本資料の内、
「地震火山関連 XML 電文解説資料（津波・噴火
警報変更対応版）」については、平成 24 年 11 月 15 日にも
追記修正による差し替えを行っております。
修正内容の詳細は、更新情報ページの 11 月 15 日欄をご確
認ください。

平成 24 年 10 月 22 日
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修正について
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/）
に掲載されている地震火山関連 XML に係る資料のうち、平成 24 年 6 月 15 日に公表
した「津波警報等の改善に伴う電文の変更」の内容について、一部修正を行い、差
し替えを行いました。
修正内容は以下のとおりです。
なお、6 月 15 日に同時に公表した「噴火警報の改善に伴う電文の変更」について
は、修正はありません。
6 月 15 日に公表した資料一覧表（津波警報等のみ）
[今回差し替えあり：○、差し替えなし：×]
差し替えの
次頁以降の
資料名
有無
説明番号
気象庁防災情報 XML フォーマット
○
１
表 1.1：XML 化対象電文
気象庁防災情報 XML フォーマット運用指針
×
別紙１：辞書・スキーマバージョン管理表
気象庁防災情報 XML フォーマット運用指針
×
別紙２：管理部・ヘッダ部の運用整理表
気象庁防災情報 XML フォーマット運用指針
×
別紙３：UTF－8 依存文字利用状況
辞書
×
コード管理表
×
地震火山関連コード表
○
２
解説資料整理表
×
地震火山関連 XML 電文解説資料（津波・噴火警報
○
３
変更対応版）
サンプルデータ整理表
○
４
サンプルデータ
○
全内容出力スタイルシート整理表
×
全内容出力スタイルシート
×
○
平成 24 年 6 月 15 日付「気象庁防災情報 XML フォ （別紙１－１、
５
別紙３、別紙４
ーマットに係る資料の一部更新について」
のみ）

１．気象庁防災情報 XML フォーマット「表 1.1：XML 化対象電文」の修正について
項番 34 の「現在のヘッダ名」を下記の通り修正。
現在のヘッダ名
(オンライン配信用)

現在のデータ形式

ｾﾞﾝｺｸｻｲｽﾓ 1，ｾﾞﾝｺｸｻｲｽﾓ 3，ｾﾞﾝｺｸｻｲｽﾓ 11，
ｾﾞﾝｺｸｻｲｽﾓ 13，ｴﾝﾁｻｲｽﾓ 1，ｴﾝﾁｻｲｽﾓ 3

かな漢字(コード)，コード，かな漢字(コー
ド)，コード，かな漢字(コード)，コード

通番
34

２．地震火山関連コード表の修正について
シート 62 の AdditionalCommentEarthquake コード表に下記コードを追加。
Code
Text
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0217

東日本大震災クラスの津波が来襲します。
沖合で高い津波を観測したため大津波警報・津波警報に切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため大津波警報・津波警報を切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため大津波警報に切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため大津波警報を切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため津波警報に切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため津波警報を切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため予想される津波の高さを切り替えました。
ただちに避難してください。
今後の情報に注意してください。

３．地震火山関連 XML 電文解説資料（津波・噴火警報変更対応版）の修正について
・I.(ii)3. を下記の通り修正。
津波の観測値を発表する津波情報、沖合の津波観測に関する情報については津波の観測状況を
確定した時刻を記載する。

・I.(ii)11-2(1)-1-2-1. を下記の通り修正。
大津波警報・津波警報に相当する高い津波が観測された沖合の潮位観測点又は観測点名称を簡
略化した表現（複数の観測点で同じ表現となる場合は 1 回だけ記載する。
）の数と同数出現する。

・I.(ii)11-2(1)-1-2-1-1. を下記の通り修正。
沖合の潮位観測点又は観測点名称を簡略化した表現（複数の観測点で同じ表現となる場合は 1
回だけ記載する。
）を記載する。

・I.(ii)11-2(1)-1-2-1-2. を下記の通り修正。
上記 Name の内容に対応するコード（
“潮位観測点”
）を記載する。簡略化した観測点名称に対
しては、その名称に対応するコードを記載する。

・II.(i)ア．（イ）1-1-2-2-2.を下記の通り修正。
これまでの最大波の高さが大津波警報の基準を超え、高さが追加あるいは更新された場合は、

子要素 Condition を追加し、ここに“重要”と記載する。

・II.(i)ア．（ウ）1-1-2-2-2. を下記の通り修正。
新たに大津波警報・津波警報に相当する高い津波が観測された場合は、子要素 Condition を追
加し、ここに“重要”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。ただし、Condition が“観測中”と記載さ
れている場合で、且つ、前回が“観測中”であっても Revise に“更新”と記載している場合は、
津波警報に相当する津波が観測されていることを示すので、注意する必要がある。具体的には、
大津波警報が発表されている津波予報区に対応する沖合の潮位観測点において、観測値から推定
される沿岸の津波の高さが大津波警報レベル（３ｍ超）に満たない場合、Condition は“観測中”
であるが Revise に“更新”を記載し、津波警報に相当する津波が観測されていることを示す。

・II.(i)ア．（ウ）1-2-2-3.を下記の通り修正。
津波警報以上の沿岸地域に対して推定される津波の高さが、予想される高さに比べて十分小さ
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“推定
中”と記載する（予想される高さが定性的表現で発表されている場合を除く）
。
推定される津波の高さが大津波警報の基準を超え、高さが追加あるいは更新された場合（定性
的表現から数値表現に変更された場合も含む）は、子要素 Condition を追加し、ここに“重要”
と記載する。

・II.(i)ウ．（ア）3-1.の事例を下記の通り修正。
（修正前）
<ForecastComment codeType="固定付加文">
<Text>震源が海底の場合、津波が発生するおそれが
あります。</Text>
<Code>0216</Code>
</ForecastComment>

（修正後）
<ForecastComment codeType="固定付加文">
<Text>今後の情報に注意してください。</Text>
<Code>0217</Code>
</ForecastComment>

・【別冊】津波関連移行措置用 XML 電文解説資料を下記の通り修正。
６（２）
新形式電文においては、津波観測に関する情報については、観測値が大津波警報の基準を超え、
高さが追加あるいは更新された場合、沖合の津波観測に関する情報については、沖合の津波観測
値から推定される沿岸の津波の高さが初めて津波警報相当以上になった場合、それぞれ子要素
Condition が出現し"重要"と記載する（沖合の津波観測に関する情報では使用しない）。

９（２）
津波警報以上の津波予報区において、推定値が予想される高さに比べ十分に小さい場合は、新
形式電文においては、子要素 jmx_eb:TsunamiHeight に代わって子要素 Condition が出現し"推定
中"と記載する（予想される高さが定性的表現で発表されている場合を除く）
。

９（４）
推定値が大津波警報の基準を超え、高さが追加あるいは更新された場合（定性的表現から数値
表現に変更された場合も含む）
、新形式電文においては、子要素 Condition が出現し"重要"と記
載する。

４．サンプルデータの差し替えについて
津波警報・注意報、津波情報、沖合の津波観測に関する情報、震度速報のサンプ
ルデータを修正しましたので、ファイルを差し替えました。
修正したサンプルデータは以下のとおりです。
項
番

情報名

津 波 警
報・注意
報（移行
措置用）

38
|
39

津波情報
（移行措
置用）
津波情報
（「 沖 合
の津波観
測に関す
る情報」
の移行措
置用）
震度速報
（ 新 形
式）

津 波 警
報・注意
報（新形
式）

津波情報
（ 新 形
式）

61

沖合の津
波観測に
関する情
報

サンプルファイル名
（上段：ＸＭＬ形式、下段：現行形式）
70_32-39_10_120615_02tsunamiyohou1.xml
70_32-39_10_120615_02tsunamiyohou1.txt
70_32-39_10_120615_06tsunamiyohou1.xml
70_32-39_10_120615_06tsunamiyohou1.txt
70_32-39_10_120615_09tsunamiyohou1.xml
70_32-39_10_120615_09tsunamiyohou1.txt
70_32-39_10_120615_11tsunamiyohou1.xml
70_32-39_10_120615_11tsunamiyohou1.txt
70_32-39_10_120615_08tsunamijohou1.xml
70_32-39_10_120615_08tsunamijohou1.txt
70_32-39_10_120615_04tsunamijohou1.xml
70_32-39_10_120615_04tsunamijohou1.txt
70_32-39_10_120615_07tsunamijohou1.xml
70_32-39_10_120615_07tsunamijohou1.txt

修正事項
見出し文、固定付加文
見出し文、固定付加文
見出し文、固定付加文
見出し文、固定付加文、津波の高
さ（岩手県）
固定付加文
見出し文、観測点名
観測点名

70_32-39_10_120615_12tsunamijohou1.xml
70_32-39_10_120615_12tsunamijohou1.txt

観測点名

70_32-39_11_120615_01shindosokuhou3.xml
（現行形式は変更なし）

固定付加文

70_32-39_11_120615_02tsunamiyohou11.xml
70_32-39_11_120615_02tsunamiyohou11.txt
70_32-39_11_120615_06tsunamiyohou11.xml
70_32-39_11_120615_06tsunamiyohou11.txt
70_32-39_11_120615_09tsunamiyohou11.xml
70_32-39_11_120615_09tsunamiyohou11.txt
70_32-39_11_120615_11tsunamiyohou11.xml
70_32-39_11_120615_11tsunamiyohou11.txt
70_32-39_11_120615_08tsunamijohou11.xml
70_32-39_11_120615_08tsunamijohou11.txt
70_61_11_120615_04okiaitsunami11.xml
70_61_11_120615_04okiaitsunami11.txt
70_61_11_120615_07okiaitsunami11.xml
70_61_11_120615_07okiaitsunami11.txt
70_61_11_120615_12okiaitsunami11.xml
70_61_11_120615_12okiaitsunami11.txt

見出し文、固定付加文
見出し文、固定付加文
見出し文、固定付加文
見出し文、固定付加文、津波の高
さ（岩手県）
固定付加文
見出し文、観測点名、津波の推定
値（巨大）及び Condition 要素（重
要）
観測点名、津波の観測値の
Condition 要素（重要）
観測点名、津波の観測値の
Condition 要素（重要）

５．平成 24 年 6 月 15 日付「気象庁防災情報 XML フォーマットに係る資料の一部更
新について」の別紙の差し替え
上記の修正に伴い、平成 24 年 6 月 15 日に公表した「気象庁防災情報 XML フォー
マットに係る資料の一部更新について」の別紙のうち、下記資料についても、本資
料添付のものに差し替えをお願いします。
（別紙１－１）移行措置用 XML フォーマット電文の利用にあたっての留意事項
・１．津波警報・注意報・予報（３）の説明④に下線部を追加。
④

新たに定義する固定付加文コード（0121～0124、0131、0132、0141～0149）は使用しない
（結果として Code が空要素になる場合もある）
。ただし Text には新たに定義された固定付加
文を記載する。

・３．沖合の津波観測に関する情報（１）の「岩手三陸沖１」を「岩手沖９０ｋ
ｍ」に修正。
・３．沖合の津波観測に関する情報（２）の説明に⑤を追加し、例文に対応する
Condition 要素を追加。
⑤ これまでの最大波の高さの重要な更新を表す”
重要”を記載する Condition は使用しない。

・（参考）地震情報等の新ＸＭＬ電文の震度速報の電文例を下記の通り修正。
（修正前）
<ForecastComment codeType="固定付加文">
<Text>震源が海底の場合、津波が発生するおそれが
あります。</Text>
<Code>0216</Code>
</ForecastComment>

（修正後）
<ForecastComment codeType="固定付加文">
<Text>今後の情報に注意してください。</Text>
<Code>0217</Code>
</ForecastComment>

（別紙３）地震火山関連 XML コード表の変更内容（見え消し）
修正内容は２．の通りです。
（別紙４）地震火山関連 XML 電文解説資料（津波・噴火警報変更対応版）の変更内
容（見え消し）
修正内容は３．の通りです。

（別紙１－１）
平成24年10月22日差替版

移行措置用ＸＭＬフォーマット電文
の利用にあたっての留意事項
平成２４年６月
気象庁地震火山部

（別紙１－１）

1

移行措置用ＸＭＬ電文の利用にあたっては、情報内容には新形式電文と差異があることに留意する必要がある。具体的な差異
は以下の通り。
番
号

条件

移行措置用電文

新形式電文

Code=53（Name="大津波警報：
発表"）
予想される津波の高さを定性的表現で発表する場
jmx_eb:TsunamiHeight/@descr
②
MaxHeightなし（表現されない）
合
iption="巨大"、"高い"、""
③ 予想される津波の高さに重要な変更がある場合
Conditionなし（表現されない） Condition="重要"
④ 新たに定義する固定付加文を使用する場合
Codeなし（Textには記載）
Code、Textとも記載
⑤ これまでの最大波の高さに重要な更新がある場合 Conditionなし（表現されない） Condition="重要"
jmx_eb:TsunamiHeight/@conditio jmx_eb:TsunamiHeight/@condi
⑥ 水位が上昇中の場合
nなし（表現されない）
tion="上昇中"
Headline/Informationに高い
沖合の津波観測に関する情報において、高い津波 Headline/Informationなし（表現
⑦
津波を観測した沖合の観測点
を観測した沖合の観測点がある場合
されない）
名とコードを記載
沖合の津波観測に関する情報における「津波予報 Name="ＧＰＳ波浪計"
⑧
Name、Codeとも空
区」（Area）の内容
（Code=990）
沖合の津波観測に関する情報における特殊観測機
Sensorに"ＧＰＳ波浪計"、"水
⑨
Sensorなし（表現されない）
器名の記載
圧計"等を記載
沖合の津波観測に関する情報における推定到達時 ArrivalTimeFromとArrivalTimeTo
⑩
ArrivalTimeに記載
刻の記載
の両方に同じ時刻を記載
沖合の津波観測に関する情報におけるこれまでの
⑪
DateTimeなし（表現されない）
DateTimeに記載
最大波の推定到達時刻の記載
沖合の津波観測に関する情報におけるこれまでの
⑫
Conditionなし（表現されない） Condition="重要"
最大波の推定高さに重要な更新がある場合
沖合の津波観測に関する情報におけるこれまでの
⑬
Conditionなし（表現されない） Condition="推定中"
最大波の推定高さが基準に達していない場合
① 大津波警報の新規発表または切り替えの場合

Code=52（Name="大津波警報：発
表"）

（別紙１－１）2

番
号

条件

移行措置用電文

沖合の津波観測に関する情報におけるこれまでの jmx_eb:TsunamiHeightなし（表現
最大波の推定高さを定性的表現で発表する場合
されない）
沖合の津波観測に関する情報の「現在の津波警報・
⑮
あり
注意報の発表状況」（Forecast要素）
⑭

新形式電文
jmx_eb:TsunamiHeight/@desc
ription="巨大"、"高い"、""
なし

また、移行措置用電文と新形式電文に差異はないものの、現行形式と運用・解釈に差異があることに留意する必要がある。具
体的な差異は以下の通り。
番
号

条件

現行電文

ArrivalTimeに代わって
第１波の到達予想時刻までに時間的な猶予がない
⑯
Condition="直ちに津波来襲と予測
場合
"を記載
jmx_eb:TsunamiHeight/@description=
⑰ 予想される津波の高さの値が「10」の場合
"１０ｍ以上"
必ずjmx_eb:TsunamiHeightまたは
⑱ 第１波の高さ
Condition（"微弱"または"第１波識別
不能"）が出現
必ずjmx_eb:TsunamiHeightまたは
⑲ 最大波の高さ
Condition（"微弱"または"今後最大
波到達"）が出現
⑳ 沖合の津波観測に関する情報における沿岸地域
ＧＰＳ波浪計に対応した地域
マグニチュード（Ｍ）が８を超える巨大地震と推定され
㉑
想定されている最大規模のＭを発表
る場合
㉒ 震度速報における付加文（Comment要素）
なし

移行措置用電文・新形式電文
ArrivalTimeとCondition="た
だちに津波来襲と予測"を併
記
jmx_eb:TsunamiHeight/@descri
ption="１０ｍ"、"１０ｍ超"
jmx_eb:TsunamiHeightは使用し
ない（Conditionは"第１波識別
不能"の時のみ出現）
必ずjmx_eb:TsunamiHeightまた
はCondition（"微弱"または"観
測中"）が出現
津波予報区と同じ地域
jmx_eb:Magnitude/@descriptio
n=“Ｍ８を超える巨大地震”
使用する場合がある

次ページから具体的な電文例により説明する。説明中の番号は上の表の番号に対応する。なお、現行電文から変更（運用・解
釈の変更を含む）となる部分は赤字で、移行措置用電文と新電文で異なる部分は青字で表示する。
（別紙１－１） 3

１．津波警報・注意報・予報（１）
＜移行措置用XML電文＞

＜新XML電文＞

①”大津波警報：発表”の

<Forecast>
とき、Codeは52（大津波
・・・・・
警報）とする。
<Item>
<Area><Name>岩手県</Name><Code>210</Code></Area>
<Category>
<Kind><Name>大津波警報：発表</Name><Code>52</Code></Kind>
<LastKind><Name>津波なし</Name><Code>00</Code></LastKind>
</Category>
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2011-03-11T14:50:00+09:00</ArrivalTime>
<Condition>ただちに津波来襲と予測</Condition>
</FirstHeight>
<MaxHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" condition="不明" description="巨
大">NaN</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
⑯到達予想時刻まで猶
</Item>
予がない場合、

