日向市 ひゅうがし 4520631 日向市東郷町山陰 ひゅうがしとうごうちょうやまげ
旧 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4520800 西都市 さいとし 4520830 西都市聖陵町 さいとしせいりょうちょう 移設
新 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4520800 西都市 さいとし 4520831 西都市聖陵町 さいとしせいりょうちょう
旧 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4540100 高鍋町 たかなべちょう 4540130 高鍋町上江 たかなべちょうかみえ 移設
新 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4540100 高鍋町 たかなべちょう 4540131 高鍋町上江 たかなべちょうかみえ
旧 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4540500 川南町 かわみなみちょう 4540530 川南町川南 かわみなみちょうかわみなみ 移設
新 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4540500 川南町 かわみなみちょう 4540531 川南町川南 かわみなみちょうかわみなみ
旧 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4542100 門川町 かどがわちょう 4542130 門川町本町 かどがわちょうほんまち 移設
新 760 宮崎県北部平野部 みやざきけんほくぶへいやぶ 4542100 門川町 かどがわちょう 4542131 門川町本町 かどがわちょうほんまち
旧 761 宮崎県北部山沿い みやざきけんほくぶやまぞい 4540300 西米良村 にしめらそん 4540330 西米良村村所 にしめらそんむらしょ 移設
新 761 宮崎県北部山沿い みやざきけんほくぶやまぞい 4540300 西米良村 にしめらそん 4540331 西米良村村所 にしめらそんむらしょ
旧 761 宮崎県北部山沿い みやざきけんほくぶやまぞい 4543000 椎葉村 しいばそん 4543030 椎葉村下福良 しいばそんしもふくら 移設
新 761 宮崎県北部山沿い みやざきけんほくぶやまぞい 4543000 椎葉村 しいばそん 4543031 椎葉村下福良 しいばそんしもふくら
旧 761 宮崎県北部山沿い みやざきけんほくぶやまぞい 4544200 日之影町 ひのかげちょう 4544230 日之影町岩井川 ひのかげちょういわいがわ 移設
新 761 宮崎県北部山沿い みやざきけんほくぶやまぞい 4544200 日之影町 ひのかげちょう 4544231 日之影町岩井川 ひのかげちょういわいがわ
旧 761 宮崎県北部山沿い みやざきけんほくぶやまぞい 4544300 五ヶ瀬町 ごかせちょう 4544330 五ヶ瀬町三ヶ所 ごかせちょうさんがしょ 移設
新 761 宮崎県北部山沿い みやざきけんほくぶやまぞい 4544300 五ヶ瀬町 ごかせちょう 4544331 五ヶ瀬町三ヶ所 ごかせちょうさんがしょ
旧 762 宮崎県南部平野部 みやざきけんなんぶへいやぶ 4520100 宮崎市 みやざきし 4520132 宮崎市高岡町内山 みやざきしたかおかちょううちやま 移設
新 762 宮崎県南部平野部 みやざきけんなんぶへいやぶ 4520100 宮崎市 みやざきし 4520135 宮崎市高岡町内山 みやざきしたかおかちょううちやま
旧 762 宮崎県南部平野部 みやざきけんなんぶへいやぶ 4520100 宮崎市 みやざきし 4520133 宮崎市田野支所 みやざきしたのししょ 移設
新 762 宮崎県南部平野部 みやざきけんなんぶへいやぶ 4520100 宮崎市 みやざきし 4520136 宮崎市田野支所 みやざきしたのししょ
旧 762 宮崎県南部平野部 みやざきけんなんぶへいやぶ 4520100 宮崎市 みやざきし 4520134 宮崎市清武町船引 みやざきしきよたけちょうふなひき 移設
新 762 宮崎県南部平野部 みやざきけんなんぶへいやぶ 4520100 宮崎市 みやざきし 4520137 宮崎市清武町船引 みやざきしきよたけちょうふなひき