<Forecast>
・・・・・
<Item>
<Area><Name>岩手県</Name><Code>210</Code></Area>
<Category>
<Kind><Name>大津波警報：発表</Name><Code>53</Code></Kind>
<LastKind><Name>津波なし</Name><Code>00</Code></LastKind>
</Category>
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2011-03-11T14:50:00+09:00</ArrivalTime>
<Condition>ただちに津波来襲と予測</Condition>
</FirstHeight>
<MaxHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" condition="不明" description="巨
大">NaN</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
</Item>

ArrivalTimeとConditionを
併記する。
②予想される津波の高さ
が定性的表現となる場合
はMaxHeightなしとする。

① 津波警報等の種類が大津波警報の新規発表または切り替えを表す”大津波警報：発表”のとき、Codeは53（大津波警報：発表）の代わりに52（大
津波警報）を使用する。
② 予想される津波の高さを”巨大”等の定性的表現で発表する場合、MaxHeightなしとする。なお、MaxHeightは津波の減衰に伴う切り替えや解除
を行った場合にも出現しないので、MaxHeightの有無だけで高さが定性的表現かどうかを判断することは避けること。
⑯ 第１波の到達予想時刻までに時間的な猶予がない場合、ArrivalTimeに加えてConditionが出現し“ただちに津波来襲と予測”を記載する
（現行電文ではArrivalTimeは記載していない）。
（別紙１－１）
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１．津波警報・注意報・予報（２）
＜移行措置用XML電文＞

＜新XML電文＞

③”重要”を記載する
<Forecast>
Conditionは使用しない。
・・・・・
<MaxHeight>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="１０ｍ超
">10</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHeight>
⑰予想される津波の高さ

<Forecast>
・・・・・
<MaxHeight>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="１０ｍ超
">10</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHeight>

の値が「10」の場合、
descriptionは”１０ｍ”また
は”１０ｍ超”となる。
<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を超える巨大地震
">NaN</jmx_eb:Magnitude>

<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を超える巨大地震
">NaN</jmx_eb:Magnitude>

㉑「M8を超える巨大地
震」のとき、descriptionに”
Ｍ８を超える巨大地震”と
記載する。

③ 予想される津波の高さの重要な更新を表す”重要”を記載するConditionは使用しない。
⑰ 予想される津波の高さを表すjmx_eb:TsunamiHeightの値が「10」の場合、description属性は”１０ｍ”、”１０ｍ超”の２階級のどちらか
となる（現行電文では”１０ｍ以上”の１階級のみ）。
㉑ 「M8を超える巨大地震」のとき、jmx_eb:Magnitudeのdescription属性に”Ｍ８を超える巨大地震”と記載し、値をNaNとする（現行電
文では値がNaNとなるのはdescription属性が”Ｍ不明”となる場合のみ）。
（別紙１－１）
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１．津波警報・注意報・予報（３）
＜移行措置用XML電文＞

＜新XML電文＞

<WarningComment codeType="固定付加文">
<Text>＜大津波警報＞
大きな津波が襲い甚大な被害が発生します。
沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。

<WarningComment codeType="固定付加文">
<Text>＜大津波警報＞
大きな津波が襲い甚大な被害が発生します。
沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。

＜津波警報＞
津波による被害が発生します。
沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。

＜津波警報＞
津波による被害が発生します。
沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。

＜津波注意報＞
海の中や海岸付近は危険です。
海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。
潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づい
たりしないようにしてください。

＜津波注意報＞
海の中や海岸付近は危険です。
海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。
潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づい
たりしないようにしてください。

＜津波予報（若干の海面変動）＞
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。

＜津波予報（若干の海面変動）＞
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。

警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避
難してください。
到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻です。場所によっては、こ
の時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがあります。
到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測
された津波の高さにかかわらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないでくださ
い。

警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避
難してください。
到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻です。場所によっては、こ
の時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがあります。
到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測
された津波の高さにかかわらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないでくださ
い。

場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
</Text>
<Code>0121 0122 0123 0124 0131 0132</Code>
④新たに定義する付加
</WarningComment>
文コードは使用しない。

場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
</Text>
<Code>0121 0122 0123 0124 0131 0132</Code>
</WarningComment>

④ 新たに定義する固定付加文コード（0121～0124、0131、0132、0141～0149）は使用しない（結果としてCodeが空要素になる場合もある）。ただし
Textには新たに定義された固定付加文を記載する。

（別紙１－１）
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２．津波情報（１）
＜移行措置用XML電文＞

＜新XML電文＞

①”大津波警報：発表”の

<Forecast>
とき、Codeは52（大津波
・・・・・
警報）とする。
<Item>
<Area><Name>岩手県</Name><Code>210</Code></Area>
<Category>
<Kind><Name>大津波警報：発表</Name><Code>52</Code></Kind>
<LastKind><Name>津波なし</Name><Code>00</Code></LastKind>
</Category>
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2011-03-11T14:50:00+09:00</ArrivalTime>
<Condition>ただちに津波来襲と予測</Condition>
</FirstHeight>
<MaxHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" condition="不明" description="巨
大">NaN</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
⑯到達予想時刻まで猶
</Item>
予がない場合、

<Forecast>
・・・・・
<Item>
<Area><Name>岩手県</Name><Code>210</Code></Area>
<Category>
<Kind><Name>大津波警報：発表</Name><Code>53</Code></Kind>
<LastKind><Name>津波なし</Name><Code>00</Code></LastKind>
</Category>
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2011-03-11T14:50:00+09:00</ArrivalTime>
<Condition>ただちに津波来襲と予測</Condition>
</FirstHeight>
<MaxHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" condition="不明" description="巨
大">NaN</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
</Item>

ArrivalTimeとConditionを
併記する。
②予想される津波の高さ
が定性的表現となる場合
はMaxHeightなしとする。

① 津波警報等の種類が大津波警報の新規発表または切り替えを表す”大津波警報：発表”のとき、Codeは53（大津波警報：発表）の代わりに52（大
津波警報）を使用する。
② 予想される津波の高さを”巨大”等の定性的表現で発表する場合、MaxHeightなしとする。なお、MaxHeightは津波の減衰に伴う切り替えや解除
を行った場合にも出現しないので、MaxHeightの有無だけで高さが定性的表現かどうかを判断することは避けること。
⑯ 第１波の到達予想時刻までに時間的な猶予がない場合、ArrivalTimeに加えてConditionが出現し“ただちに津波来襲と予測”を記載する
（現行電文ではArrivalTimeは記載していない）。
（別紙１－１）
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２．津波情報（２）
＜移行措置用XML電文＞

＜新XML電文＞

③”重要”を記載する

<Forecast>
Conditionは使用しない。
・・・・・
<MaxHeight>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="１０ｍ超
">10</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHeight>
⑰予想される津波の高さ

の値が「10」の場合、
descriptionは”１０ｍ”また
は”１０ｍ超”となる。

<Observation>
・・・・・
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2011-03-11T14:46:00+09:00</ArrivalTime>
<Initial>引き</Initial>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="第１波の高さ" unit="m" description="０．２ｍ
">0.2</jmx_eb:TsunamiHeight>
</FirstHeight>
⑱第１波の高さは記載し
<MaxHeight>
ない。
<Condition>観測中</Condition>
</MaxHeight>

<Forecast>
・・・・・
<MaxHeight>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="１０ｍ超
">10</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHeight>

<Observation>
・・・・・
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2011-03-11T14:46:00+09:00</ArrivalTime>
<Initial>引き</Initial>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="第１波の高さ" unit="m" description="０．２ｍ
">0.2</jmx_eb:TsunamiHeight>
</FirstHeight>
<MaxHeight>
<Condition>観測中</Condition>
</MaxHeight>

⑲最大波の高さが基準
未満の場合、Condition
に”観測中”と記載する。

③ 予想される津波の高さの重要な更新を表す”重要”を記載するConditionは使用しない。
⑰ 予想される津波の高さを表すjmx_eb:TsunamiHeightの値が「10」の場合、description属性は”１０ｍ”、”１０ｍ超”の２階級のどちらか
となる（現行電文では”１０ｍ以上”の１階級のみ）。
⑱ 第１波の高さを表すjmx_eb:TsunamiHeightは記載しない（第１波の高さは発表しない）。
⑲ 最大波の高さが基準未満の場合、 jmx_eb:TsunamiHeightに代わってConditionが出現し、”観測中”と記載する。
（別紙１－１）
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２．津波情報（３）
＜移行措置用XML電文＞

＜新XML電文＞

<Observation>
⑤”重要”を記載する
・・・・・
Conditionは使用しない。
<MaxHeight>
<DateTime>2011-03-11T14:56:00+09:00</DateTime>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="これまでの最大波の高さ" unit="m" condition="上昇中"
description="３．２ｍ">3.2</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>追加</Revise>
⑥”上昇中”を記載する
</MaxHeight>

<Observation>
・・・・・
<MaxHeight>
<DateTime>2011-03-11T14:56:00+09:00</DateTime>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="これまでの最大波の高さ" unit="m" condition="上昇中"
description="３．２ｍ">3.2</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>追加</Revise>
</MaxHeight>

condition属性は使用しな
い。
<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を超える巨大地震
">NaN</jmx_eb:Magnitude>

㉑「M8を超える巨大地
震」のとき、descriptionに”
<WarningComment codeType="固定付加文">
Ｍ８を超える巨大地震”と
<Text>津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかる
記載する。

<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を超える巨大地震
">NaN</jmx_eb:Magnitude>

ことがあります。

<WarningComment codeType="固定付加文">
<Text>津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかる
ことがあります。

場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあり
ます。

場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあり
ます。

今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。</Text>
<Code>0114 0111 0112</Code>
④新たに定義する付加
</WarningComment>

今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。</Text>
<Code>0114 0111 0112</Code>
</WarningComment>

文コードは使用しない。

④ 新たに定義する固定付加文コード（0114）は使用しない（結果としてCodeが空要素になる場合もある）。ただしTextには新たに定義された固定付加
文を記載する。
⑤ これまでの最大波の高さの重要な更新を表す”重要”を記載するConditionは使用しない。
⑥ 水位が上昇中であることを表す“上昇中”を記載するjmx_eb:TsunamiHeightのcondition属性は使用しない。
㉑ 「M8を超える巨大地震」のとき、jmx_eb:Magnitudeのdescription属性に”Ｍ８を超える巨大地震”と記載し、値をNaNとする（現行電
文では値がNaNとなるのはdescription属性が”Ｍ不明”となる場合のみ）。
（別紙１－１） 9

３．沖合の津波観測に関する情報（１）
＜移行措置用XML電文＞

＜新XML電文＞

⑦高い津波を観測した沖
合の観測点を記載する
Headline/Informationは
使用しない。

<Headline>
<Text>高い津波を沖合で観測しました。</Text>
<Information type="沖合の津波観測に関する情報">
<Item>
<Kind><Name>沖合の津波観測に関する情報</Name></Kind>
<Areas codeType="潮位観測点">
<Area><Name>岩手沖９０ｋｍ</Name><Code>01609</Code></Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
</Headline>

<Headline>
<Text>高い津波を沖合で観測しました。</Text>
<Information type="沖合の津波観測に関する情報">
<Item>
<Kind><Name>沖合の津波観測に関する情報</Name></Kind>
<Areas codeType="潮位観測点">
<Area><Name>岩手沖９０ｋｍ</Name><Code>01609</Code></Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
</Headline>

⑧現行の「津波情報」に
合わせて”ＧＰＳ波浪計”
（Code:990）を記載する。
<Observation>
・・・・・
<Item>
<Area><Name>ＧＰＳ波浪計</Name><Code>990</Code></Area>
<Station><Name>岩手釜石沖</Name><Code>21090</Code>
<Sensor>ＧＰＳ波浪計</Sensor>

<Observation>
・・・・・
<Item>
<Area><Name>ＧＰＳ波浪計</Name><Code>990</Code></Area>
<Station><Name>岩手釜石沖</Name><Code>21090</Code>
<Sensor>ＧＰＳ波浪計</Sensor>

⑨特殊観測機器名を記載す
るSensorは使用しない。

⑦ 高い津波を観測した沖合の観測点を記載するHeadline/Informationは使用しない。
⑧ 現行の「津波情報」では、沿岸の津波観測点との区別のために「津波予報区」（Area）に”ＧＰＳ波浪計”（Code:990）を記載しているため、移行措置
用電文においても形式的に記載する（新設の「沖合の津波観測に関する情報」には記載しない）。
⑨ 特殊観測機器名（”ＧＰＳ波浪計”、”水圧計”等）を記載するSensorは使用しない。
（別紙１－１）
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３．沖合の津波観測に関する情報（２）
＜移行措置用XML電文＞

＜新XML電文＞

<Observation>
・・・・・
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2011-03-11T14:46:00+09:00</ArrivalTime>
<Initial>引き</Initial>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="第１波の高さ" unit="m" description="０．２ｍ
">0.2</jmx_eb:TsunamiHeight>
</FirstHeight>
⑱第１波の高さは記載し
<MaxHeight>
ない。
<Condition>観測中</Condition>
</MaxHeight>

<Observation>
・・・・・
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2011-03-11T14:46:00+09:00</ArrivalTime>
<Initial>引き</Initial>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="第１波の高さ" unit="m" description="０．２ｍ
">0.2</jmx_eb:TsunamiHeight>
</FirstHeight>
<MaxHeight>
<Condition>観測中</Condition>
</MaxHeight>

⑲最大波の高さが基準
未満の場合、Condition
に”観測中”と記載する。
⑤”重要”を記載する
<Observation>
・・・・・
Conditionは使用しない。
<MaxHeight>
<DateTime>2011-03-11T14:52:00+09:00</DateTime>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="これまでの最大波の高さ" unit="m" condition="上昇中"
description="０．５ｍ">0.5</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHeight>

<Observation>
・・・・・
<MaxHeight>
<DateTime>2011-03-11T14:52:00+09:00</DateTime>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="これまでの最大波の高さ" unit="m" condition="上昇中"
description="０．５ｍ">0.5</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHeight>

⑥”上昇中”を記載する
condition属性は使用しない。

⑤ これまでの最大波の高さの重要な更新を表す”重要”を記載するConditionは使用しない。
⑥ 水位が上昇中であることを表す“上昇中”を記載するjmx_eb:TsunamiHeightのcondition属性は使用しない。
⑱ 第１波の高さを表すjmx_eb:TsunamiHeightは記載しない（第１波の高さは発表しない）。
⑲ 最大波の高さが基準未満の場合、 jmx_eb:TsunamiHeightに代わってConditionが出現し、”観測中”と記載する。
（別紙１－１）
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３．沖合の津波観測に関する情報（３）
＜移行措置用XML電文＞

＜新XML電文＞

⑳沿岸地域を津波予報
区と同じ地域に変更。

<Estimation>
⑩ArrivalTimeFromと
<CodeDefine>
<Type xpath="Item/Area/Code">沿岸地域</Type>
ArrivalTimeToに同じ時刻
</CodeDefine>
を記載する。
<Item>
<Area><Name>岩手県</Name><Code>210</Code></Area>
<FirstHeight>
<ArrivalTimeFrom>2011-03-11T14:55:00+09:00</ArrivalTimeFrom>
<ArrivalTimeTo>2011-03-11T14:55:00+09:00</ArrivalTimeTo>
<Condition>早いところでは既に津波到達と推定</Condition>
</FirstHeight>
<MaxHeight>
⑪MaxHeightの子要素
<DateTime>2011-03-11T15:15:02+09:00</DateTime>
DateTimeは使用しない。
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type=“津波の高さ” unit=“m” condition=“不明”
description=“巨大">NaN</jmx_eb:TsunamiHeight>
⑫MaxHeightの子要素
</MaxHeight>
Condition（重要）は使用
</Item>
</Estimation>
しない。

⑭推定される津波の高さ
が定性的表現となる場合
はjmx_eb:TsunamiHeight
なしとする。

<Estimation>
<CodeDefine>
<Type xpath="Item/Area/Code">沿岸地域</Type>
</CodeDefine>
<Item>
<Area><Name>岩手県</Name><Code>210</Code></Area>
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2011-03-11T14:55:00+09:00</ArrivalTime>
<Condition>早いところでは既に津波到達と推定</Condition>
</FirstHeight>
<MaxHeight>
<DateTime>2011-03-11T15:15:02+09:00</DateTime>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type=“津波の高さ” unit=“m” condition=“不明”
description=“巨大">NaN</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
</Item>
</Estimation>

⑩ 津波の推定値（Estimation）において、現行の「津波情報」フォーマットではArrivalTimeFromとArrivalTimeToを用いて推定到達時刻に幅を持たせ
た表現としているため 、移行措置用電文ではArrivalTimeは使用せず、ArrivalTimeFromとArrivalTimeToの両方に同じ時刻を記載する。
⑪ 津波の推定値（Estimation）において、 MaxHeightの子要素DateTime（これまでの最大波の推定到達時刻）は使用しない。
⑫ 津波の推定値（Estimation）において、 MaxHeightの子要素Condition（”重要”を記載する）は使用しない。
⑭ 津波の推定値（Estimation）において、 推定される津波の高さを”巨大”等の定性的表現で発表する場合、MaxHeightの子要素
jmx_eb:TsunamiHeightなしとする（結果としてMaxHeightが空要素になる場合もある）。
⑳ 津波の推定値（Estimation）において、沿岸地域を現行電文のＧＰＳ波浪計に対応した地域から、津波予報区と同じ地域に変更する（Codeも津波
予報区で使用している番号と同じ）。
（別紙１－１） 12

３．沖合の津波観測に関する情報（４）
＜移行措置用XML電文＞

＜新XML電文＞

<Estimation>
・・・・・
<MaxHeight>
<Condition>推定中</Condition>
</MaxHeight>

<Estimation>
・・・・・
<MaxHeight>
<Condition>推定中</Condition>
</MaxHeight>

<Forecast>
・・・・・
</Forecast>

⑬MaxHeightの子要素
Condition（推定中）は使
用しない。

⑮Forecast要素を記載する。

㉑「M8を超える巨大地
震」のとき、descriptionに”
Ｍ８を超える巨大地震”と
記載する。

<Forecast>
・・・・・
</Forecast>

<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を超える巨大地震
">NaN</jmx_eb:Magnitude>

<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を超える巨大地震
">NaN</jmx_eb:Magnitude>

<WarningComment codeType="固定付加文">
<Text>沖合での観測値であり、沿岸では津波はさらに高くなります。</Text>
<Code>0115</Code>
④新たに定義する付加
</WarningComment>

<WarningComment codeType="固定付加文">
<Text>沖合での観測値であり、沿岸では津波はさらに高くなります。</Text>
<Code>0115</Code>
</WarningComment>

文コードは使用しない。

④ 新たに定義する固定付加文コード（0115）は使用しない（結果としてCodeが空要素になる場合もある）。ただしTextには新たに定義された固定付加
文を記載する。
⑬ 津波の推定値（Estimation）において、 MaxHeightの子要素Condition（”推定中” を記載する）は使用しない（結果としてMaxHeightが空要素にな
る場合もある） 。
⑮ 移行措置用電文は現行の「津波情報」のフォーマットにより配信するため、 「津波情報」に記載している「津波警報・注意報の発表状況」（過去最
新の津波警報・注意報の内容）を表すForecast要素を記載する（新設の「沖合の津波観測に関する情報」には記載しない）。
㉑ 「M8を超える巨大地震」のとき、jmx_eb:Magnitudeのdescription属性に”Ｍ８を超える巨大地震”と記載し、値をNaNとする（現行電
文では値がNaNとなるのはdescription属性が”Ｍ不明”となる場合のみ）。
（別紙１－１） 13

（参考）地震情報等の新ＸＭＬ電文
■

震度速報

＜新XML電文＞

※移行措置用XML電文なし
<Comments>
<ForecastComment codeType="固定付加文">
<Text>今後の情報に注意してください。</Text>
<Code>0217</Code>
</ForecastComment>
</Comments>

㉒震度速報で付加文を
使用する場合がある。

㉒ 津波への警戒の呼び掛け等のため、震度速報で付加文を使用する場合がある（現行電文では使用していない）。

■

震源に関する情報、震源・震度に関する情報

＜新XML電文＞

※移行措置用XML電文なし
<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を超える巨大地震
">NaN</jmx_eb:Magnitude>

㉑「M8を超える巨大地
震」のとき、descriptionに”
Ｍ８を超える巨大地震”と
記載する。

㉑ 「M8を超える巨大地震」のとき、jmx_eb:Magnitudeのdescription属性に”Ｍ８を超える巨大地震”と記載し、値をNaNとする（現行電
文では値がNaNとなるのはdescription属性が”Ｍ不明”となる場合のみ）。
（別紙１－１）
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（別紙３）

地震火山関連 XML コード表の変更内容（見え消し）
·

一覧表

·

シート 14

TsunamiWarning コード表

·

シート 34

CoastTsunami コード表

·

シート 62

AdditionalCommentEarthquake コード表

·

シート 81

VolcanicWarning コード表

エクセルシート一覧
シート

コード表名

コード種別

11 EarthquakeWarning コード表

"警報等情報要素／緊急地震速報"

12 EarthquakeForecast コード表

"緊急地震速報"

13 TsunamiWarning コード表

"警報等情報要素／津波警報・注意報・予報"

14 TsunamiWarning コード表 ※

"警報等情報要素／津波警報・注意報・予報"

21 AreaForecastEEW コード表

"緊急地震速報／地方予報区"

22 AreaForecastLocalEEW コード表

"緊急地震速報／府県予報区"

23 AreaInformationPrefectureEarthquake コード表

"地震情報／都道府県等"

"地震情報／細分区域"
24 AreaForecastLocalE ・ AreaInformationCity ・ PointSeismicIntensity コード表 "気象・地震・火山情報／市町村等"
"震度観測点"
31 AreaTsunami コード表

"津波予報区"

32 CoastTsunami コード表

"沿岸地域"

33 PointTsunami コード表

"潮位観測点"

34 CoastTsunami コード表 ※

"沿岸地域"

41 AreaEpicenter コード表

"震央地名"

42 AreaEpicenterAbbreviation コード表

"短縮用震央地名"

43 AreaEpicenterDetail コード表

"詳細震央地名"

44 AreaEpicenterSuppliment コード表

"震央補助"

51 TokaiInformation コード表

"東海関連情報番号"

61 AdditionalCommentEarthquake コード表

"固定付加文"

62 AdditionalCommentEarthquake コード表 ※

"固定付加文"

81 VolcanicWarning コード表

"警報等情報要素／噴火警報・予報等"

82 PointVolcano コード表
"火山名"
(注１)区域や観測点等については、今後の市町村合併や観測点の移設・新規情報発表開始等により、変更の可能性がある。
(注２)「ふりがな」については、区域や地点を読み上げる際の利便を考慮して、気象庁で用いているふりがなを参考として付している
ものである。また、気象庁が発信する電文中にふりがなそのものが出現することは無い。
（注３）※を付したコード表（シート14、34、62）は、平成25年３月運用開始予定の新しい津波警報等の電文（新形式及び移行措置用）
で使用するものである。平成25年３月の運用開始前までは、それぞれ現行のコード表（シート13、32、61）を使用し、運用開始以降は
現行コード表（シート13、32、61）は使用せず、※を付したコード表（シート14、34、62）を使用することになる。

【シート14】 見え消しは、シート13からの変更点です。
TsunamiWarning コード表
（種別："警報等情報要素／津波警報・注意報・予報"）
※このTsunamiWarningコード表は、平成25年３月運用開始予定の新しい津波警報等の電文（新形式及び移行措置用）で使用する。（運用開
始前は、シート13を使用。）

TsunamiWarning
Code
00
50
51
52
53
60
62
71
72
73

Name
津波なし
津波警報解除
津波の津波警報

備考
大津波警報または津波警報の解除

大津波警報大津波の津波警報

大津波警報の新規発表または切替（移行措置用電文のCodeには"52"を記載する）
大津波警報：発表
津波注意報解除
津波注意報
津波予報（若干の海面変動）
津波予報（若干の海面変動） 津波注意報解除、津波予報（若干の海面変動）への切替
津波予報（若干の海面変動） 大津波警報または津波警報の解除、津波予報（若干の海面変動）への切替

【シート34】 見え消しは、シート32からの変更点です。
CoastTsunami コード表
（種別："沿岸地域"）
※このCoastTsunamiコード表は、平成25年３月運用開始予定の新しい津波警報等の電文（新形式及び移
行措置用）で使用する。（運用開始前は、シート32を使用。）

沿岸地域
Code
100
101
102
110
111
120
191
192
193
200
201
202
210
220
230
240
250
281
291
292
300
310
311
312
320
321
330
340
341
350
360
361
370
380
390
391
400
481
482
483
484
485
486
491
492
493
494
500
510
520
521
522
530
540

Name
北海道太平洋沿岸東部
北海道太平洋沿岸中部
北海道太平洋沿岸西部
北海道日本海沿岸北部
北海道日本海沿岸南部
オホーツク海沿岸
北海道太平洋沿岸
北海道日本海沿岸
オホーツク海沿岸
青森県日本海沿岸
青森県太平洋沿岸
陸奥湾
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
青森県
東北地方太平洋沿岸
東北地方日本海沿岸
茨城県
千葉県九十九里・外房
千葉県内房
東京湾内湾
伊豆諸島
小笠原諸島
相模湾・三浦半島
新潟県上中下越
佐渡
富山県
石川県能登
石川県加賀
福井県
静岡県
愛知県外海
伊勢・三河湾
三重県南部
千葉県
神奈川県
新潟県
石川県
愛知県
三重県
関東地方
伊豆・小笠原諸島
北陸地方
東海地方
京都府
大阪府
兵庫県北部
兵庫県瀬戸内海沿岸
淡路島南部
和歌山県
鳥取県

ふりがな
ほっかいどうたいへいようえんがんとうぶ
ほっかいどうたいへいようえんがんちゅうぶ
ほっかいどうたいへいようえんがんせいぶ
ほっかいどうにほんかいえんがんほくぶ
ほっかいどうにほんかいえんがんなんぶ
おほーつくかいえんがん
ほっかいどうたいへいようえんがん
ほっかいどうにほんかいえんがん
おほーつくかいえんがん
あおもりけんにほんかいえんがん
あおもりけんたいへいようえんがん
むつわん
いわてけん
みやぎけん
あきたけん
やまがたけん
ふくしまけん
あおもりけん
とうほくちほうたいへいようえんがん
とうほくちほうにほんかいえんがん
いばらきけん
ちばけんくじゅうくりそとぼう
ちばけんうちぼう
とうきょうわんないわん
いずしょとう
おがさわらしょとう
さがみわんみうらはんとう
にいがたけんじょうちゅうかえつ
さど
とやまけん
いしかわけんのと
いしかわけんかが
ふくいけん
しずおかけん
あいちけんそとうみ
いせみかわわん
みえけんなんぶ
ちばけん
かながわけん
にいがたけん
いしかわけん
あいちけん
みえけん
かんとうちほう
いずおがさわらしょとう
ほくりくちほう
とうかいちほう
きょうとふ
おおさかふ
ひょうごけんほくぶ
ひょうごけんせとないかいえんがん
あわじしまなんぶ
わかやまけん
とっとりけん

【シート34】 見え消しは、シート32からの変更点です。
CoastTsunami コード表
（種別："沿岸地域"）
※このCoastTsunamiコード表は、平成25年３月運用開始予定の新しい津波警報等の電文（新形式及び移
行措置用）で使用する。（運用開始前は、シート32を使用。）

沿岸地域
Code
550
551
560
570
580
590
600
601
610
681
682
683
691
692
693
700
701
710
711
712
720
730
731
740
750
751
760
770
771
772
773
781
782
783
784
785
786
787
791
792
793
800
801
802
891
20090
20190
21090
21091
21092
22090
22091
23090
24090

Name
島根県出雲・石見
隠岐
岡山県
広島県
徳島県
香川県
愛媛県宇和海沿岸
愛媛県瀬戸内海沿岸
高知県
兵庫県
島根県
愛媛県
近畿四国太平洋沿岸
近畿中国日本海沿岸
瀬戸内海沿岸
山口県日本海沿岸
山口県瀬戸内海沿岸
福岡県瀬戸内海沿岸
福岡県日本海沿岸
有明・八代海
佐賀県北部
長崎県西方
壱岐・対馬
熊本県天草灘沿岸
大分県瀬戸内海沿岸
大分県豊後水道沿岸
宮崎県
鹿児島県東部
種子島・屋久島地方
奄美群島・トカラ列島
鹿児島県西部
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
鹿児島県
九州地方東部
九州地方西部
薩南諸島
沖縄本島地方
大東島地方
宮古島・八重山地方
沖縄県地方
青森深浦付近
青森八戸付近
岩手釜石付近
岩手宮古付近
岩手久慈付近
宮城金華山付近
気仙沼広田湾付近
秋田男鹿付近
山形酒田付近

ふりがな
しまねけんいずもいわみ
おき
おかやまけん
ひろしまけん
とくしまけん
かがわけん
えひめけんうわかいえんがん
えひめけんせとないかいえんがん
こうちけん
ひょうごけん
しまねけん
えひめけん
きんきしこくたいへいようえんがん
きんきちゅうごくにほんかいえんがん
せとないかいえんがん
やまぐちけんにほんかいえんがん
やまぐちけんせとないかいえんがん
ふくおかけんせとないかいえんがん
ふくおかけんにほんかいえんがん
ありあけやつしろかい
さがけんほくぶ
ながさきけんせいほう
いきつしま
くまもとけんあまくさなだえんがん
おおいたけんせとないかいえんがん
おおいたけんぶんごすいどうえんがん
みやざきけん
かごしまけんとうぶ
たねがしまやくしまちほう
あまみぐんとうとかられっとう
かごしまけんせいぶ
やまぐちけん
ふくおかけん
さがけん
ながさきけん
くまもとけん
おおいたけん
かごしまけん
きゅうしゅうちほうとうぶ
きゅうしゅうちほうせいぶ
さつなんしょとう
おきなわほんとうちほう
だいとうじまちほう
みやこじまやえやまちほう
おきなわけんちほう
あおもりふかうらふきん
あおもりはちのへふきん
いわてかまいしふきん
いわてみやこふきん
いわてくじふきん
みやぎきんかさんふきん
けせんぬまひろたわんふきん
あきたおがふきん
やまがたさかたふきん

【シート34】 見え消しは、シート32からの変更点です。
CoastTsunami コード表
（種別："沿岸地域"）
※このCoastTsunamiコード表は、平成25年３月運用開始予定の新しい津波警報等の電文（新形式及び移
行措置用）で使用する。（運用開始前は、シート32を使用。）

沿岸地域
Code
25090
38090
40090
53090
58090
61090

Name
福島小名浜付近
静岡御前崎付近
三重尾鷲付近
和歌山白浜付近
徳島海陽付近
高知足摺岬付近

ふりがな
ふくしまおなはまふきん
しずおかおまえざきふきん
みえおわせふきん
わかやましらはまふきん
とくしまかいようふきん
こうちあしずりみさきふきん

【シート62】 見え消しは、シート61からの変更点です。
AdditionalCommentEarthquake コード表
（種別："固定付加文"）
※このコード表は、平成25年３月運用開始予定の新しい津波警報等の電文（新形式及び移行措置用）で使用する。（運用開始前は、
シート61を使用。）
※移行措置用電文においては、0114, 0115, 0121, 0122, 0123, 0124, 0131, 0132, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149
のCodeは記載せず、Textのみ記載する。

固定付加文
Code
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0121

0122

0123
0124
0131
0132
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0201
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0241
0242
0243
0244
0256
0262

Text
今後若干の海面変動があるかもしれません。
今後若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
今後もしばらく海面変動が続くと思われます。
今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、海水浴や磯釣り等を行う際は注意してください。
今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、磯釣り等を行う際は注意してください。
津波警報が発表されている沿岸では、直ちに安全な場所へ避難してください。
現在、大津波警報・津波警報・津波注意報を発表している沿岸はありません。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達していることが考えられますおそれがあります。
今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。
沖合での観測値をもとに津波が推定されている沿岸では、早いところでは、既に津波が到達していると推定されます。
津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。
沖合での観測値であり、沿岸では津波はさらに高くなります。
＜大津波警報＞
大きな津波が襲い甚大な被害が発生します。
沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。
＜津波警報＞
津波による被害が発生します。
沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。
＜津波注意報＞
海の中や海岸付近は危険です。
海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。
潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。
＜津波予報（若干の海面変動）＞
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりもかなり遅れて津波が襲って
くることがあります。
到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測された津波の高さにかかわらず、警報
が解除されるまで安全な場所から離れないでください。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
東日本大震災クラスの津波が来襲します。
沖合で高い津波を観測したため大津波警報・津波警報に切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため大津波警報・津波警報を切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため大津波警報に切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため大津波警報を切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため津波警報に切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため津波警報を切り替えました。
沖合で高い津波を観測したため予想される津波の高さを切り替えました。
ただちに避難してください。
強い揺れに警戒してください。
津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、海水浴や磯釣り等を行う際は注意してください。
今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、磯釣り等を行う際は注意してください。
この地震による津波の心配はありません。
震源が海底の場合、津波が発生するおそれがあります。
今後の情報に注意してください。
太平洋の広域に津波発生の可能性があります。
太平洋で津波発生の可能性があります。
北西太平洋で津波発生の可能性があります。
インド洋の広域に津波発生の可能性があります。
インド洋で津波発生の可能性があります。
震源の近傍で津波発生の可能性があります。
震源の近傍で小さな津波発生の可能性がありますが、被害をもたらす津波の心配はありません。
一般的に、この規模の地震が海域の浅い領域で発生すると、津波が発生することがあります。
日本への津波の有無については現在調査中です。
この地震による日本への津波の影響はありません。
この地震について、緊急地震速報を発表しています。
この地震について、緊急地震速報を発表しています。この地震の最大震度は２でした。
この地震について、緊急地震速報を発表しています。この地震の最大震度は１でした。
この地震について、緊急地震速報を発表しています。この地震で震度１以上は観測されていません。
震源要素を訂正します。
＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

【シート81】
VolcanicWarning コード表
（種別："警報等情報要素／噴火警報・予報等"）
VolcanicWarning
Code
01
02
03
04
05
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
31
32
33
35
36
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
65
91
99

Name
噴火警報
火口周辺警報
噴火警報（周辺海域）
噴火予報：警報解除
噴火予報
レベル１（平常）
レベル２（火口周辺規制）
レベル３（入山規制）
レベル４（避難準備）
レベル５（避難）
平常
火口周辺危険
入山危険
山麓厳重警戒
居住地域厳重警戒
海上警報（噴火警報）
海上警報（噴火警報解除）
海上予報（噴火予報）
平常（海底火山）
周辺海域警戒
噴火警報：避難等
噴火警報：入山規制等
火口周辺警報：入山規制等
噴火警報（周辺海域）：周辺海域警戒
平常
噴火警報：当該居住地域厳重警戒
噴火警報：当該山麓厳重警戒
噴火警報：火口周辺警戒
火口周辺警報：火口周辺警戒
爆発
噴火
噴火開始
噴火継続
噴火終了
噴火頻発
爆発したもよう
噴火したもよう
噴火開始したもよう
噴火継続のもよう
噴火終了したもよう
不明
その他の現象