旧 762 宮崎県南部平野部 みやざきけんなんぶへいやぶ 4520400 日南市 にちなんし 4520431 日南市南郷町南町 にちなんしなんごうちょうみなみまち 移設
新 762 宮崎県南部平野部 みやざきけんなんぶへいやぶ 4520400 日南市 にちなんし 4520433 日南市南郷町南町 にちなんしなんごうちょうみなみまち
旧 762 宮崎県南部平野部 みやざきけんなんぶへいやぶ 4520400 日南市 にちなんし 4520432 日南市北郷町郷之原 にちなんしきたごうちょうごうのはる 移設
新 762 宮崎県南部平野部 みやざきけんなんぶへいやぶ 4520400 日南市 にちなんし 4520434 日南市北郷町郷之原 にちなんしきたごうちょうごうのはる
旧 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520200 都城市 みやこのじょうし 4520230 都城市北原 みやこのじょうしきたはら 移設
新 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520200 都城市 みやこのじょうし 4520234 都城市北原 みやこのじょうしきたはら
旧 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520200 都城市 みやこのじょうし 4520231 都城市山之口町花木 みやこのじょうしやまのくちちょうはなのき 移設
新 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520200 都城市 みやこのじょうし 4520235 都城市山之口町花木 みやこのじょうしやまのくちちょうはなのき
旧 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520200 都城市 みやこのじょうし 4520232 都城市高城町穂満坊 みやこのじょうしたかじょうちょうほまんぼう 移設
新 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520200 都城市 みやこのじょうし 4520236 都城市高城町穂満坊 みやこのじょうしたかじょうちょうほまんぼう
旧 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520200 都城市 みやこのじょうし 4520233 都城市山田町山田 みやこのじょうしやまだちょうやまだ 移設
新 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520200 都城市 みやこのじょうし 4520237 都城市山田町山田 みやこのじょうしやまだちょうやまだ
旧 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520500 小林市 こばやしし 4520531 小林市中原 こばやししなかはら 移設
新 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520500 小林市 こばやしし 4520533 小林市中原 こばやししなかはら
旧 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520500 小林市 こばやしし 4520532 小林市野尻町東麓 こばやししのじりちょうひがしふもと 移設
新 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4520500 小林市 こばやしし 4520534 小林市野尻町東麓 こばやししのじりちょうひがしふもと
旧 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4534100 三股町 みまたちょう 4534130 三股町五本松 みまたちょうごほんまつ 移設
新 763 宮崎県南部山沿い みやざきけんなんぶやまぞい 4534100 三股町 みまたちょう 4534131 三股町五本松 みまたちょうごほんまつ
旧 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4620100 鹿児島市 かごしまし 4620130 鹿児島市本城 かごしましほんじょう 移設
新 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4620100 鹿児島市 かごしまし 4620135 鹿児島市本城 かごしましほんじょう
旧 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4620100 鹿児島市 かごしまし 4620134 鹿児島市郡山 かごしましこおりやま 移設
新 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4620100 鹿児島市 かごしまし 4620136 鹿児島市郡山 かごしましこおりやま
旧 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4621501 薩摩川内市 さつませんだいし 4621531 薩摩川内市入来町 さつませんだいしいりきちょう 移設
新 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4621501 薩摩川内市 さつませんだいし 4621536 薩摩川内市入来町 さつませんだいしいりきちょう
旧 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4621501 薩摩川内市 さつませんだいし 4621532 薩摩川内市東郷町 さつませんだいしとうごうちょう 移設
新 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4621501 薩摩川内市 さつませんだいし 4621537 薩摩川内市東郷町 さつませんだいしとうごうちょう
旧 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4645200 湧水町 ゆうすいちょう 4645230 湧水町栗野 ゆうすいちょうくりの 移設
新 770 鹿児島県薩摩 かごしまけんさつま 4645200 湧水町 ゆうすいちょう 4645232 湧水町栗野 ゆうすいちょうくりの
旧 779 鹿児島県奄美南部 かごしまけんあまみなんぶ 4653300 和泊町 わどまりちょう 4653330 和泊町和泊 わどまりちょうわどまり 移設
新 779 鹿児島県奄美南部 かごしまけんあまみなんぶ 4653300 和泊町 わどまりちょう 4653331 和泊町和泊 わどまりちょうわどまり

３．修正観測点（2地点）

旧 370 新潟県上越 にいがたけんじょうえつ 1522200 上越市 じょうえつし 1522237 上越市頸城区百間町 じょうえつしくびきくひゃっけんまち 震度観測点名称の読みの修正
新 370 新潟県上越 にいがたけんじょうえつ 1522200 上越市 じょうえつし 1522237 上越市頸城区百間町 じょうえつしくびきくひゃくけんまち
旧 351 東京都多摩東部 とうきょうとたまとうぶ 1320800 調布市 ちょうふし 1320850 調布市つつじヶ丘 ちょうふしつつじがおか 震度観測点名称の修正
新 351 東京都多摩東部 とうきょうとたまとうぶ 1320800 調布市 ちょうふし 1320850 調布市西つつじヶ丘 ちょうふしにしつつじがおか

４．発表を取りやめる観測点（26地点）

旧 242 山形県村山 やまがたけんむらやま 0621100 東根市 ひがしねし 0621130 東根市中央 ひがしねしちゅうおう 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 242 山形県村山 やまがたけんむらやま 0621200 尾花沢市 おばなざわし 0621231 尾花沢市若葉町 おばなざわしわかばちょう 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 430 岐阜県飛騨 ぎふけんひだ 2121700 飛騨市 ひだし 2121721 飛騨市神岡町東町 ひだしかみおかちょうひがしまち 自治体震度計に接続変更のため廃止
旧 451 愛知県西部 あいちけんせいぶ 2322400 知多市 ちたし 2322440 知多市八幡 ちたしやはた 震度情報発表停止
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3420900 広島三次市 ひろしまみよしし 3420930 広島三次市役所 ひろしまみよししやくしょ 震度情報発表停止
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3420900 広島三次市 ひろしまみよしし 3420931 広島三次市甲奴町 ひろしまみよししこうぬちょう 震度情報発表停止
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421000 庄原市 しょうばらし 3421032 庄原市西城町大佐 しょうばらしさいじょうちょうおおさ 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421000 庄原市 しょうばらし 3421033 庄原市東城町 しょうばらしとうじょうちょう 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3421000 庄原市 しょうばらし 3421035 庄原市高野町 しょうばらしたかのちょう 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3436900 北広島町 きたひろしまちょう 3436930 北広島町川小田 きたひろしまちょうかわこだ 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 590 広島県北部 ひろしまけんほくぶ 3436900 北広島町 きたひろしまちょう 3436932 北広島町戸谷 きたひろしまちょうとだに 震度情報発表停止
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420500 尾道市 おのみちし 3420533 尾道市因島土生町 おのみちしいんのしまはぶちょう 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420730 福山市松永支所 ふくやましまつながししょ 震度情報発表停止
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420700 福山市 ふくやまし 3420733 福山市東桜町 ふくやましひがしさくらまち 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3420800 広島府中市 ひろしまふちゅうし 3420830 広島府中市府川町 ひろしまふちゅうしふかわちょう 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3446200 世羅町 せらちょう 3446233 世羅町寺町 せらちょうてらまち 震度情報発表停止
旧 591 広島県南東部 ひろしまけんなんとうぶ 3454500 神石高原町 じんせきこうげんちょう 3454530 神石高原町油木 じんせきこうげんちょうゆき 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3410100 広島中区 ひろしまなかく 3410130 広島中区大手町 ひろしまなかくおおてまち 震度情報発表停止
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420233 呉市中央 くれしちゅうおう 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420200 呉市 くれし 3420237 呉市倉橋町支所 くれしくらはしちょうししょ 震度情報発表停止
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421200 東広島市 ひがしひろしまし 3421230 東広島市西条栄町 ひがしひろしましさいじょうさかえまち 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3421300 廿日市市 はつかいちし 3421333 廿日市市大野 はつかいちしおおの 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 592 広島県南西部 ひろしまけんなんせいぶ 3420300 竹原市 たけはらし 3420331 竹原市中央 たけはらしちゅうおう 防災科研震度計に接続変更のため廃止
旧 701 山口県東部 やまぐちけんとうぶ 3534300 田布施町 たぶせちょう 3534330 田布施町役場 たぶせちょうやくば 気象庁震度計に接続変更のため廃止
旧 710 福岡県福岡 ふくおかけんふくおか 4013500 福岡西区 ふくおかにしく 4013510 福岡西区玄界島 ふくおかにしくげんかいじま 震度情報発表停止
旧 750 大分県北部 おおいたけんほくぶ 4421400 国東市 くにさきし 4421430 国東市国見町伊美 くにさきしくにみまちいみ 防災科研震度計に接続変更のため廃止
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平成 22 年 812 月 

気象庁地震火山部 
 



はじめに 

 

 この「地震火山関連 XML 電文解説資料」（以下「本解説資料」という。）は、平成

23 年３月より運用を開始するの地震火山関連の気象庁防災情報 XML フォーマット

（以下「気象庁 XML」という。）による電文について、平成 22 年８12 月現在の地震

火山関連の警報や情報等の運用に即して詳細に説明したものである。 

 気象庁 XML については、既に、「気象庁防災情報 XML フォーマット」仕様（平成

22 年８12 月現在、平成 22 年８月６日付 ver1.1 が最新版）や「気象庁防災情報 XML

フォーマット運用指針」（平成22年８12月現在、平成 22年５９月 1415 日付 ver1.01

が最新版）等において、その基本的な仕様や運用も含め公開しているところである。

このため、本解説資料は、それら既存公開資料との重複記載は極力せず、詳細な事

項や地震火山関連電文に特化した事項について記載しており、上記既存公開資料と

合わせて本解説資料を読むことで全体像を把握していただくという利用を想定し

ている。 

なお、今後の地震火山関連の警報・情報等の運用の変更がある場合等に、本解説

資料の内容が変わる可能性がある。 

 

 本解説資料では、表記短縮のため、基本的に、各要素（element）を示す場合に

は当該要素の名称だけを用い（例えば、Status 要素については「Status」、Contro

l/EditorialOffice 要素については「Control/EditorialOffice」のように表記する）、

属性（attribute）を示す場合には属性の名称の前に「@」を付けたものを用いるこ

ととしている（例えば、type 属性については「@type」、Areas 要素の codeType 属

性については「Areas/@codeType」のように表記する）。また、本解説資料で用いる

用語については、以下に示すもののほか、気象庁 XML に関連する各種資料で用いら

れる用語の例に依る。 

 

用語 

津波に関連する情報 

 津波警報・注意報・予報、津波情報をまとめてこのように呼ぶ。 

 

地震・津波に関連する情報 

津波に関連する情報、緊急地震速報（警報）、緊急地震速報（予報）、緊急

地震速報の配信テスト電文、震度速報、震源に関する情報、震源・震度に関

する情報、地震の活動状況等に関する情報、地震回数に関する情報、顕著な

地震の震源要素更新のお知らせをまとめてこのように呼ぶ。 

 

東海地震に関連する情報 

東海地震予知情報、東海地震注意情報、東海地震観測情報をまとめてこの

ように呼ぶ。 

 

火山に関連する情報 

噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報、噴火に関する火山観測報、

火山現象に関する海上警報・海上予報をまとめてこのように呼ぶ。 
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津波に関連する情報における Head/Headline/Information の解説 