備考

※ただし、Nameについては検討中
※ただし、Nameについては検討中
※ただし、Nameについては検討中

噴火警報（山麓）の場合、46に代えて使用する。
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地震火山関連 XML 電文解説資料
（津波・噴火警報変更対応版）

平成 2324 年 11６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（津波・噴火警報変更対応版）」
（以下「本
解説資料」という。）は、平成 2325 年５３月本格運用開始予定の新しい津波警報等
及び噴火警報の情報文を含んだ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、実際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。
なお、同じく平成 25 年３月から運用開始予定である津波警報等の移行措置用電
文については、本解説資料の最後に別冊として添付した「津波関連移行措置用 XML
電文解説資料」において説明する。
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
2324 年 11６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 2324 年 11６月現在、平成 23 年８月 26 日付 ver1.2
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、沖合の津波観測に関する情報をまと
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、東海地震に関連する調査情報をま
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。

目次
Ⅰ．共通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（ⅰ）管理部
（ⅱ）ヘッダ部
（ⅲ）共通別紙
ア．地震火山関連 XML 電文の「独立した情報単位」の運用・・・
イ．地震・津波に関連する情報における EventID 要素の運用・・
ウ．地震火山関連 XML の取消電文の運用・・・・・・・・・・・
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Ⅰ．（ⅱ）ヘッダ部
Head【ヘッダ部】（1 回）
本情報の見出しを記載する。
1．Title【標題】（1 回）
情報の標題を記載する。
震源・震度に関する情報において、近地地震の場合には“震源・震度情報”、遠地地震の場
合には“遠地地震に関する情報”と記載する。
津波警報・注意報・予報については、発表する情報に含まれる津波予報等の種類の総和表
現を記載する。なお、津波警報・注意報を全解除し、全ての津波予報区等で津波予報（若干
の海面変動）又は津波なしとなる場合は、事例に示すとおり“津波予報”と記載する。
各地の満潮時刻と津波到達予想時刻を発表する津波情報については“各地の満潮時刻・
津波到達予想時刻に関する情報”を、津波の観測値を発表する津波情報については“津波観
測に関する情報”を記載する。両者をひとつの津波情報電文で発表する場合は、本要素の中
に二つの標題を半角スペースで区切って併記する。
火山に関連する情報においては、火山名と情報の種別を記載する。
事例１（津波注意報と津波予報を発表する場合）
<Title>津波注意報・津波予報</Title>
事例２（津波注意報を全解除し、津波予報（若干の海面変動）が残る場合）
<Title>津波予報</Title>
事例３（津波注意報を全解除し、全ての津波予報区で津波なしとなる場合）
<Title>津波予報</Title>
事例４（大津波警報、津波警報、津波注意報、津波予報を発表する場合）
<Title>大津波警報・津波警報・津波注意報・津波予報</Title>
2．ReportDateTime【発表時刻】（1 回）
発表官署が本情報を発表した時刻を記載する。
緊急地震速報（警報）及び緊急地震速報（予報）、緊急地震速報の配信テスト電文について
は秒値まで、その他の地震・津波・火山に関連する情報については、分値まで有効である。
3．TargetDateTime【基点時刻】（1 回）
Ⅰ－2

地震火山関連 XML 電文解説資料
平成 2324 年 11６月版

情報の内容が発現・発効する基点時刻を記載する。
震度速報については地震波の検知時刻を、地震情報（顕著な地震の震源要素更新のお知
らせ）については震源要素を切り替えた時刻を、津波の観測値を発表する津波情報、沖合の
津波観測に関する情報については津波の観測状況を確定した時刻を記載する。火山現象に
関する海上警報については火山活動の観測時刻、噴火に関する火山観測報については報じ
る現象の発現時刻を記載する。その他の地震・津波・火山に関連する情報については、ヘッ
ダ部の発表時刻（Head/ReportDateTime）の値を記載する。
なお、緊急地震速報（警報）、緊急地震速報（予報）、及び緊急地震速報の配信テスト電文
については秒値まで、その他の地震・津波・火山に関連する情報については、分値まで有効
である。ただし、噴火に関する火山観測報については、基本的に分値まで有効であるが、
TargetDTDubious が出現する場合は、それで示すあいまいさに応じた単位までが有効、発現
時刻が不明の場合には xsi:nil=“true”属性値により空要素となる。
事例（噴火に関する火山観測報において、本要素が空要素として出現する場合）
<TargetDateTime xsi:nil=”true” />
4. TargetDTDubious【基点時刻のあいまいさ】
（0 回/1 回, 値：“頃”/“年頃”/“月頃”/“日頃”/“時頃”/“分頃”/“秒頃”）
噴火に関する火山観測報のみで用いる場合があり、報じる現象の発現時刻にあいまいさが
ある場合に記載する。
例えば“日頃”のときは年月日までが有効となる。具体的な精度の有効な範囲は、内容部の
EventDateTime 及び EventDateTimeUTC の@significant に記載する。
5．ValidDateTime【失効時刻】（0 回/1 回）
津波警報・注意報・予報の電文のみで用いる場合があり、津波予報（若干の海面変動）のみ
発表の場合や、津波警報・注意報解除後に津波予報（若干の海面変動）のみが残る場合に、
その失効時刻を記載する。
6．EventID【識別情報】（1 回）
地震・津波に関連する情報については、ある特定の地震を識別するための地震識別番号
（14 桁の数字）を記載する。津波に関連する情報では、当該警報等に寄与している地震の地
震識別番号を記載するため、１つの電文に複数の地震識別番号が出現する場合もある。詳細
については、（ⅲ）共通別紙イ．「地震・津波に関連する情報の EventID 要素の運用」を参照。
東海地震に関連する情報では、常に空要素となる。
火山に関連する情報については、３桁の火山番号を記載する。ただし、噴火に関する火山
観測報については、ReportDateTime と火山番号を“_”で連結して記載する。
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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、沖合の津波観測に関する情報のみに出現し、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。
沖合の津波観測に関する情報においては、大津波警報・津波警報に相当する観測値が含
まれない場合、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、津波警報・注意報・予報においては、@type が“津波予報領域表
現”となり、子要素として Item をもち、沖合の津波観測に関する情報においては、@type が“沖
合の津波観測に関する情報”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・注意報・予報の場合
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。
大津波警報

津波警報

津波

Item 要素の

(大津波)

(津波)

注意報

出現回数

○

○

○

２

○

○

×

２

○

×

○

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。
○沖合の津波観測に関する情報の場合
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1 回のみ出現する。子要素として、Kind と Areas をもつ。
11-2(1)-1-1．Kind【防災気象情報要素】（1 回）
○津波警報・注意報・予報の場合
津波警報等の種類を記載する。子要素に Name と Code をもつ。
○沖合の津波観測に関する情報の場合
子要素に Name 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・注意報・予報の場合
津波警報等の名称を記載する。
○沖合の津波観測に関する情報の場合
本要素の値は”沖合の津波観測に関する情報”となる。
11-2(1)-1-1-2．Code【防災気象情報要素コード】（0 回/1 回）
○津波警報・注意報・予報の場合
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
する。
○沖合の津波観測に関する情報の場合
本要素は出現しない。
11-2(1)-1-2．Areas【対象地域・地点】（1 回）
○津波警報・注意報・予報の場合
津波警報等の対象となる津波予報区、津波予報区結合表現、又は領域表現を記載する。
子要素に Area をもつ。
○沖合の津波観測に関する情報の場合
大津波警報・津波警報に相当する高い津波が観測された沖合の潮位観測点を記載する。
子要素に Area をもつ。
11-2(1)-1-2-1．Area【対象地域・地点】（1 回以上）
○津波警報・注意報・予報の場合
Kind の内容に対応する津波警報等の対象となる、津波予報区、津波予報区結合表現、又
は領域表現の数と同数出現する。
子要素に Name と Code をもつ。
○沖合の津波観測に関する情報の場合
大津波警報・津波警報に相当する高い津波が観測された沖合の潮位観測点又は観測点名
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称を簡略化した表現（複数の観測点で同じ表現となる場合は 1 回だけ記載する。）の数と同数
出現する。
子要素に Name と Code をもつ。
11-2(1)-1-2-1-1．Name【対象地域・地点名称】（1 回）
○津波警報・注意報・予報の場合
津波予報区、津波予報区結合表現、又は領域表現を記載する。
○沖合の津波観測に関する情報の場合
沖合の潮位観測点又は観測点名称を簡略化した表現（複数の観測点で同じ表現となる場
合は 1 回だけ記載する。）を記載する。
11-2(1)-1-2-1-2．Code【対象地域・地点コード】（1 回）
○津波警報・注意報・予報の場合
上記 Name の内容に対応するコード（“津波予報区”）を記載する。
○沖合の津波観測に関する情報の場合
上記 Name の内容に対応するコード（“潮位観測点”）を記載する。簡略化した観測点名称に
対しては、その名称に対応するコードを記載する。
津波警報・注意報・予報における Information の構造
Information @type=”津波予報領域表現”
└─Item（1 回/2 回）
├─Kind（1 回）
│

├─Name（1 回）

│

└─Code（1 回）

└─Areas @codeType="津波予報区"（1 回）
└─Area（1 回以上）
├─Name（1 回）
└─Code（1 回）
津波警報・注意報・予報における Information の出現例
<Information type="津波予報領域表現">
<Item>
<Kind>
<Name>津波注意報</Name>
<Code>62</Code>
</Kind>
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<Areas codeType="津波予報区">
<Area>
<Name>伊豆諸島</Name>
<Code>320</Code>
</Area>
<Area>
<Name>静岡県</Name>
<Code>380</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
沖合の津波観測に関する情報における Information の構造
Information @type="沖合の津波観測に関する情報"
└─Item（1 回）
├─Kind（1 回）
│

└─Name（1 回）

└─Areas @codeType="潮位観測点"（1 回）
└─Area（1 回以上）
├─Name（1 回）
└─Code（1 回）
沖合の津波観測に関する情報における Information の出現例
<Information type="沖合の津波観測に関する情報">
<Item>
<Kind>
<Name>沖合の津波観測に関する情報</Name>
</Kind>
<Areas codeType="潮位観測点">
<Area>
<Name>岩手釜石沖</Name>
<Code>21090</Code>
</Area>
<Area>
<Name>岩手宮古沖</Name>
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<Code>21091</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
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緊急地震速報における Head/Headline/Information の解説
11-2(2)．Information【見出し防災気象情報事項】（0 回/3 回）
本要素は緊急地震速報（警報）のみに出現し、緊急地震速報(予報)及び緊急地震速報の
配信テスト電文には出現しない。また、情報形態（Head/InfoType）が“取消”の場合も出現しな
い。
緊急地震速報(警報)で本要素が出現する場合には、@type が“緊急地震速報(地方予報
区)”、 “緊急地震速報(府県予報区)”、及び“緊急地震速報(細分区域)”である本要素が各々
１回ずつづつ出現する。各々の Information 要素は子要素として Item をもつ。
11-2(2)-1．Item【個々の防災気象情報要素】（1 回/2 回）
緊急地震速報(警報)の発表状況を記載する。子要素として、Kind、LastKind 及び Areas をも
つ。警報では本要素は原則として１回のみの出現だが、新たに警報対象となる区域がある場
合には、当該警報の電文において本要素は２回出現する（下表参照）。
区域※の変化
最初の
警報

Item の

Kind/Name

LastKind/Name

出現回数

の内容

の内容

－

１

“緊急地震速報（警報）”

“なし”

変化がない場合

１

“緊急地震速報（警報）”

“緊急地震速報（警報）”

“緊急地震速報（警報）”

“なし”

増える場合

２
“緊急地震速報（警報）”

“緊急地震速報（警報）”

続報の
警報
※

当該 Item の親要素 Information の@type で示す警報対象区域

11-2(2)-1-1．Kind【防災気象情報要素】（1 回）
子要素に Name と Code をもつ。
11-2(2)-1-1-1．Name【防災気象情報要素名】（1 回）
防災気象情報名を記載する。現行の運用では、とりうる値としては“緊急地震速報(警報)”の
みである（11-2(2)-1 の表参照）。
11-2(2)-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／緊急地震速報”）を記載する。
11-2(2)-1-2．LastKind【直前の防災気象情報要素】（1 回）
子要素に Name と Code をもつ。
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地震情報等における Head/Headline/Information の解説
11-2(3)．Information【見出し防災気象情報事項】（0 回以上）
震 度 速 報 で は 、 @type が “ 震 度 速 報 ” で あ る 本 要 素 が １ 回 出 現 す る 。 情 報 形 態
（Head/InfoType）が“取消”の場合は出現しない。
地震情報(震源・震度に関する情報)では、@type が“震源・震度に関する情報（細分区域）”、
“震源・震度に関する情報（市町村等）”である本要素が各々１回ずつづつ出現する。なお、以
下の場合は本要素は出現しない。
・観測された震度が全て２以下だった場合
・震度が観測されなかった場合（遠地地震の場合など）
・情報形態（Head/InfoType）が“取消”の場合
地震情報(震源に関する情報)、地震情報(地震の活動状況等に関する情報)、地震情報(地
震回数に関する情報)、及び地震情報(顕著な地震の震源要素更新のお知らせ)には、本要素
は出現しない。
11-2(3)-1．Item【個々の防災気象情報要素】（1 回以上）
本要素は、Information/@type の値や観測された最大震度により出現回数が決まる。
Information/@type が“震度速報”又は“震源・震度に関する情報(細分区域)”の場合は、観
測された震度のうち、震度３以上の震度階級の数だけ本要素が出現する。
Information/@type が“震源・震度に関する情報(市町村等)”の場合、当面は下表に示す震
度階級の要素が出現する。また、基準となる震度以上と考えられるが情報発表時点で震度が
入電していない市町村がある場合は、その旨を記載するための要素が追加される。当面は震
度５弱を基準とし、震度５弱以上と考えられるが震度が入電していない市町村を、“震度５弱以
上未入電”の要素に記載する。
子要素として、Kind 及び Areas をもつ。
観測された最大震度

Item に記載する震度階級

震度６弱以上

観測された震度のうち、震度５弱以上の階級のもの

震度５強又は震度５弱

観測された震度のうち、震度４以上の階級のもの

震度４又は震度３

観測された震度のうち、震度３以上の階級のもの

11-2(3)-1-1．Kind【防災気象情報要素】（1 回）
子要素に Name をもつ。
11-2(3)-1-1-1．Name【防災気象情報要素名】（1 回，とりうる値：“震度７”、 “震度６強”、
“震度６弱”、 “震度５強”、 “震度５弱”、 “震度４”、 “震度３”、 “震度５弱以
上未入電”）
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火山に関連する情報における Head/Headline/Information の解説
11-2(4)．Information【見出し防災気象情報事項】（0 回以上）
噴火警報・予報及び火山現象に関する海上警報においては、@type が“噴火警報・予報(対
象火山)”、 “噴火警報・予報(対象市町村等)”（海上警報では“噴火警報・予報(対象海上予
報区)”）及び“噴火警報・予報（対象市町村の防災対応等）”である本要素が各々１回ずつづ
つ出現する。
火山の状況に関する解説情報においては、@type が“火山の状況に関する解説情報(対象
火山)”である本要素が１回出現する。
噴火に関する火山観測報においては、@type が“噴火に関する火山観測報”である本要素
が１回出現する。
情報形態（Head/InfoType）が“取消”の場合は、いずれの情報においても、本要素は出現
しない。
11-2(4)-1．Item【個々の防災気象情報要素】（1 回以上）
Information/@type=“火山の状況に関する解説情報(対象火山)”、 “噴火警報・予報(対象市
町村等) ”、又は“火山現象に関する海上警報・海上予報(対象海上予報区) ” 又は“噴火警
報・予報(対象市町村の防災対応等)”の場合は本要素が 1 回以上出現するが、Information が
それ以外の属性値をとる場合は 1 回だけ出現する。
子要素として、Kind、LastKind 及び Areas をもつ（Information/@type=“噴火に関する火山観
測報”である場合は、LastKind は出現しない）。
11-2(4)-1-1．Kind【防災気象情報要素】（1 回）
子要素に Name、Code 及び Condition をもつ。Information/@type=“噴火に関する火山観測
報”である場合は、Condition は出現しない。
11-2(4)-1-1-1．Name【防災気象情報要素名】（1 回）
Information/@type の値に応じて本要素の内容を記載する。
Information/@type の値が“噴火警報・予報(対象火山) ”又は“火山の状況に関する解説情
報(対象火山) ”の場合は、噴火警戒レベル導入火山は噴火警戒レベルを、レベル未導入火
山と海底火山は警戒事項等（キーワード）を記載する。
Information/@type の値が“噴火に関する火山観測報”の場合は、発生した現象を記載す
る。
Information/@type の値が“噴火警報・予報(対象市町村等) ”又は“火山現象に関する海上
警報・海上予報(対象海上予報区) ”の場合、噴火警報・予報又は海上警報・海上予報の種類
を記載する。
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Information/@type の値が“噴火警報・予報(対象市町村の防災対応等) ”の場合、警戒事項
等（警報の種類及び具体的な防災対応）を記載する。防災気象情報要素コード（Code）の 41
～43 に対応する噴火警戒レベル導入火山用の名称（Name、“噴火警報：避難等”、“噴火警
報：入山規制等”、“火口周辺警報：入山規制等”）については、現時点で未確定であることか
ら、当面の間は運用せず、噴火警戒レベル未導入火山用の、Code：41～43 に相当する
Code：46、48、49、及びそれぞれに対応する Name を用いて運用を開始する。また、名称確定
後に Code：41～43 の運用を開始することになるが、噴火警戒レベル導入火山で一斉に開始
するのではなく、準備の整った火山から順次運用を開始する予定である。なお、将来的には、
上記の Information/@type の値が“噴火警報・予報（対象市町村等）”を廃止する（平成 25 年
度以降を予定）。
11-2(4)-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／噴火警報・予報等”）を記載する。
11-2(4)-1-1-3．Condition【状況】（0 回/1 回）
前回発表からの変化を記載する。
Information/@type の値が“噴火警報・予報(対象火山) ”又は“火山の状況に関する解説情
報(対象火山) ”である場合のとりうる値は“引上げ”、 “継続”、 “引下げ”である。
Information/@type の値が“噴火警報・予報(対象市町村等) ”又は“火山現象に関する海上
警報・海上予報(対象海上予報区) ”である場合のとりうる値は下表のとおりである。
Information/@type の値が“噴火に関する火山観測報”である場合は、本要素は出現しない。
“発表”