 
11-2(1)．Information【見出し防災気象情報事項】（0 回/1 回） 

本要素は津波警報・注意報・予報のみに出現し、津波情報には出現しない。 

津波警報・注意報・予報においては、津波予報（若干の海面変動）のみ発表する場合、津

波警報・注意報を全解除する場合、津波警報発表後に切り替わり津波注意報のみとなる場

合、又は情報形態（Head/InfoType）が“取消”の場合を除き、本要素が出現する。 

本要素が出現する場合、@type が“津波予報領域表現”となり、子要素として Item をもつ。 

 
11-2(1)-1．Item【個々の防災気象情報要素】（1 回/2 回） 

 津波警報等の発表状況に応じて本要素の出現回数が決まる（下表参照）。なお、発表してい

る全ての警報・注意報・予報の種類の個数だけ本要素が出現するわけではないことに留意が

必要である（例：津波警報を発表している津波予報区等がある場合は、津波注意報を発表して

いる津波予報区等があっても、津波注意報のための本要素は出現しない）。 

子要素として、Kind と Areas をもつ。 

津波警報 

(大津波) 

津波警報 

(津波) 

津波 

注意報 

Item 要素の

出現回数 
Kind/Name 要素の内容 

○ ○ ○ ２ 
“大津波の津波警報” 

“津波の津波警報” 

○ ○ × ２ 
“大津波の津波警報” 

“津波の津波警報” 

○ × ○ １ “大津波の津波警報” 

○ × × １ “大津波の津波警報” 

× ○ ○ １ “津波の津波警報” 

× ○ × １ “津波の津波警報” 

× × ○ １ “津波注意報” 

（注）表中の○は発表あり、×は発表なしをあらわす。 

 
11-2(1)-1-1．Kind【防災気象情報要素】（1 回） 

 津波警報等の種類を記載する。子要素に Name と Code をもつ。 

 
11-2(1)-1-1-1．Name【防災気象情報要素名】（1 回） 

 津波警報等の名称を記載する。 

 
11-2(1)-1-1-2．Code【防災気象情報要素コード】（1 回）  

 上記 Name の内容に対応するコード（“警報等情報要素／津波警報・注意報・予報”）を記載
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 潮位観測点毎に津波の観測値を記載する。津波を観測した潮位観測点の数に応じて、本要

素が複数出現する。 

 潮位観測点の名称を子要素 Nameに、対応するコードを子要素 Codeに記載する。対応する

コードは、「コード体系の定義」（Body/Tsunami/Observation/CodeDefine）で定義されている。

具体的なコードの値については、別途提供するコード表を参照。 

 

1-1-2-2-1．FirstHeight【津波の第１波（観測値）】（1 回） 

 観測した津波の第１波について、子要素 ArrivalTime に観測時刻を、子要素 Initial に極性

を 、 子 要 素 jmx_eb:TsunamiHeight に 観 測 し た 津 波 の 高 さ を 記 載 す る 。 子 要 素

jmx_eb:TsunamiHeight の@type に“第１波の高さ”、@unit に津波の高さの単位である“m”、

@description に文字列表現を記載する。また、津波の第 1 波の高さが測定範囲を超え、「～以

上」と表現する場合は、事例に示すとおり@description に記載する。 

 第１波が非常に小さい場合は、子要素 jmx_eb:TsunamiHeight に代わって子要素 Condition

が出現し、ここに“微弱”と記載する。また、津波の最大波を観測したものの第１波を観測できな

かった場合は、全ての子要素に代わって子要素Conditionが出現し、ここに“第１波識別不能”

と記載する。 

 続報において、新たに本要素が出現する場合は子要素Reviseに“追加”を、既出であった本

要素の内容が更新される場合は“更新”を記載する。 

 

事例１（続報において津波の第１波が観測されたが、高さが非常に小さい場合） 

 <FirstHeight> 

  <ArrivalTime>2010-02-28T15:05:00+09:00</ArrivalTime> 

  <Initial>押し</Initial> 

  <Condition>微弱</Condition> 

  <Initial>押し</Initial> 

  <Revise>追加</Revise> 

 </FirstHeight> 
 
事例２（続報において津波の第１波の高さに関する情報が更新された場合） 

 <FirstHeight> 

  <ArrivalTime>2010-02-28T15:10:00+09:00</ArrivalTime> 

  <Initial>押し</Initial> 

  <jmx_eb:TsunamiHeight type="第１波の高さ" unit="m" description="

０．２ｍ">0.2</jmx_eb:TsunamiHeight> 

  <Revise>更新</Revise> 

 </FirstHeight> 
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2-3-1-2．jmx_eb:Coordinate【震源要素】（1 回） 

 ISO6709 の規格に従い、震源の緯度、経度を度単位で、深さをメートル単位で記載し、

@descriptionに文字列表現を記載する。本要素に記載する深さの値は、深さ 600kmより浅いと

ころではまでは 10,000 メートルの単位で有効であり、@description における深さは 1,000 メート

ルの位を四捨五入して 10km 単位で表現する。 

 また、国内で発生した地震の場合は、@datum に“日本測地系”を記載するが、国外で発生し

た地震の震源要素は世界測地系に基づき表現するため、@datum は出現しない。 

 深さが不明の場合等の例外的な表現については、以下の事例にある例外表現を参照。 

 