噴火予報から火口周辺警報、
噴火予報から噴火警報、
火口周辺警報から噴火警報、又は
噴火警報から火口周辺警報
に変更したとき

“切替”

噴火警報発表中の噴火警報発表、
火口周辺警報発表中の火口周辺警報発表、
噴火予報発表中の噴火予報発表
など、同種の噴火警報・予報の発表のとき

“解除”

噴火警報から噴火予報、又は
火口周辺警報から噴火予報
に変更したとき

Information/@type の値が“噴火警報・予報(対象市町村の防災対応等) ”である場合のとりう
る値は下表のとおりである。なお、防災気象情報要素コード（Code）の 41～43 に対応する噴火
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警戒レベル導入火山用の名称（下表の下線が付いたもの）については、現在検討中であり、
今後変更される可能性がある。
“発表”

“平常”から“噴火警報：避難等”、
“平常”から“噴火警報：入山規制等”、
“平常”から“火口周辺警報：入山規制等”、
“平常”から“噴火警報（周辺海域）：周辺海域警戒”、
“平常”から“噴火警報：当該居住地域厳重警戒”、
“平常”から“噴火警報：当該山麓厳重警戒”、
“平常”から“噴火警報：火口周辺警戒”、又は
“平常”から“火口周辺警報：火口周辺警戒”
に変更したとき

“引上げ”

“噴火警報：入山規制等”から“噴火警報：避難等”、
“火口周辺警報：入山規制等”から“噴火警報：避難等”、
“噴火警報：火口周辺警戒”から“噴火警報：当該居住地域厳重警戒”、
“噴火警報：火口周辺警戒”から“噴火警報：当該山麓厳重警戒”
“火口周辺警報：火口周辺警戒”から“噴火警報：当該居住地域厳重警戒”、
又は
“火口周辺警報：火口周辺警戒”から“噴火警報：当該山麓厳重警戒”
に変更したとき

“切替”

“火口周辺警報：入山規制等”から“噴火警報：入山規制等”、
“噴火警報：入山規制等”から“火口周辺警報：入山規制等”、
“火口周辺警報：火口周辺警戒”から“噴火警報：火口周辺警戒”、又は
“噴火警報：火口周辺警戒”から“火口周辺警報：火口周辺警戒”
に変更したとき

”継続“

警戒事項等に変更がないとき

“引下げ”

“噴火警報：避難等”から“噴火警報：入山規制等”、
“噴火警報：避難等”から“火口周辺警報：入山規制等”、
“噴火警報：当該居住地域厳重警戒”から“噴火警報：火口周辺警戒”、
“噴火警報：当該山麓厳重警戒”から“噴火警報：火口周辺警戒”、
“噴火警報：当該居住地域厳重警戒”から“火口周辺警報：火口周辺警戒”、
又は
“噴火警報：当該山麓厳重警戒”から“火口周辺警報：火口周辺警戒”
に変更したとき

“解除”

“噴火警報：避難等”から“平常”、
“噴火警報：入山規制等”から“平常”、
“火口周辺警報：入山規制等”から“平常”、
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“噴火警報（周辺海域）：周辺海域警戒”から“平常”、
“噴火警報：当該居住地域厳重警戒”から“平常”、
“噴火警報：当該山麓厳重警戒”から“平常”、
“噴火警報：火口周辺警戒”から“平常”、又は
“火口周辺警報：火口周辺警戒”から“平常”
に変更したとき
11-2(4)-1-2．LastKind【直前の防災気象情報要素】（0 回/1 回）
子要素に Name、Code 及び Condition をもつ。
Information/@type の値が“噴火に関する火山観測報”である場合は、本要素は出現しな
い。
11-2(4)-1-2-1．Name【防災気象情報要素名】（1 回）
Kind と同様に、Information/@type の値に応じて本要素の内容を記載する。
11-2(4)-1-2-2．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／噴火警報・予報等”）を記載する。
11-2(4)-1-2-3．Condition【状況】（1 回）
本要素は常に空要素となる。
11-2(4)-1-3．Areas【対象地域・地点】（1 回）
Kind の 記載 に応じ た 区域 等を 記 載す る。 Information/@type の 値 に応じ て 、本 要素 の
@codeType が設定される。すなわち、Information/@type=“噴火警報・予報(対象火山) ”、“火
山の状況に関する解説情報(対象火山) ”、又は“噴火に関する火山観測報”の場合には
@codeType=“火山名”、 Information/@type=“噴火警報・予報(対象市町村等) ” 又は“噴火
警報・予報(対象市町村の防災対応等)”の場合には@codeType=“気象・地震・火山情報／市
町村等”、 Information/@type=“火山現象に関する海上警報・海上予報(対象海上予報区) ”
の場合には@codeType=“地方海上予報区”に設定される。
子要素に Area をもつ。
11-2(4)-1-3-1．Area【対象地域・地点】（1 回以上）
子要素に Name と Code をもつ。
11-2(4)-1-3-1-1．Name【対象地域・地点名称】（1 回）
Areas/@codeType の値に応じて、発表対象の火山名、市町村等、又は地方海上予報区を
Ⅰ－24

地震火山関連 XML 電文解説資料
平成 2324 年 11６月版

記載する。
11-2(4)-1-3-1-2．Code【対象地域・地点コード】（1 回）
上記 Name の内容に対応するコードを記載する。参照するコードは Areas/@codeType に記
載されている。
Information @type=“噴火警報・予報(対象火山) ”の構造（@type=“火山の状況に関する解説
情報(対象火山) ”は Item が複数出現する場合があるが、構造は基本的には同じである）
Information @type="噴火警報・予報(対象火山)"
└─Item（1 回）
├─Kind（1 回）
│

├─Name（1 回）

│

├─Code（1 回）

│

└─Condition（1 回）

├─LastKind（1 回）
│

├─Name（1 回）

│

├─Code（1 回）

│

└─Condition（1 回）

└─Areas @codeType="火山名"（1 回）
└─Area（1 回以上）
├─Name（1 回）
└─Code（1 回）
Information @type=“噴火に関する火山観測報”の構造
Information @type="噴火に関する火山観測報"
└─Item（1 回）
├─Kind（1 回）
│

├─Name（1 回）

│

└─Code（1 回）

└─Areas @codeType="火山名"（1 回）
└─Area（1 回）
├─Name（1 回）
└─Code（1 回）
Information @type=“噴火警報・予報(対象市町村等) ”の構造（@type=“火山現象に関する海
上警報・海上予報(対象海上予報区) ”及び@type=“噴火警報・予報(対象市町村の防災対応
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等) ”である場合も同じ構造となる）
Information @type="噴火警報・予報(対象市町村等)"
└─Item（1 回以上）
├─Kind（1 回）
│

├─Name（1 回）

│

├─Code（1 回）

│

└─Condition（1 回）

├─LastKind（1 回）
│

├─Name（1 回）

│

├─Code（1 回）

│

└─Condition（1 回）

└─Areas @codeType="気象・地震・火山情報／市町村等"（1 回）
└─Area（1 回以上）
├─Name（1 回）
└─Code（1 回）
噴火警報・予報における Information の出現例
<Information type="噴火警報・予報（対象火山）">
<Item>
<Kind>
<Name>レベル２（火口周辺規制）</Name>
<Code>12</Code>
<Condition>引上げ</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>レベル１（平常）</Name>
<Code>11</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="火山名">
<Area>
<Name>有珠山</Name>
<Code>112</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
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</Information>
<Information type="噴火警報・予報（対象市町村等）">
<Item>
<Kind>
<Name>火口周辺警報</Name>
<Code>02</Code>
<Condition>発表</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>噴火予報</Name>
<Code>05</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等">
<Area>
<Name>北海道伊達市</Name>
<Code>0123300</Code>
</Area>
<Area>
<Name>北海道洞爺湖町</Name>
<Code>0158400</Code>
</Area>
<Area>
<Name>北海道壮瞥町</Name>
<Code>0157500</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
<Information type="噴火警報・予報（対象市町村の防災対応等）">
<Item>
<Kind>
<Name>火口周辺警報：入山規制等</Name>
<Code>43</Code>
<Condition>発表</Condition>
</Kind>
Ⅰ－27

地震火山関連 XML 電文解説資料
平成 2324 年 11６月版

<LastKind>
<Name>平常</Name>
<Code>45</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等">
<Area>
<Name>北海道伊達市</Name>
<Code>0123300</Code>
</Area>
<Area>
<Name>北海道洞爺湖町</Name>
<Code>0158400</Code>
</Area>
<Area>
<Name>北海道壮瞥町</Name>
<Code>0157500</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
火山の状況に関する解説情報における Information の出現例
<Information type="火山の状況に関する解説情報（対象火山）">
<Item>
<Kind>
<Name>レベル３（入山規制）</Name>
<Code>13</Code>
<Condition>継続</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>レベル３（入山規制）</Name>
<Code>13</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="火山名">
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<Area>
<Name>有珠山</Name>
<Code>112</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
火山現象に関する海上警報・海上予報における Information の出現例
<Information type="噴火警報・予報（対象火山）">
<Item>
<Kind>
<Name>周辺海域警戒</Name>
<Code>36</Code>
<Condition>引上げ</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>平常（海底火山）</Name>
<Code>35</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="火山名">
<Area>
<Name>桜島</Name>
<Code>506</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
<Information type="火山現象に関する海上警報・海上予報（対象海上予報区）">
<Item>
<Kind>
<Name>海上警報（噴火警報）</Name>
<Code>31</Code>
<Condition>発表</Condition>
</Kind>
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<LastKind>
<Name>海上予報（噴火予報）</Name>
<Code>33</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="地方海上予報区">
<Area>
<Name>九州南方海上及び日向灘</Name>
<Code>5200</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>

噴火に関する火山観測報における Information の出現例
<Information type="噴火に関する火山観測報">
<Item>
<Kind>
<Name>噴火</Name>
<Code>52</Code>
</Kind>
<Areas codeType="火山名">
<Area>
<Name>桜島</Name>
<Code>506</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
噴火警報における警報の種類に基づく対象市町村の記載例（Information/@type=“噴火警
報・予報（対象市町村等） ”については省略）
<Information type="噴火警報・予報（対象火山）">
<Item>
<Kind>
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<Name>レベル５（避難）</Name>
<Code>15</Code>
<Condition>引上げ</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>レベル３（入山規制）</Name>
<Code>13</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="火山名">
<Area>
<Name>有珠山</Name>
<Code>112</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
<Information type="噴火警報・予報（対象市町村等）">
<Item>
<Kind>
<Name>噴火警報</Name>
<Code>01</Code>
<Condition>発表</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>火口周辺警報</Name>
<Code>02</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等">
<Area>
<Name>北海道伊達市</Name>
<Code>0123300</Code>
</Area>
<Area>
<Name>北海道洞爺湖町</Name>
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<Code>0158400</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
２．対象市町村等
北海道伊達市、北海道洞爺湖町

噴火警報における警報事項等に基づく対象市町村の記載例（噴火警戒レベル導入火山、
Information/@type=“噴火警報・予報（対象市町村等） ”については省略）
<Information type="噴火警報・予報（対象火山）">
<Item>
<Kind>
<Name>レベル５（避難）</Name>
<Code>15</Code>
<Condition>引上げ</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>レベル３（入山規制）</Name>
<Code>13</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="火山名">
<Area>
<Name>有珠山</Name>
<Code>112</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
<Information type="噴火警報・予報（対象市町村の防災対応等）">
<Item>
<Kind>
<Name>噴火警報：避難等</Name>
<Code>41</Code>
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<Condition>引上げ</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>火口周辺警報：入山規制等</Name>
<Code>43</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等">
<Area>
<Name>北海道伊達市</Name>
<Code>0123300</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
<Item>
<Kind>
<Name>噴火警報：入山規制等</Name>
<Code>42</Code>
<Condition>切替</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>火口周辺警報：入山規制等</Name>
<Code>43</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等">
<Area>
<Name>北海道洞爺湖町</Name>
<Code>0158400</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
<Item>
<Kind>
<Name>平常</Name>
<Code>45</Code>
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<Condition>解除</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>火口周辺警報：入山規制等</Name>
<Code>43</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等">
<Area>
<Name>北海道壮瞥町</Name>
<Code>0157500</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
２．対象市町村等
以下の市町村では、当該居住地域で厳重な警戒（避難等の対応）をしてください。
北海道伊達市
以下の市町村では、火口周辺で警戒（入山規制等の対応）をしてください。
北海道洞爺湖町
以下の市町村では、特段の警戒（入山規制等の対応）が必要なくなりました。
北海道壮瞥町
※なお、Name タグ内、及び記載例の下線部分については、現在検討中であり、今後変
更される可能性がある。
噴火警報における警報事項等に基づく対象市町村の記載例（噴火警戒レベル未導入火
山、Information/@type=“噴火警報・予報（対象市町村等） ”については省略）
<Information type="噴火警報・予報（対象火山）">
<Item>
<Kind>
<Name>居住地域厳重警戒</Name>
<Code>25</Code>
<Condition>引上げ</Condition>
</Kind>
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<LastKind>
<Name>入山危険</Name>
<Code>23</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="火山名">
<Area>
<Name>倶多楽</Name>
<Code>111</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
<Information type="噴火警報・予報（対象市町村の防災対応等）">
<Item>
<Kind>
<Name>噴火警報：当該居住地域厳重警戒</Name>
<Code>46</Code>
<Condition>引上げ</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>火口周辺警報：火口周辺警戒</Name>
<Code>49</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等">
<Area>
<Name>北海道伊達市</Name>
<Code>0123300</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
<Item>
<Kind>
<Name>噴火警報：火口周辺警戒</Name>
<Code>48</Code>
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<Condition>切替</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>火口周辺警報：火口周辺警戒</Name>
<Code>49</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等">
<Area>
<Name>北海道洞爺湖町</Name>
<Code>0158400</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
<Item>
<Kind>
<Name>平常</Name>
<Code>45</Code>
<Condition>解除</Condition>
</Kind>
<LastKind>
<Name>火口周辺警報：火口周辺警戒</Name>
<Code>49</Code>
<Condition />
</LastKind>
<Areas codeType="気象・地震・火山情報／市町村等">
<Area>
<Name>北海道壮瞥町</Name>
<Code>0157500</Code>
</Area>
</Areas>
</Item>
</Information>
２．対象市町村等
以下の市町村では、当該居住地域で厳重な警戒をしてください。
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北海道伊達市
以下の市町村では、火口周辺で警戒をしてください。
北海道洞爺湖町
以下の市町村では、特段の警戒が必要なくなりました。
北海道壮瞥町
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地震・津波に関連する情報における EventID 要素の運用
１．適用範囲
本資料は、以下（１）～（1112）の電文に出現する Head/EventID 要素（以降、
「EventID」という。）の運用について説明するものである。
（１）震度速報
（２）地震情報(震源に関する情報)
（３）地震情報(震源・震度に関する情報)
（４）地震情報(地震の活動状況等に関する情報)
（５）地震情報(地震回数に関する情報)
（６）地震情報(顕著な地震の震源要素更新のお知らせ)
（７）緊急地震速報(警報)
（８）緊急地震速報(予報)
（９）緊急地震速報の配信テスト電文
（10）津波警報・注意報・予報
（11）津波情報
（12）沖合の津波観測に関する情報
２．EventID の出現回数
上記１．（１）～（1112）の電文において必ず 1 回だけ出現する。
３．EventID の内容
１．
（１）～（９）の電文については、1 つの地震識別番号（４．を参照）のみが
内容として入る。
１．（10）及び～（1112）の電文については、当該津波警報等に寄与している 1
つ又は複数の地震識別番号が内容として入る。この場合、地震識別番号を半角スペ
ースで区切って列挙したものが EventID の内容として入る。
４．地震識別番号
（１）書式
14 桁の半角数字表記である。
（２）番号割振ルール
気象庁のシステムで処理を開始した時刻を地震識別番号として割り振る。いっ
たん割り振られた地震識別番号は、当該処理の対象となった地震に関して発信す
るその後の電文の EventID の内容に出現する。
なお、システム障害発生等により発信官署が異なる場合や複数地震が連続して
発生した場合等には、同じ地震であっても地震識別番号が一貫しない場合もある。
EventID の内容の具体的な出現例を別紙に示す。
（３）留意事項
地震識別番号そのものが対象地震に関する物理的な意味（発生時刻等）を持つ
ものではない。また、１．（９）緊急地震速報の配信テスト電文の EventID は形
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式的なものであり、地震識別番号としての意味はない。
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地震火山関連 XML の取消電文の運用
１．Head/InfoType が“取消”である電文は、「独立した情報単位」全体について、
当該電文により取り消すことを意味する（「気象庁防災情報 XML フォーマット運用
指針」（平成 2223 年 58 月 1426 日 ver1.02）の 2.1.3.4 参照）。
例１：ある地震について、緊急地震速報(警報)、緊急地震速報(予報)、震度速報、地震情報(震
源に関する情報)、地震情報(震源・震度に関する情報)を発信したが、
①これらのうち震度速報だけを取り消したい→震度速報の取消電文を発信する。
②これら全てを取り消したい→全ての種類の取消電文をそれぞれ発信する。
（合計 5 通の
取消電文を発信する）
例２：ある地震Ａについて、最初に津波警報・注意報・予報を発表し、もう一つの地震Ｂが発
生したので EventID に地震識別番号を追加して津波警報を切り替えたが、これら津波警報
の全てを取り消したい→地震Ａ及びＢの地震識別番号を EventID 要素の内容とする津波警
報・注意報・予報の取消電文１通を発信する。
（地震Ａの識別番号だけの津波警報・注意報・
予報の取消電文は発信しない）
例３：東海地震に関連する調査情報（臨時）を発表した後に、東海地震の前兆現象である可能
性が高まり東海地震注意情報を発表したが、取り消したい→東海地震注意情報の取消電文
１通を発信する（東海地震に関連する調査情報の取消電文は発信しない）。