事例１（国内で発生した地震の場合） 

 <jmx_eb:Coordinate description="北緯３９．０度 東経１４０．９度 深さ

 １０ｋｍ" datum="日本測地系">+39.0+140.9-10000/</jmx_eb:Coordinat

e> 

 
事例２（国外で発生した地震の場合） 

 <jmx_eb:Coordinate description="南緯１７．２度 東経１７８．６度 深さ

５７０ｋｍ">-17.2+178.6-570000/</jmx_eb:Coordinate> 

 
例外表現１（全要素が不明の場合） 

 <jmx_eb:Coordinate description="震源要素不明" /> 

 
例外表現２（深さの例外表現） 

・震源の深さが 5km より浅い場合 

 <jmx_eb:Coordinate description="北緯３７．５度 東経１３８．６度 ごく

浅い" datum="日本測地系">+37.5+138.6-3000/</jmx_eb:Coordinate> 

 

・震源の深さが 0km の場合 

 <jmx_eb:Coordinate description="北緯３７．５度 東経１３８．６度 ごく

浅い" datum="日本測地系">+37.5+138.6+0/</jmx_eb:Coordinate> 

 

・震源の深さが 600km 以上の場合 

 <jmx_eb:Coordinate description="北緯３７．５度 東経１３８．６度 深さ

は６００ｋｍ以上" datum="日本測地系">+37.5+138.6-670000/</jmx_eb:Coo

rdinate> 

 
・震源の深さが不明の場合 
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 地震のマグニチュードの値を記載する。@type にはマグニチュードの種別を、@descripion に

は文字列表現を記載する。 

また、マグニチュードが不明の場合、これらの属性に加えて代わって@condition が出現し、

ここにマグニチュードが不明である旨を示す固定値“不明”を記載する。マグニチュードの値に

は“NaN”を記載する。 

 

事例１（気象庁マグニチュードによる表現） 
  <jmx_eb:Magnitude type="Mj" description="Ｍ６．６">6.6</jmx_eb:M

agnitude> 

 

事例２（マグニチュードが不明の場合） 
 <jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ不明

">NaN</jmx_eb:Magnitude> 

 

3．Text【テキスト要素】（0 回/1 回） 

 自由文形式で追加的に情報を記載する必要がある場合等に、本要素を用いて記載する。例

えば、ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合に、取消しの概要等を本要素

に記載する。 

 

4．Comments【付加文】（0 回/1 回） 

 情報の本文に加えて付加的な情報を記載する必要がある場合は、本要素以下に情報を記

載する。 

 ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合、本要素は出現しない。 

 

4-1．WarningComment【固定付加文】（0 回/1 回） 

 付加的な情報を、固定付加文の形式で子要素Textに、また、対応するコードを子要素Code

に記載する。具体的なコードの値については、別途提供するコード表を参照。@codeType に

は“固定付加文”を記載する。 

 複数の固定付加文を記載する場合、Textにおいては改行し、Codeにおいてはxs:list型によ

りコードを併記する。 

 

4-2．FreeFormComment【自由付加文】（0 回/1 回） 

 その他の付加的な情報を、自由付加文の形式で記載する。 
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 震央地名の文字列表現を記載する。また、これに対応するコードを Code に記載する。 

 
1-3-1-2．Code【震央地名コード】（1 回） 

 震央地名コードを示す。@type に参照すべきコード種別“震央地名”を記載する。対応するコ

ードについては、「コード表（震央地名）」を参照。 

 
1-3-1-3．jmx_eb:Coordinate【震源要素】（1 回） 

 ISO6709 の規格に従い、震源の緯度、経度を度単位で、深さをメートル単位で記載し、属性

@descriptionに文字列表現を記載する。本要素に記載する深さの値は、深さ 600kmより浅いと

ころではまでは 10,000 メートルの単位で有効であり、@description における深さは 1,000 メート

ルの位を四捨五入して 10km 単位で表現する。 

 通常、日本測地系に基づくため、@datum に“日本測地系”を記載する。 

 深さが不明の場合等の例外的な表現については、事例にある例外表現のとおり。 

 
事例１ （通常の地震の場合） 

<jmx_eb:Coordinate description="北緯３９．０度 東経１４０．９度 深さ １０ｋｍ" 

datum="日本測地系">+39.0+140.9-10000/</jmx_eb:Coordinate> 

 

例外表現１ （深さの例外表現） 

・震源の深さがごく浅い場合 

<jmx_eb:Coordinate description="北緯３９．０度  東経１４０．９度  ごく浅い" 

datum="日本測地系">+39.0+140.9-3000/</jmx_eb:Coordinate> 

 

・震源の深さがごく浅い場合（０ｋｍ） 

<jmx_eb:Coordinate description="北緯３９．０度  東経１４０．９度  ごく浅い" 

datum="日本測地系">+39.0+140.9+0/</jmx_eb:Coordinate> 

（※「緊急地震速報（警報）」、「緊急地震速報（予報）」の場合、現行の運用では、震源の深さ

を「ごく浅い」とせずに、本要素の内容、属性「@description」において、震源の深さを 10km とし

て扱い発表する。） 

 