２．取消電文のフォーマットは以下のとおり。
<Control>
<Title>情報名称</Title>
<DateTime>取消電文発信時刻</DateTime>
<Status>運用種別</Status>
<EditorialOffice>編集官署</EditorialOffice>
<PublishingOffice>発表官署</PublishingOffice>
</Control>
<Head>
<Title>標題</Title>
<ReportDateTime>取消電文発表時刻</ReportDateTime>
<TargetDateTime>基点時刻</TargetDateTime>（噴火に関する火山観測報では空タグの場合もある）
<EventID>識別情報</EventID>（通常空タグの電文（東海地震に関連する情報）では空タグ）
<InfoType>取消</InfoType>
<Serial>直前の時点における最新の情報番号の値</Serial>（通常空タグの電文については空タグ）
<InfoKind>スキーマ運用種別</InfoKind>
<InfoKindVersion>スキーマバージョン</InfoKindVersion>
<Headline>
<Text>見出し文</Text>
</Headline>
</Head>
<Body>
<Text>取消の概要や理由等の文章</Text>
</Body>

(注)緊急地震速報の配信テスト電文は、運用上、取消電文が発信されることはない。
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Ⅱ．（ⅰ）ア．（ア）津波警報・注意報・予報
Body【内容部】（1 回）
本情報の量的な詳細内容を記載する。
1．Tsunami【津波】（0 回/1 回）
津波に関連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。
1-1．Forecast【津波の予測値】（1 回）
津波警報・注意報・予報に関する情報を本要素に記載する。
1-1-1．CodeDefine【コード体系の定義】（1 回）
「津波の予測」（Body/Tsunami/Forecast）以下で使用するコード体系を定義する。使用する
コードの種類に応じて子要素 Type が出現し、ここにコード種別を記載する。さらに、Type の
@xpath として、定義したコードを使用する要素の相対的な出現位置を記載する。
事例
<CodeDefine>
<Type xpath="Item/Area/Code">津波予報区</Type>
<Type xpath="Item/Category/Kind/Code">警報等情報要素／津波警報・注
意報・予報</Type>
<Type xpath="Item/Category/LastKind/Code">警報等情報要素／津波警
報・注意報・予報</Type>
</CodeDefine>
1-1-2．Item【津波の予測値（津波予報区毎）】（1 回以上）
本情報で津波警報・注意報や津波予報（若干の海面変動）を発表している津波予報区及び
津波警報・注意報を解除した津波予報区について、発表状況を記載する。記載する津波予報
区の数に応じて、本要素が複数出現する。
1-1-2-1．Area【津波予報区】（1 回）
対象となる津波予報区の名称を子要素 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/Forecast/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。
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1-1-2-2．Category【津波警報等の種類】（1 回）
本情報による、当該津波予報区の津波警報等の発表状況を子要素 Kind に記載する。また、
発表状況の状態遷移を表すために、一つ前の情報による発表状況を子要素 LastKind に記載
する。さらに、各要素の子要素 Name 及び Code に、その名称と対応するコードを記載する。対
応するコードは、「コード体系の定義」（Body/Tsunami/Forecast/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。
大津波警報については、第 1 報で大津波警報となる津波予報区および切り替え（更新報）で
新たに大津波警報となる津波予報区においては”大津波警報：発表”、大津波警報を継続す
る津波予報区においては”大津波警報”を記載する。
事例１
<Category>
<Kind>
<Name>津波注意報</Name>
<Code>62</Code>
</Kind>
<LastKind>
<Name>津波なし</Name>
<Code>00</Code>
</LastKind>
</Category>
事例２（第 1 報で大津波警報となる場合）
<Category>
<Kind>
<Name>大津波警報：発表</Name>
<Code>53</Code>
</Kind>
<LastKind>
<Name>津波なし</Name>
<Code>00</Code>
</LastKind>
</Category>
事例３（第 1 報で大津波警報となり、第 2 報でも大津波警報を継続する場合）
<Category>
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<Kind>
<Name>大津波警報</Name>
<Code>52</Code>
</Kind>
<LastKind>
<Name>大津波警報：発表</Name>
<Code>53</Code>
</LastKind>
</Category>
1-1-2-3．FirstHeight【津波の到達予想時刻（津波予報区）】（0 回/1 回）
当該津波予報区への津波第１波の到達予想時刻を、子要素 ArrivalTime に記載する。
本情報の発表時点において、第１波津波の到達予想時刻までに時間的な猶予が無い場合
は、子要素 Condition を追加し、“ただちに津波来襲と予測”を記載する。また、や既に第１波
津波が到達したと推測される場合、当該津波予報区内の潮位観測点で第１波津波が観測さ
れた場合は、ArrivalTime に代わって子要素 Condition が出現し、それぞれ、“直ちに津波来
襲と予測”、“既に津波到達中と推測”、“第１波の津波到達を確認”を記載する。
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。
また、津波警報・注意報を解除する場合（津波予報への切り替えを含む）は、本要素は出現
しない。
事例１
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2010-02-28T14:30:00+09:00</ArrivalTime>
<Revise>追加</Revise>
</FirstHeight>
事例２（直ただちに津波第１波が来襲すると予測される場合）
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2010-02-28T14:30:00+09:00</ArrivalTime>
<Condition>直ただちに津波来襲と予測</Condition>
<Revise>更新</Revise>
</FirstHeight>
事例３（既に第１波津波が到達したと推測される場合）
<FirstHeight>
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<Condition>既に津波到達中と推測</Condition>
<Revise>更新</Revise>
</FirstHeight>
事例４（当該津波予報区内の潮位観測点で第１波津波が観測された場合）
<FirstHeight>
<Condition>津波第１波の到達を確認</Condition>
<Revise>更新</Revise>
</FirstHeight>
1-1-2-4．MaxHeight【予想される津波の高さ（津波予報区）】（0 回/1 回）
当該津波予報区に対して予想される津波の高さを子要素 jmx_eb:TsunamiHeight にメートル
単位で記載する。jmx_eb:TsunamiHeight の@type に“津波の高さ”を、@unit に“m”を記載する。
また、@description に文字列表現を記載する。発表する津波の高さのとりうる値を下表に示す。
jmx_eb:TsunamiHeight に記載する値は xs:float 型とし、「～未満」又は「～以上超」の表現は、
事例に示すとおり@description に記載する。
マグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定されるなど、地震規模推定の不確定性が大きい
場合は、これらの属性に加えて@condition が出現し、ここに津波の高さが不明である旨を示す
固定値“不明”を記載する。津波の高さの値には“NaN”を記載する。また、@description に津
波の高さに関する定性的表現を記載する。発表する定性的表現のとりうる値を下表に示す。
定性的表現がない津波注意報や津波予報の場合は、@description は空属性となる。
大津波警報の津波予報区に対して、予想される津波の高さが最初に数値で発表された場合
や、大津波警報の中で予想される津波の高さが上方修正された場合は、子要素 Condition を
追加し、ここに”重要”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。
また、津波が減衰して津波警報・注意報の切り替えを行う場合や、津波警報・注意報を解除
する場合（津波予報への切り替えを含む）は、本要素は出現しない。

津波警報等の種類
大津波警報
津波警報
津波注意報
津波予報

定性的表現

発表する津波の高さ
５ｍ、１０ｍ、１０ｍ超

巨大

３ｍ

高い

０．５１ｍ

なし（空属性）

０．２ｍ未満

なし（空属性）
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事例１（予想される津波の高さが 10m 以上超の場合）
<MaxHightHeight>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="
１０ｍ以上超">10</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>追加</Revise>
</MaxHightHeight>
事例２（予想される津波の高さが２３m の場合）
<MaxHightHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="
２３ｍ">23</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHightHeight>
事例３（予想される津波の高さが 0.2m 未満の場合）
<MaxHightHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="
０．２ｍ未満">0.2</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>追加</Revise>
</MaxHightHeight>
事例４（予想される津波の高さを定性的に表現する場合）
<MaxHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" condition="不明
" description="巨大">NaN</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
2．Earthquake【地震の諸要素】（0 回以上）
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。複数の地
震が原因で本情報を発表する場合は、地震毎に本要素を記載する。
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。
2-1．OriginTime【地震発生時刻】（1 回）
地震の発生した時刻を記載する。
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2-2．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。
2-3．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。
2-3-1．Area【震源位置】（1 回）
震源の位置に関する情報を記載する。
2-3-1-1．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、後に続く要素 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>
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 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、事例にある例外表現のとおり。
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
５７０ｋｍ">-17.2+178.6-570000/</jmx_eb:Coordinate>
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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+0/</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>
2-3-1-3．DetailedName【詳細震央地名】（0 回/1 回）
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>
2-3-1-4．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
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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。Distance 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>
2-3-2．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。
2-4．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やマグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定される場
合は、これらの属性に代わって@condition が出現し、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>
事例３（マグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定される場合）
<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を
超える巨大地震">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
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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 においては改行して空行を挿入し、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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Ⅱ．(ⅰ）ア．（イ）津波情報
Body【内容部】（1 回）
本情報の量的な詳細内容を記載する。
1．Tsunami【津波】（0 回/1 回）
津波に関連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。
1-1．Observation【津波の観測値】（0 回/1 回）
津波が観測された場合、本要素に津波の観測に関する情報を記載する。
1-1-1．CodeDefine【コード体系の定義】（1 回）
「津波の観測」（Body/Tsunami/Observation）以下で使用するコード体系を定義する。使用
するコードの種類に応じて子要素 Type が出現し、ここにコード種別を記載する。さらに、Type
の@xpath として、定義したコードを使用する要素の相対的な出現位置を記載する。
事例
<CodeDefine>
<Type xpath="Item/Area/Code">津波予報区</Type>
<Type xpath="Item/Station/Code">潮位観測点</Type>
</CodeDefine>
1-1-2．Item【津波の観測値（津波予報区毎）】（1 回以上）
津波予報区毎に津波の観測値を記載する。津波を観測した津波予報区の数に応じて、本
要素が複数出現する。
1-1-2-1．Area【津波予報区】（1 回）
当該津波予報区について、その名称を子要素 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．Station【潮位観測点】（1 回以上）
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
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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>
<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>
事例３（津波の第１波が検出できない場合）
<FirstHeight>
<Condition>第１波識別不能</Condition>
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</FirstHeight>
事例４（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）
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2010-02-28T18:00:00+09:00</ArrivalTime>
<Initial>押し</Initial>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="第１波の高さ" unit="m" description="
３．５ｍ以上">3.5</jmx_eb:TsunamiHeight>
</FirstHeight>
1-1-2-2-2．MaxHeight【津波の最大波（観測値）】（1 回）
観測した津波のこれまでの最大波について、子要素 DateTime に観測時刻を、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“これまでの最大波の高さ”、@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、津波のこれまでの最大波の高
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。水位が上昇中の場合は、子要素 jmx_eb:TsunamiHeight に@condition が出現し、“上昇中”
を記載する。
津波注意報の予報区（警報・注意報を解除した予報区も含む）において、観測されたこれま
での 最 大波 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、津波警報以上の津波予報区において、
観測された津波の第１波が引き波の場合や第１波の到達時刻しか判明していない場合で、最
大波が観測されていないこれまでの最大波の高さが予想される高さに比べて十分小さい場合
は、子要素 jmx_eb:TsunamiHeight に代わって子要素 Condition が出現し、ここに“今後最大波
到達観測中”と記載する。
これまでの最大波の高さが大津波警報の基準を超え、追加あるいは更新された場合は、子
要素 Condition を追加し、ここに“重要”と記載する。
GPS 波浪計による観測値の場合は、子要素 Condition を追加し、“沿岸では津波はさらに高
くなります。”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（続報において津波注意報の予報区（警報・注意報を解除した予報区も含む）で津波の
最大波が観測されたが、高さが非常に小さい場合）
<MaxHeight>
<DateTime>2009-08-11T05:25:00+09:00</DateTime>
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<Condition>微弱</Condition>
<Revise>追加</Revise>
</MaxHeight>
事例２（続報において津波のこれまでの最大波の高さに関する情報が更新され、水位が上昇
中のた場合）
<MaxHeight>
<DateTime>2009-08-11T05:26:00+09:00</DateTime>
<jmx_eb:TsunamiHeight type=" こ れ ま で の 最 大 波 の 高 さ " unit="m"
condition="上昇中" description="０．３ｍ">0.3</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHeight>
事例３（津波警報以上の津波予報区で観測されたこれまでの最大波の高さが予想される高さ
に比べて十分小さい津波の最大波がまだ観測されていない場合）
<MaxHeight>
<Condition>今後最大波到達観測中</Condition>
</MaxHeight>
事例４（GPS 波浪計による観測値の場合）
<MaxHeight>
<DateTime>2010-02-28T17:05:00+09:00</DateTime>
<Condition>沿岸では津波はさらに高くなります。</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="最大波の高さ" unit="m" description="
０．３ｍ">0.3</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
事例５４（津波のこれまでの最大波の高さが測定範囲を超え、“～以上”と表現する場合）
<MaxHeight>
<DateTime>2009-08-11T06:15:00+09:00</DateTime>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type=" こ れ ま で の 最 大 波 の 高 さ " unit="m"
description="５．５ｍ以上">5.5</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
1-2．Estimation【津波の推定値】（0 回/1 回）
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沖合の GPS 波浪計で観測された津波の情報に基づき、津波が到達すると推定される沿岸地
域について、津波の推定値に関する情報を記載する。
1-2-1．CodeDefine【コード体系の定義】（1 回）
「津波の推定」（Body/Tsunami/Estimation）以下で使用するコード体系を定義する。使用す
るコードの種類に応じて子要素 Type が出現し、ここにコード種別を記載する。さらに、Type の
@xpath として、定義したコードを使用する要素の相対的な出現位置を記載する。
事例
<CodeDefine>
<Type xpath="Item/Area/Code">沿岸地域</Type>
</CodeDefine>
1-2-2．Item【津波の推定値（沿岸地域毎）】（1 回以上）
沿岸地域毎に推定される津波の到達時刻、高さ等の情報を記載する。推定値を発表する沿
岸地域の数に応じて、本要素が複数出現する。
1-2-2-1．Area【沿岸地域】（1 回）
対象となる沿岸地域の名称を子要素 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/Estimation/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。
1-2-2-2．FirstHeight【津波到達時刻（推定値）】（1 回）
当該沿岸地域に津波が到達すると推定される時刻を記載する。時刻は時間幅を持たせ、子
要素 ArrivalTimeFrom に早い方の時刻を、子要素 ArrivalTimeTo に遅い方の時刻を記載す
る。
GPS 波浪計による観測値から当該沿岸地域への津波到達予想時刻を推定する場合、推定
時刻よりも早く沿岸地域に津波が到達している可能性があるため、子要素 Condition を追加し、
“早いところでは既に津波到達と推定”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
<FirstHeight>
<ArrivalTimeFrom>2010-02-28T15:32:00+09:00</ArrivalTimeFrom>
<ArrivalTimeTo>2010-02-28T15:47:00+09:00</ArrivalTimeTo>
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<Condition>早いところでは既に津波到達と推定</Condition>
<Revise>追加</Revise>
</FirstHeight>
1-2-2-3．MaxHeight【津波の高さ（推定値）】（1 回）
当該沿岸地域に到達すると推定される津波の高さを記載する。子要素
jmx_eb:TsunamiHeight に推定される津波の高さを、あるいは、幅を持たせて表現する場合は、
子要素 TsunamiHeightFrom に低い方の高さを、子要素 TsunamiHeightTo に高い方の高さを
記載する。いずれの子要素にも、@type に“最大波”、@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、「～以上」の表現については、事例に示すとお
り@description に記載する。
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（推定される津波の高さに幅を持たせずに表現する場合）
<MaxHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="最大波" unit="m" description="０．
５ｍ">0.5</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
事例２（推定される津波の高さに幅を持たせ、かつ「～以上」の表現を記載する場合）
<MaxHeight>
<TsunamiHeightFrom type=" 最 大 波 " unit="m" description=" ６ ｍ
">6</TsunamiHeightFrom>
<TsunamiHeightTo type="最大波" unit="m" description="１０ｍ以上
">10</TsunamiHeightTo>
</MaxHeight>
1-32．Forecast【津波の予測値】（1 回）
津波警報・注意報・予報に関する情報を本要素に記載する。
1-32-1．CodeDefine【コード体系の定義】（1 回）
「津波の予測」（Body/Tsunami/Forecast）以下で使用するコード体系を定義する。使用する
コードの種類に応じて子要素 Type が出現し、ここにコード種別を記載する。さらに、Type の
@xpath として、定義したコードを使用する要素の相対的な出現位置を記載する。
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事例
<CodeDefine>
<Type xpath="Item/Area/Code">津波予報区</Type>
<Type xpath="Item/Category/Kind/Code">警報等情報要素／津波警報・注
意報・予報</Type>
<Type xpath="Item/Category/LastKind/Code">警報等情報要素／津波警
報・注意報・予報</Type>
<Type xpath="Item/Station/Code">潮位観測点</Type>
</CodeDefine>
1-32-2．Item【津波の予測値（津波予報区毎）】（1 回以上）
最新の「津波警報・注意報・予報」で、津波警報・注意報や津波予報（若干の海面変動）を発
表している津波予報区及び津波警報・注意報を解除した津波予報区について、発表状況を
記載する。記載する津波予報区の数に応じて、本要素が複数出現する。
1-32-2-1．Area【津波予報区】（1 回）
対象となる津波予報区の名称を子要素 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/Forecast/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。
1-32-2-2．Category【津波警報等の種類】（1 回）
最新の「津波警報・注意報・予報」による、当該津波予報区の津波警報等の発表状況を子要
素 Kind に記載する。また、発表状況の状態遷移を表すために、一つ前の「津波警報・注意
報・予報」による発表状況を子要素 LastKind に記載する。さらに、各要素の子要素 Name 及び
Code に、その名称と対応するコードを記載する。対応するコードは、「コード体系の定義」
（Body/Tsunami/Forecast/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。
大津波警報については、第 1 報で大津波警報となる津波予報区および切り替え（更新報）で
新たに大津波警報となる津波予報区においては“大津波警報：発表”、大津波警報を継続す
る津波予報区においては“大津波警報”を記載する。
事例１
<Category>
<Kind>
<Name>津波注意報</Name>
<Code>62</Code>
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</Kind>
<LastKind>
<Name>津波なし</Name>
<Code>00</Code>
</LastKind>
</Category>
事例２（第 1 報で大津波警報となる場合）
<Category>
<Kind>
<Name>大津波警報：発表</Name>
<Code>53</Code>
</Kind>
<LastKind>
<Name>津波なし</Name>
<Code>00</Code>
</LastKind>
</Category>
事例３（第 1 報で大津波警報となり、第 2 報でも大津波警報を継続する場合）
<Category>
<Kind>
<Name>大津波警報</Name>
<Code>52</Code>
</Kind>
<LastKind>
<Name>大津波警報：発表</Name>
<Code>53</Code>
</LastKind>
</Category>
1-32-2-3．FirstHeight【津波の到達予想時刻（津波予報区）】（0 回/1 回）
当該津波予報区への第１波津波の到達予想時刻を、子要素 ArrivalTime に記載する。
本情報の発表時点において、第１波津波の到達予想時刻までに時間的な猶予が無い場合
は、子要素 Condition を追加し、“ただちに津波来襲と予測”を記載する。また、や既に第１波
津波が到達したと推測される場合、当該津波予報区内の潮位観測点で第１波津波が観測さ
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れた場合は、ArrivalTime に代わって子要素 Condition が出現し、それぞれ、“直ちに津波来
襲と予測”、“既に津波到達中と推測”、“第１波の津波到達を確認”を記載する。
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。
また、津波警報・注意報を解除する場合（津波予報への切り替えを含む）は、本要素は出現
しない。
事例１（続報において、新たに追加した津波予報区の津波到達予想時刻を発表する場合）
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2010-02-28T14:30:00+09:00</ArrivalTime>
<Revise>追加</Revise>
</FirstHeight>
事例２（直ただちに第１波津波が来襲すると予測される場合）
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2010-02-28T14:30:00+09:00</ArrivalTime>
<Condition>直ただちに津波来襲と予測</Condition>
<Revise>更新</Revise>
</FirstHeight>
事例３（既に第１波津波が到達したと推測される場合）
<FirstHeight>
<Condition>既に津波到達中と推測</Condition>
<Revise>更新</Revise>
</FirstHeight>
事例４（当該津波予報区内の潮位観測点で第１波津波が観測された場合）
<FirstHeight>
<Condition>第１波の津波到達を確認</Condition>
<Revise>更新</Revise>
</FirstHeight>
1-32-2-4．MaxHeight【予想される津波の高さ（津波予報区）】（0 回/1 回）
当該津波予報区に対して予想される津波の高さを子要素 jmx_eb:TsunamiHeight にメートル
単位で記載する。jmx_eb:TsunamiHeight の@type に“津波の高さ”を、@unit に“m”を記載する。
また、@description に文字列表現を記載する。発表する津波の高さのとりうる値を下表に示す。
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jmx_eb:TsunamiHeight に記載する値は xs:float 型とし、「～未満」または「～超以上」の表現は、
事例に示すとおり@description に記載する。
マグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定されるなど、地震規模推定の不確定性が大きい
場合は、これらの属性に加えて@condition が出現し、ここに津波の高さが不明である旨を示す
固定値“不明”を記載する。津波の高さの値には“NaN”を記載する。また、@description に津
波の高さに関する定性的表現を記載する。発表する定性的表現のとりうる値を下表に示す。
定性的表現がない津波注意報や津波予報の場合は、@description は空属性となる。
大津波警報の津波予報区に対して、予想される津波の高さが最初に数値で発表された場合
や、大津波警報の中で予想される津波の高さが上方修正された場合は、子要素 Condition を
追加し、ここに“重要”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。
また、津波が減衰して津波警報・注意報の切り替えを行う場合や、津波警報・注意報を解除
する場合（津波予報への切り替えを含む）は、本要素は出現しない。
津波警報等の種類