・震源の深さが 600km 以上の場合 

<jmx_eb:Coordinate description="北緯３９．０度 東経１４０．９度 深さは６００ｋｍ

以上" datum="日本測地系">+39.0+140.9-670000/</jmx_eb:Coordinate> 

 

・震源の深さが不明の場合 

<jmx_eb:Coordinate description="北緯３９．０度 東経１４０．９度 深さ不明" 



地震火山関連 XML 電文解説資料 

平成 22 年 8 月版 

 Ⅱ.32－1 

Ⅱ．（ⅰ）ウ．（イ）地震情報（震源に関する情報） 

 

Body【内容部】（1 回） 

 本情報の量的な詳細内容を記載する。 

 

1．Earthquake【地震の諸要素】（0 回/1 回） 

 地震の諸要素（発生日時、震央地名、震源要素、マグニチュード等）を記載する。 

 ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合、本要素は出現しない。 

 

1-1．OriginTime【地震発生時刻】（1 回） 

 地震の発生した時刻を記載する。 

 

1-2．ArrivalTime【地震発現時刻】（1 回） 

 観測点で地震を検知した時刻（発現時刻）を記載する。 

 

1-3．Hypocenter【地震の位置要素】（1 回） 

 地震の位置に関する要素（震央地名、震源要素等）を記載する。 

 

1-3-1．Area【震源位置】（1 回） 

 震源の位置に関する情報を記載する。 

 

1-3-1-1．Name【震央地名】（1 回） 

 震央地名を記載する。また、これに対応するコードを、後に続く Code に記載し、その@type

にコード種別“震央地名”と記載する。具体的なコードの値については、別途提供するコード表

を参照。 

 

事例 

  <Name>駿河湾</Name> 

  <Code type="震央地名">485</Code> 

 

1-3-1-2．jmx_eb:Coordinate【震源要素】（1 回） 

 ISO6709 の規格に従い、震源の緯度、経度を度単位で、深さをメートル単位で記載し、

@descriptionに文字列表現を記載する。本要素に記載する深さの値は、深さ 600kmより浅いと

ころではまでは 10,000 メートルの単位で有効であり、@description における深さは 1,000 メート

ルの位を四捨五入して 10km 単位で表現する。また、@datum に"日本測地系"を記載する。 

 深さが不明の場合等の例外的な表現については、事例にある例外表現のとおり。 
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事例 

 <jmx_eb:Coordinate description="北緯３９．０度 東経１４０．９度 深さ

 １０ｋｍ" datum="日本測地系">+39.0+140.9-10000/</jmx_eb:Coordinat

e> 

 
例外表現１（全要素が不明の場合） 

 <jmx_eb:Coordinate description="震源要素不明" /> 

 
例外表現２（深さの例外表現） 

・震源の深さが 5km より浅い場合 

 <jmx_eb:Coordinate description="北緯３７．５度 東経１３８．６度 ごく

浅い" datum="日本測地系">+37.5+138.6-3000/</jmx_eb:Coordinate> 

 
・震源の深さが 0km の場合 

 <jmx_eb:Coordinate description="北緯３７．５度 東経１３８．６度 ごく

浅い" datum="日本測地系">+37.5+138.6+0/</jmx_eb:Coordinate> 

 
・震源の深さが 600km 以上の場合 

 <jmx_eb:Coordinate description="北緯３７．５度 東経１３８．６度 深さ

は６００ｋｍ以上" datum="日本測地系">+37.5+138.6-670000/</jmx_eb:Coo

rdinate> 

 
・震源の深さが不明の場合 

 <jmx_eb:Coordinate description="北緯３７．５度 東経１３８．６度 深さ

不明" datum="日本測地系">+37.5+138.6/</jmx_eb:Coordinate> 

 

1-4．jmx_eb:Magnitude【マグニチュード】（1 回） 

 地震のマグニチュードの値を記載する。@type にはマグニチュードの種別を、@descripion に

は文字列表現を記載する。 

また、マグニチュードが不明の場合、これらの属性に加えて代わって@condition が出現し、

ここにマグニチュードが不明である旨を示す固定値“不明”を記載する。マグニチュードの値に

は“NaN”を記載する。 
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Ⅱ．（ⅰ）ウ．（ウ）地震情報（震源・震度に関する情報） 

 

Body【内容部】（1 回） 

 本情報の量的な詳細内容を記載する。 

 

1．Earthquake【地震の諸要素】（0 回/1 回） 

 地震の諸要素（発生日時、震央地名、震源要素、マグニチュード等）を記載する。 

 ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合、本要素は出現しない。 

 

1-1．OriginTime【地震発生時刻】（1 回） 

 地震の発生した時刻を記載する。 

 

1-2．ArrivalTime【地震発現時刻】（1 回） 

 観測点で地震を検知した時刻（発現時刻）を記載する。ただし、国外で発生した地震で発現

時刻が不明の場合、「地震発生時刻」（Body/Earthquake/OriginTime）の値を記載する。 

 

1-3．Hypocenter【地震の位置要素】（1 回） 

 地震の位置に関する要素（震央地名、震源要素等）を記載する。 

 

1-3-1．Area【震源位置】（1 回） 

 震源の位置に関する情報を記載する。 

 

1-3-1-1．Name【震央地名】（1 回） 

 震央地名を記載する。また、これに対応するコードを、後に続く Code に記載し、その@type

にコード種別“震央地名”と記載する。具体的なコードの値については、別途提供するコード表

を参照。 

 

事例 

  <Name>駿河湾</Name> 

  <Code type="震央地名">485</Code> 

 

1-3-1-2．jmx_eb:Coordinate【震源要素】（1 回） 

 ISO6709 の規格に従い、震源の緯度、経度を度単位で、深さをメートル単位で記載し、

@descriptionに文字列表現を記載する。本要素に記載する深さの値は、深さ 600kmより浅いと

ころではまでは 10,000 メートルの単位で有効であり、@description における深さは 1,000 メート

ルの位を四捨五入して 10km 単位で表現する。 
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 国外で発生した地震について、震源地の詳細な位置を発表する場合は、その名称を記載す

る。また、これに対応するコードを、後に続く DetailedCode に記載し、その@type にコード種別

“詳細震央地名”を記載する。具体的なコードの値については、別途提供するコード表を参

照。 

 

事例 

 <DetailedName>チリ中部沿岸</DetailedName> 

<DetailedCode type="詳細震央地名">1135</DetailedCode> 

 

1-3-1-4．NameFromMark【震央補助表現】（0 回/1 回） 

 日本近海で発生し、津波警報・注意報を発表した地震について、震源地の詳細な位置を示

すための目印となる地名を記載する。また、これに対応するコードを、後に続く MarkCode に記

載し、その@type にコード種別“震央補助”を記載する。具体的なコードの値については、別途

提供するコード表を参照。また、後続の Direction に目印から見た震央の方向を 16 方位で記

載し、Distanceに目印から震央までの距離を 10km単位で記載する。その@unit には距離の単

位“km”を記載する。 

 

事例 

 <NameFromMark>御前崎の北東４０ｋｍ付近</NameFromMark> 

 <MarkCode type="震央補助">305</MarkCode> 

 <Direction>北東</Direction> 

 <Distance unit="km">40</Distance> 

 

1-3-2．Source【震源決定機関】（0 回/1 回） 

 国外で発生した地震について、気象庁以外の機関で決定された震源要素を採用して情報

発表する場合は、震源を採用した機関の略称を記載する。現行の運用では、本要素の取りう

る値として、“ＰＴＷＣ”、“ＷＣＡＴＷＣ”、“ＵＳＧＳ”がある。 

 

1-4．jmx_eb:Magnitude【マグニチュード】（1 回） 

 地震のマグニチュードの値を記載する。@type にはマグニチュードの種別を、@descripion に

は文字列表現を記載する。また、マグニチュードが不明の場合、これらの属性に加えて代わっ

て@condition が出現し、ここにマグニチュードが不明である旨を示す固定値“不明”を記載す

る。マグニチュードの値には“NaN”を記載する。 

 

事例１（気象庁マグニチュードによる表現） 

  <jmx_eb:Magnitude type="Mj" description="Ｍ６．６">6.6</jmx_eb:M
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上と考えられるが震度の値を入手していない場合に、その旨を記載する。当面は震度５弱以

上と基準とし、震度５弱以上と推定されるものの震度が未入電となっている観測点について、

“震度５弱以上未入電”と記載する。 

 地震情報の続報において、当該観測点が新規に追加される場合は子要素Reviseを追加し、

“追加”と記載する。また、当該観測点の震度が更新された場合も Revise を追加し、“上方修

正”または“下方修正”と記載する。 

 

事例１（震度５弱以上未入電の場合） 

 <IntensityStation> 

  <Name>熱海市水口町＊</Name> 

  <Code>4400030</Code> 

  <Int>震度５弱以上未入電</Int> 

 </IntensityStation> 

 
事例２（続報において震度が入電した場合） 

 <IntensityStation> 

  <Name>熱海市中央町＊</Name> 

  <Code>4400031</Code> 

  <Int>4</Int> 

  <Revise>追加</Revise> 

 </IntensityStation> 

 

3．Text【テキスト要素】（0 回/1 回） 

 自由文形式で追加的に情報を記載する必要がある場合等に、本要素を用いて記載する。例

えば、ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合に、取消しの概要等を本要素

に記載する。 

 

4．Comments【付加文】（0 回/1 回） 

 情報の本文に加えて付加的な情報を記載する必要がある場合は、本要素以下に情報を記

載する。 

 ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合、本要素は出現しない。 

 

4-1．ForecastComment【固定付加文】（0 回/1 回） 

 津波や緊急地震速報に関する付加的な情報を、固定付加文の形式で子要素 Text に、ま

た、対応するコードを子要素 Code に記載する。具体的なコードの値については、別途提供す

るコード表を参照。@codeType には“固定付加文”を記載する。 
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Ⅱ．（ⅰ）ウ．（オ）地震情報（地震回数に関する情報） 

 