定性的表現

発表する津波の高さ
５ｍ、１０ｍ、１０ｍ超

巨大

津波警報

３ｍ

高い

津波注意報

１ｍ

なし（空属性）

０．２ｍ未満

なし（空属性）

大津波警報

津波予報
津波警報等の種類
津波警報

発表する津波の高さ

大津波

３ｍ、４ｍ、６ｍ、８ｍ、１０ｍ以上

津 波

１ｍ、２ｍ

津波注意報
津波予報

０．５ｍ
０．２ｍ未満

事例１（予想される津波の高さが 10m 超以上の場合）
<MaxHightHeight>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="
１０ｍ超以上">10</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>追加</Revise>
</MaxHightHeight>
事例２（予想される津波の高さが２３m の場合）
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<MaxHightHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="
２３ｍ">23</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHightHeight>
事例３（予想される津波の高さが 0.2m 未満の場合）
<MaxHightHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="
０．２ｍ未満">0.2</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>追加</Revise>
</MaxHightHeight>
事例４（予想される津波の高さを定性的に表現する場合）
<MaxHeight>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" condition="不明
" description="巨大">NaN</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
1-32-2-5．Station【潮位観測点】（1 回以上）
対象とな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/Forecast/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。
また、当該観測点での満潮時刻を子要素 HighTideDateTime に、津波の到達予想時刻を子
要素 FirstHeight に記載する。
事例
<Station>
<Name>福岡市博多</Name>
<Code>71101</Code>
<HighTideDateTime>2010-02-28T21:52:00+09:00</HighTideDateTime
>
<FirstHeight>・・・
1-32-2-5-1．FirstHeight【津波の到達予想時刻（潮位観測点）】（1 回）
当該潮位観測点への第１波津波の到達予想時刻を、子要素 ArrivalTime に記載する。
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本情報の発表時点において、既に第１波津波が到達したと推測される場合や当該潮位観測
点で第１波津波が観測された場合は、ArrivalTime に代わって子要素 Condition を追加し、そ
れぞれ、“既に津波到達中と推測”、“第１波の津波到達を確認”を記載する。
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、新たに追加した潮位観測点の第１波津波到達予想時刻を発表する場
合）
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2009-08-11T05:30:00+09:00</ArrivalTime>
<Revise>追加</Revise>
</FirstHeight>
事例２（既に第１波津波が到達したと推測される場合）
<FirstHeight>
<Condition>既に津波到達中と推測</Condition>
<Revise>更新</Revise>
</FirstHeight>
事例３（当該潮位観測点で第１波津波が観測された場合）
<FirstHeight>
<Condition>第１波の津波到達を確認</Condition>
<Revise>更新</Revise>
</FirstHeight>
2．Earthquake【地震の諸要素】（0 回以上）
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。複数の地
震が原因で本情報を発表する場合は、地震毎に本要素を記載する。
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。
2-1．OriginTime【地震発生時刻】（1 回）
地震の発生した時刻を記載する。
2-2．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。
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2-3．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。
2-3-1．Area【震源位置】（1 回）
震源の位置に関する情報を記載する。
2-3-1-1．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、後に続く要素 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>
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 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
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" />
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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+0/</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>
2-3-1-3．DetailedName【詳細震央地名】（0 回/1 回）
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>
2-3-1-4．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。
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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>
2-3-2．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。
2-4．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やマグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定される場
合は、これらの属性に加えて@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>
事例３（マグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定される場合）
<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を
超える巨大地震">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。
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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 においては改行して空行を挿入し、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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Ⅱ．(ⅰ）ア．（ウ）沖合の津波観測に関する情報
Body【内容部】（1 回）
本情報の量的な詳細内容を記載する。
1．Tsunami【津波】（0 回/1 回）
津波に関連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。
1-1．Observation【津波の観測値】（0 回/1 回）
津波が観測された場合、本要素に津波の観測に関する情報を記載する。
1-1-1．CodeDefine【コード体系の定義】（1 回）
「津波の観測」（Body/Tsunami/Observation）以下で使用するコード体系を定義する。使用
するコードの種類に応じて子要素 Type が出現し、ここにコード種別を記載する。さらに、Type
の@xpath として、定義したコードを使用する要素の相対的な出現位置を記載する。
事例
<CodeDefine>
<Type xpath="Item/Area/Code">津波予報区</Type>
<Type xpath="Item/Station/Code">潮位観測点</Type>
</CodeDefine>
1-1-2．Item【津波の観測値】（1 回）
津波の観測値を記載する。
1-1-2-1．Area【津波予報区】（1 回）
沖合の潮位観測点は津波予報区に所属していないため、本情報においては子要素 Name
および Code は常に空要素となる。
1-1-2-2．Station【潮位観測点】（1 回以上）
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。
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特殊観測機器の名称を子要素 Sensor に記載する。
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
記載する。
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波が観測された場合）
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2010-02-28T15:05:00+09:00</ArrivalTime>
<Initial>押し</Initial>
<Revise>追加</Revise>
</FirstHeight>
事例２（続報において津波の第１波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>
<Revise>更新</Revise>
</FirstHeight>
事例３（津波の第１波が検出できない場合）
<FirstHeight>
<Condition>第１波識別不能</Condition>
</FirstHeight>
1-1-2-2-2．MaxHeight【津波の最大波（観測値）】（1 回）
観 測 し た こ れ ま で の 最 大 波 に つ い て 、 子 要 素 DateTime に 観 測 時 刻 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“これまでの最大波の高さ”、@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、これまでの最大波の高さが測
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。水位
が上昇中の場合は、子要素 jmx_eb:TsunamiHeight に@condition が出現し、“上昇中”を記載
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する。
津波注意報の沿岸地域（警報・注意報を解除した予報区も含む）に対して推定される津波の
高さ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、津波警報以上の沿岸地域に対して推定される津波の高
さが、予想される高さに比べて十分小さい場合は、子要素 jmx_eb:TsunamiHeight に代わって
子要素 Condition が出現し、ここに“観測中”と記載する。
新たに大津波警報・津波警報に相当する高い津波が観測された場合は、子要素 Condition
を追加し、ここに“重要”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。ただし、Condition が“観測中”と記載さ
れている場合で、且つ、前回が“観測中”であっても Revise に“更新”と記載している場合は、
津波警報に相当する津波が観測されていることを示すので、注意する必要がある。具体的に
は、大津波警報が発表されている津波予報区に対応する沖合の潮位観測点において、観測
値から推定される沿岸の津波の高さが大津波警報レベル（３ｍ超）に満たない場合、Condition
は“観測中”であるが Revise に“更新”を記載し、津波警報に相当する津波が観測されているこ
とを示す。
事例１（津波注意報の沿岸地域（警報・注意報を解除した沿岸地域も含む）に対して推定され
る津波の高さが非常に小さい場合）
<MaxHeight>
<DateTime>2009-08-11T05:25:00+09:00</DateTime>
<Condition>微弱</Condition>
<Revise>追加</Revise>
</MaxHeight>
事例２（続報においてこれまでの最大波の高さに関する情報が更新され、水位が上昇中の場
合）
<MaxHeight>
<DateTime>2009-08-11T05:26:00+09:00</DateTime>
<jmx_eb:TsunamiHeight type=" こ れ ま で の 最 大 波 の 高 さ " unit="m"
condition="上昇中" description="０．３ｍ">0.3</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHeight>
事例３（津波警報以上の沿岸地域に対して推定される津波の高さが非常に小さい場合）
<MaxHeight>
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<Condition>観測中</Condition>
</MaxHeight>
事例４（これまでの最大波の高さが測定範囲を超え、“～以上”と表現する場合）
<MaxHeight>
<DateTime>2009-08-11T06:15:00+09:00</DateTime>
<jmx_eb:TsunamiHeight type=" こ れ ま で の 最 大 波 の 高 さ " unit="m"
description="５．５ｍ以上">5.5</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
1-2．Estimation【津波の推定値】（0 回/1 回）
沖合の潮位観測点で観測された津波の情報に基づき、津波が到達すると推定される沿岸地
域について、津波の推定値に関する情報を記載する。
1-2-1．CodeDefine【コード体系の定義】（1 回）
「津波の推定」（Body/Tsunami/Estimation）以下で使用するコード体系を定義する。使用す
るコードの種類に応じて子要素 Type が出現し、ここにコード種別を記載する。さらに、Type の
@xpath として、定義したコードを使用する要素の相対的な出現位置を記載する。
事例
<CodeDefine>
<Type xpath="Item/Area/Code">沿岸地域</Type>
</CodeDefine>
1-2-2．Item【津波の推定値（沿岸地域毎）】（1 回以上）
沿岸地域毎に推定される津波の到達時刻、高さ等の情報を記載する。推定値を発表する沿
岸地域の数に応じて、本要素が複数出現する。
1-2-2-1．Area【沿岸地域】（1 回）
対象となる沿岸地域の名称を子要素 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/Estimation/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。
1-2-2-2．FirstHeight【津波到達時刻（推定値）】（1 回）
当該沿岸地域に第１波が到達すると推定される時刻を子要素 ArrivalTime に記載する。
沖合の潮位観測点による観測値から当該沿岸地域への津波到達予想時刻を推定し、推定
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時刻よりも早く沿岸地域に津波が到達している可能性がある場合は、子要素 Condition を追加
し、“早いところでは既に津波到達と推定”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
<FirstHeight>
<ArrivalTime>2010-02-28T15:32:00+09:00</ArrivalTime>
<Condition>早いところでは既に津波到達と推定</Condition>
<Revise>追加</Revise>
</FirstHeight>
1-2-2-3．MaxHeight【津波の高さ（推定値）】（1 回）
沖合の潮位観測点によるこれまでの最大波の観測値から、当該沿岸地域に到達すると推定
される時刻を子要素 DateTime に、津波の高さを子要素 jmx_eb:TsunamiHeight に記載する。
子要素 jmx_eb:TsunamiHeight の@type に“津波の高さ”、@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。発表する津波の高さのとりうる値を下表に示す。
jmx_eb:TsunamiHeight に記載する値は xs:float 型とし、「～超」の表現は、事例に示すとおり
@description に記載する。
マグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定されるなど、地震規模推定の不確定性が大きい
場合は、これらの属性に加えて@condition が出現し、ここに津波の高さが不明である旨を示す
固定値“不明”を記載する。津波の高さの値には“NaN”を記載する。また、@description に津
波の高さに関する定性的表現を記載する。発表する定性的表現のとりうる値を下表に示す。
定性的表現がない津波注意報の場合は、@description は空属性となる。
津波警報以上の沿岸地域に対して推定される津波の高さが、予想される高さに比べて十分
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
“推定中”と記載する（予想される高さが定性的表現で発表されている場合を除く）。
推定される津波の高さが大津波警報の基準を超え、追加あるいは更新された場合（定性的
表現から数値表現に変更された場合も含む）は、子要素 Condition を追加し、ここに“重要”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。
津波警報等の種類