Body【内容部】（1 回） 

 本情報の量的な詳細内容を記載する。 

 

1．EarthquakeCount【地震回数】（0 回/1 回） 

 地震回数に関する情報を具体的な地震回数を発表する場合に本要素が出現し、ここに具体

的回数を記載する。 

 ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合、本要素は出現しない。 

 

1-1．Item【地震回数（期間別）】（1 回以上） 

 特定の時間幅で区切った期間内での地震回数を記載する。期間を複数に分けて発表する

場合は、本要素が複数出現する。設定する期間幅に応じて、@type に“１時間地震回数”（1 時

間単位）、“累積地震回数”（全期間の合計）、“地震回数”（その他の場合）を記載し、具体的

な期間を子要素 StartTime 及び子要素 EndTime で指定する。無感地震を含む全ての地震回

数を発表する場合は子要素 Number に、有感地震回数に限定して発表する場合は、子要素

FeltNumber に値を記載する。値を発表しない要素には“-1”を記載する。 

 

事例１（１時間単位で発表する場合（有感地震回数のみ）） 

 <Item type="１時間地震回数"> 

  <StartTime>2008-08-25T09:00:00+09:00</StartTime> 

  <EndTime>2008-08-25T10:00:00+09:00</EndTime> 

  <Number>-1</Number> 

  <FeltNumber>0</FeltNumber> 

 </Item> 

 
事例２（全期間の合計を発表する場合（有感地震回数のみ）） 

 <Item type="累積地震回数"> 

  <StartTime>2008-08-24T00:00:00+09:00</StartTime> 

  <EndTime>2008-08-25T12:00:00+09:00</EndTime> 

  <Number>-1</Number> 

  <FeltNumber>1</FeltNumber> 

 </Item> 

 
事例３（任意に期間を設定する場合（有感地震回数のみ）） 

 <Item type="地震回数"> 
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  <StartTime>2008-08-24T00:00:00+09:00</StartTime> 

  <EndTime>2008-08-25T00:00:00+09:00</EndTime> 

  <Number>-1</Number> 

  <FeltNumber>1</FeltNumber> 

 </Item> 

 

2．Text【テキスト要素】（0 回/1 回） 

 自由文形式で追加的に情報を記載する必要がある場合等に、本要素を用いて記載する。例

えば、ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合に、取消しの概要等を本要素

に記載する。 

 

3．NextAdvisory【次回発表予定】（0 回/1 回） 

 続報を発表する予定がある場合は、次回発表予定時刻に関する情報を記載する。 

 ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合、本要素は出現しない。 

 

事例 

 <NextAdvisory>次の「地震回数に関する情報」は、０４時００分頃に発表します。

</NextAdvisory> 

 

4．Comments【付加文】（0 回/1 回） 

 情報の本文に加えて付加的な情報を記載する必要がある場合は、本要素以下に情報を記

載する。 

 ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合、本要素は出現しない。 

 

4-1．FreeFormComment【自由付加文】（1 回） 

 その他の付加的な情報を、自由付加文の形式で記載する。 
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 更新後の震源要素を、ISO6709 の規格に従って記載する。日本測地系（度単位）と世界測地

系（度分単位）で表現するため、本要素が２回出現する。 

 日本測地系については@datum に“日本測地系”を記載し、世界測地系については@datum

に代わって@type が出現し、ここに“震源位置（度分）”を記載する。また、いずれも

@descriptionに文字列表現を記載する。本要素に記載する深さの値は、深さ 600kmより浅いと

ころではまでは世界測地系については 1,000 メートル、日本測地系については 10,000 メート

ルの単位で有効であり、@description における深さは、世界測地系については 1km 単位で、

日本測地系については 1,000 メートルの位を四捨五入して 10km 単位で表現する。 

 

事例 

 <jmx_eb:Coordinate description="北緯３４．８度 東経１３８．５度 深さ

 ２０ｋｍ" datum="日本測地系">+34.8+138.5-20000/</jmx_eb:Coordinat

e> 

 <jmx_eb:Coordinate type="震源位置（度分）" description="北緯３４度４

７．１分 東経１３８度２９．９分 深さ ２３ｋｍ">+3447.1+13829.9-23000/

</jmx_eb:Coordinate> 

 

1-4．jmx_eb:Magnitude【マグニチュード】（1 回） 

 地震のマグニチュードの値を記載する。@type にはマグニチュードの種別を、@descripion に

は文字列表現を記載する。また、マグニチュードが不明の場合、これらの属性に加えて代わっ

て@condition が出現し、ここにマグニチュードが不明である旨を示す固定値“不明”を記載す

る。マグニチュードの値には“NaN”を記載する。 

 

事例１（気象庁マグニチュードによる表現） 

  <jmx_eb:Magnitude type="Mj" description="Ｍ６．６">6.6</jmx_eb:M

agnitude> 

 

事例２（マグニチュードが不明の場合） 

 <jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ不明

">NaN</jmx_eb:Magnitude> 

 

2．Text【テキスト要素】（0 回/1 回） 

 自由文形式で追加的に情報を記載する必要がある場合等に、本要素を用いて記載する。例

えば、ヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の場合に、取消しの概要等を本要素

に記載する。 
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