定性的表現

発表する津波の高さ
５ｍ、１０ｍ、１０ｍ超

巨大

津波警報

３ｍ

高い

津波注意報

１ｍ

なし（空属性）

大津波警報
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事例１（続報において推定される津波の高さに関する情報が更新された場合）
<MaxHeight>
<DateTime>2009-08-11T05:26:00+09:00</DateTime>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="
３ｍ">3</jmx_eb:TsunamiHeight>
<Revise>更新</Revise>
</MaxHeight>
事例２（津波警報以上の沿岸地域に対して推定される津波の高さが非常に小さい場合）
<MaxHeight>
<Condition>推定中</Condition>
</MaxHeight>
事例３（推定される津波の高さが 10m 超の場合）
<MaxHeight>
<DateTime>2009-08-11T06:15:00+09:00</DateTime>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" description="
１０ｍ超">10</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
事例４（推定される津波の高さを定性的に表現する場合）
<MaxHeight>
<DateTime>2009-08-11T06:15:00+09:00</DateTime>
<Condition>重要</Condition>
<jmx_eb:TsunamiHeight type="津波の高さ" unit="m" condition="不明
" description="巨大">NaN</jmx_eb:TsunamiHeight>
</MaxHeight>
2．Earthquake【地震の諸要素】（0 回以上）
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。複数の地
震が原因で本情報を発表する場合は、地震毎に本要素を記載する。
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。
2-1．OriginTime【地震発生時刻】（1 回）
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地震の発生した時刻を記載する。
2-2．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。
2-3．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。
2-3-1．Area【震源位置】（1 回）
震源の位置に関する情報を記載する。
2-3-1-1．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、後に続く要素 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>
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 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）
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<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+0/</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>
2-3-1-3．DetailedName【詳細震央地名】（0 回/1 回）
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>
2-3-1-4．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
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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>
2-3-2．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。
2-4．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やマグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定される場
合は、これらの属性に加えて@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>
事例３（マグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定される場合）
<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を
超える巨大地震">NaN</jmx_eb:Magnitude>
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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 においては改行して空行を挿入し、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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Ⅱ．（ⅰ）ウ．（ア）震度速報
Body【内容部】（1 回）
本情報の量的な詳細内容を記載する。
1．Intensity【震度】（0 回/1 回）
震度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。
1-1．Observation【震度の観測】（1 回）
震度の観測に関する諸要素を記載する。
1-1-1．CodeDefine【コード体系の定義】（1 回）
「震度の観測」（Body/Intensity/Observation）以下で使用するコード体系を定義する。使用
するコードの種類に応じて子要素 Type が出現し、ここにコード種別を記載する。さらに、Type
の@xpath として、定義したコードを使用する要素の相対的な出現位置を記載する。
事例
<CodeDefine>
<Type xpath="Pref/Code">地震情報／都道府県等</Type>
<Type xpath="Pref/Area/Code">地震情報／細分区域</Type>
</CodeDefine>
1-1-2．MaxInt【最大震度】（1 回，値：“3”/“4”/“5-”/“5+”/“6-”/“6+”/“7”）
本情報で発表する最大の震度を記載する。
1-1-3．Pref【都道府県】（1 回以上）
都道府県毎の震度の観測状況を記載する。震度を観測した都道府県の数に応じて、本要
素が複数出現する。
子要素 Name に都道府県名を記載し、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/Intensity/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。
1-1-3-1．MaxInt【最大震度（都道府県）】（1 回，値：“3”/“4”/“5-”/“5+”/“6-”/“6+”/“7”）
当該都道府県における最大震度を記載する。
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事例
<Pref>
<Name>福岡県</Name>
<Code>40</Code>
<MaxInt>4</MaxInt>
<Area>・・・
1-1-3-2．Area【地域】（1 回以上）
地域毎の震度の観測状況を記載する。震度を観測した地域の数に応じて、本要素が複数出
現する。
子要素 Name に地域名を記載し、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/Intensity/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。
1-1-3-2-1．MaxInt【最大震度（地域）】（1 回，値：“3”/“4”/“5-”/“5+”/“6-”/“6+”/“7”）
当該地域における最大震度を記載する。
事例
<Area>
<Name>東京都２３区</Name>
<Code>350</Code>
<MaxInt>4</MaxInt>
</Area>
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．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。
3-1．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、
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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。
事例
<ForecastComment codeType="固定付加文">
<Text>今後の情報に注意してください。</Text>
<Code>0217</Code>
</ForecastComment>
3-2．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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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 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+0/</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やマグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定される場
合は、これらの属性に加えて@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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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>
事例３（マグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定される場合）
<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を
超える巨大地震">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。
3．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。
3-1．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。
事例１（津波なしの場合）
<ForecastComment codeType="固定付加文">
<Text>この地震による津波の心配はありません。</Text>
<Code>0215</Code>
</ForecastComment>
事例２（津波予報（若干の海面変動）を発表した場合）
<ForecastComment codeType="固定付加文">
<Text>この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、
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被害の心配はありません。</Text>
<Code>0212</Code>
</ForecastComment>

3-2．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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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 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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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、事例にある例外表現のとおり。
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+0/</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>
1-3-1-3．DetailedName【詳細震央地名】（0 回/1 回）
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
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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やマグニチュードが 8 を超える
巨大地震と推定される場合は、これらの属性に加えて@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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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>
事例３（マグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定される場合）
<jmx_eb:Magnitude type="Mj" condition="不明" description="Ｍ８を
超える巨大地震">NaN</jmx_eb:Magnitude>
2．Intensity【震度】（0 回/1 回）
国内で震度が観測された場合は、その震度に関する情報を記載する。
国内で震度が観測されない場合、又はヘッダ部の「情報形態」（Head/InfoType）が“取消”の
場合、本要素は出現しない。
2-1．Observation【震度の観測】（1 回）
震度の観測に関する諸要素を記載する。
2-1-1．CodeDefine【コード体系の定義】（1 回）
「震度の観測」（Body/Intensity/Observation）以下で使用するコード体系を定義する。使用
するコードの種類に応じて子要素 Type が出現し、ここにコード種別を記載する。さらに、Type
の@xpath として、定義したコードを使用する要素の相対的な出現位置を記載する。
事例
<CodeDefine>
<Type xpath="Pref/Code">地震情報／都道府県等</Type>
<Type xpath="Pref/Area/Code">地震情報／細分区域</Type>
<Type xpath="Pref/Area/City/Code">気象・地震・火山情報／市町村等
</Type>
<Type xpath="Pref/Area/City/IntensityStation/Code"> 震 度 観 測 点
</Type>
</CodeDefine>
2-1-2．MaxInt【最大震度】（1 回，値：“1”/“2”/“3”/“4”/“5-”/“5+”/“6-”/“6+”/“7”）
本情報で発表する最大の震度を記載する。
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2-1-3．Pref【都道府県】（1 回以上）
都道府県毎の震度の観測状況を記載する。震度を観測した都道府県の数に応じて、本要
素が複数出現する。
子要素 Name に都道府県名を記載し、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/Intensity/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。
2-1-3-1．MaxInt【最大震度（都道府県）】
（0 回/1 回，値：“1”/“2”/“3”/“4”/“5-”/“5+”/“6-”/“6+”/“7”）
当該都道府県における最大震度を記載する。当該都道府県内に、基準となる震度以上（当
面は震度５弱以上とする）と考えられるが震度の値を入手していない市町村のみしか存在しな
い場合、本要素は出現しない。
2-1-3-2．Revise【情報の更新（都道府県）】（0 回/1 回）
地震情報の続報において、当該都道府県が新規に追加される場合は本要素を追加し、“追
加”と記載する。また、当該都道府県の最大震度が更新された場合も本要素を追加し、“上方
修正”と記載する。
事例（続報において、当該都道府県の最大震度が更新された場合）
<Pref>
<Name>福岡県</Name>
<Code>40</Code>
<MaxInt>4</MaxInt>
<Revise>上方修正</Revise>
<Area>・・・
2-1-3-3．Area【地域】（1 回以上）
地域毎の震度の観測状況を記載する。震度を観測した地域の数に応じて、本要素が複数出
現する。
子要素 Name に地域名を記載し、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/Intensity/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。
2-1-3-3-1．MaxInt【最大震度（地域）】
（0 回/1 回，値：“1”/“2”/“3”/“4”/“5-”/“5+”/“6-”/“6+”/“7”）
当該地域における最大震度を記載する。当該地域内に、基準となる震度以上（当面は震度
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５弱以上とする）と考えられるが震度の値を入手していない市町村のみしか存在しない場合、
本要素は出現しない。
2-1-3-3-2．Revise【情報の更新（地域）】（0 回/1 回）
地震情報の続報において、当該地域が新規に追加される場合は本要素を追加し、“追加”と
記載する。また、当該地域の最大震度が更新された場合も本要素を追加し、“上方修正”と記
載する。
事例（続報において、当該地域が追加された場合）
<Area>
<Name>静岡県中部</Name>
<Code>442</Code>
<MaxInt>5-</MaxInt>
<Revise>追加</Revise>
<City>・・・
2-1-3-3-3．City【市町村】（1 回以上）
市町村毎の震度の観測状況を記載する。震度を観測した市町村の数に応じて、本要素が複
数出現する。
子要素 Name に市町村名を記載し、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/Intensity/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。
当該市町村の中に、基準となる震度以上と考えられるが震度の値を入手していない震度観
測点が存在し、当該市町村の最大震度が基準の震度未満（又は入電なし）の場合は、子要素
Condition を追加し、その旨を記載する。当面は震度５弱を基準とし、当該市町村の最大震度
が震度４以下（又は入電なし）の場合に Condition が出現し、ここに“震度５弱以上未入電”を
記載する。
2-1-3-3-3-1．MaxInt【最大震度（市町村）】
（0 回/1 回，値：“1”/“2”/“3”/“4”/“5-”/“5+”/“6-”/“6+”/“7”）
当該市町村における最大震度を記載する。当該市町村内に、基準となる震度以上（当面は
震度５弱以上とする）と考えられるが震度の値を入手していない震度観測点のみしか存在しな
い場合、本要素は出現しない。
2-1-3-3-3-2．Revise【情報の更新（市町村）】（0 回/1 回）
地震情報の続報において、当該市町村が新規に追加される場合は本要素を追加し、“追
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加”と記載する。また、当該市町村の最大震度が更新された場合も本要素を追加し、“上方修
正”と記載する。
事例１（当該市町村内に震度５弱以上未入電の震度観測点があり、当該市町村の最大震度
が不明の場合）
<City>
<Name>焼津市</Name>
<Code>2221200</Code>
<Condition>震度５弱以上未入電</Condition>
<IntensityStation>・・・
事例２（続報において、当該市町村内に震度５弱以上未入電の震度観測点があり、当該市町
村の最大震度が震度４以下の場合）
<City>
<Name>焼津市</Name>
<Code>2221200</Code>
<MaxInt>4</MaxInt>
<Condition>震度５弱以上未入電</Condition>
<Revise>追加</Revise>
<IntensityStation>・・・
事例３（続報において、当該市町村内に震度５弱以上未入電の震度観測点があり、当該市町
村の最大震度が震度５弱以上の場合）
<City>
<Name>焼津市</Name>
<Code>2221200</Code>
<MaxInt>5+</MaxInt>
<Revise>上方修正</Revise>
<IntensityStation>・・・
2-1-3-3-3-3．IntensityStation【震度観測点】（1 回以上）
親要素 City に記載した市町村に所属する震度観測点について、観測点毎の震度の観測状
況を記載する。震度を観測した観測点の数に応じて、本要素が複数出現する。
子要素 Name に観測点名を記載し、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/Intensity/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。
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子要素 Int に当該観測点における震度を記載する。当該観測点の震度が基準となる震度以
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>熱海市中央町＊</Name>
<Code>2220531</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>2220531</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
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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。
事例１（国内における地震の場合の一例）
<ForecastComment codeType="固定付加文">
<Text>津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
この地震について、緊急地震速報を発表しています。</Text>
<Code>0211 0241</Code>
</ForecastComment>
事例２（国外における地震の場合の一例）
<ForecastComment codeType="固定付加文">
<Text>日本への津波の有無については現在調査中です。
太平洋の広域に津波発生の可能性があります。
一般的に、この規模の地震が海域の浅い領域で発生すると津波が発生することがありま
す。</Text>
<Code>0229 0221 0228</Code>
</ForecastComment>
4-2．VarComment【固定付加文（その他）】（0 回/1 回）
その他の付加的な情報を、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。
事例１（通常の場合）
<VarComment codeType="固定付加文">
<Text>＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。</Text>
<Code>0262</Code>
</VarComment>
事例２（震源要素を訂正する場合）
<VarComment codeType="固定付加文">
<Text>震源要素を訂正します。
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＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。</Text>
<Code>0256 0262</Code>
</VarComment>
4-3．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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Ⅱ．（ⅱ）ア．噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報、火山現象に関する海上警報・
海上予報
Body【内容部】（1 回）
本情報の内容を記載する。
1．Notice【電文に関するお知らせ】（0 回/1 回）
電文に関するお知らせ（訓練文であることなど）を自由文で記載する。
2．VolcanoInfo【防災気象情報事項】（1 回）
ヘッダ部の「見出し防災気象情報事項」と基本的には同様の構造で、何がどこを対象として
いるかを示す。@type は、噴火警報・予報については、“噴火警報・予報（対象火山）”の場合と
“噴火警報・予報（対象市町村等）”及び“噴火警報・予報（対象市町村の防災対応等）”の場
合が、火山現象に関する海上警報・予報については、“噴火警報・予報（対象火山）”の場合と
“火山現象に関する海上警報・予報（対象海上予報区）”の場合がある。火山の状況に関する
解説情報については、“火山の状況に関する解説情報（対象火山）”となる。“噴火警報・予報
（対象火山）”の場合には、海底火山用の「位置補助情報」を付加する場合がある。
2-1．Item【個々の防災気象情報要素】（1 回以上）
火山に対応する警戒事項等あるいは市町村や海上予報区等に対応する警報等の種別種
類又は警戒事項等（警報の種類及び具体的な防災対応）を記載する。ヘッダ部の「個々の防
災気象情報要素」と基本的には同様であるが、「位置補助情報」を付加する場合がある。
2-1-2．Kind【防災気象情報要素】（1 回）
2-1-2-1．Name【防災気象情報要素名】（1 回）
噴火警報・予報については、対象火山の場合、噴火警戒レベル導入火山は噴火警戒レベ
ル、レベル未導入火山と海底火山は警戒事項等（キーワード）を記載し、対象市町村等の場
合、噴火警報・予報の種別種類又は警戒事項等（警報の種類及び具体的な防災対応）を記
載する。火山の状況に関する解説情報については、噴火警戒レベルまた又は警戒事項等（キ
ーワード）を記載する。火山現象に関する海上警報・予報については、対象火山の場合、噴火
警戒レベル導入火山は噴火警戒レベル、レベル未導入火山と海底火山は警戒事項等（キー
ワード）を記載し、対象海上予報区の場合、海上警報・海上予報の種別種類を記載する。噴
火に関する火山観測報については、発生した現象を記載する。
2-1-2-2．FormalName【防災気象情報要素名（正式名称）】（0 回/1 回）
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噴火警報における警報の正式名称
2-1-2-3．Code【防災気象情報要素コード】（1 回）
上記 Name に対応するコードを記載する。対応関係については別途提供するコード表を参
照。噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報、火山現象に関する海上警報・海上予報
においてはコードの 51 より小さい数を使用する。
2-1-2-4．Condition【状況】（1 回）
火山に関連する情報については、噴火に関する火山観測報を除き、直前までの状況からの
変化を記載する。
VolcanoInfo/@type の値が“噴火警報・予報(対象火山) ”又は“火山の状況に関する解説情
報(対象火山) ”である場合噴火警戒レベル等については、“引上げ”、“引下げ”、“継続”の
いずれかを記載する。
VolcanoInfo/@type の値が“噴火警報・予報(対象市町村等) ”又は“火山現象に関する海上
警報・海上予報(対象海上予報区) ”の場合、噴火警報・予報等については、“発表”、“切替”、
“解除”のいずれかを記載する。
VolcanoInfo/@type の値が“噴火警報・予報(対象市町村の防災対応等) ”の場合は、“発
表”、“引上げ”、“切替”、“継続”、“引下げ”、“解除”のいずれかを記載する。
2-1-3．LastKind【直前の防災気象情報要素】（1 回）
2-1-3-1．Name【直前の防災気象情報要素名】（1 回）
2-1-3-2．Code【直前の防災気象情報要素コード】（1 回）
2-1-3-3．Condition【直前の状況】（1 回）
本要素は常に空要素となる。
2-1-4．Areas【対象地域・地点コード種別】（1 回）
@codeType が“火山名”の場合、“気象・地震・火山情報／市町村等”の場合、又は“地方海
上予報区”の場合がある。
2-1-4-1．Area【対象地域・地点】（1 回以上）
2-1-4-1-1．Name【対象地域・地点名称】（1 回）
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2-1-4-1-2．Code【対象地域・地点コード】（1 回）
2-1-4-1-3．Coordinate【対象火山の位置】（1 回）
Areas/@codeType=“火山名”の場合に対象火山の緯度経度標高を記載。
2-1-4-1-4．AreaFromMark【位置補助情報】（0 回/1 回）
Areas/@codeType=“火山名”で海底火山の場合にその位置の説明を記載。
例 「○○山は△△島の南約 50km にある海底火山。」
3．VolcanoInfoContent【火山関連情報等の内容】（1 回）
3-1．VolcanoHeadline【見出し】（0 回/1 回）
対象火山の概況等について文章で記載する。噴火警戒レベルの状況、警戒事項等の略称
も含める。
3-2．VolcanoActivity【火山の活動状況等】（0 回/1 回）
噴火警報・予報については、火山活動の状況及び予報警報事項を、火山の状況に関する
解説情報については、火山活動の状況及びその推移並びにこれらの解説事項等を記載す
る。
3-3．VolcanoPrevention【防災上の警戒事項等】（0 回/1 回）
「防災上の警戒事項等」を記載。
3-4．NextAdvisory【次の情報発表日時の予告】（0 回/1 回）
火山の状況に関する解説情報について、次の情報発表日時を記載。
3-5．OtherInfo【その他必要と認める事項】（0 回/1 回）
上記の他必要と認める事項を記載。
3-6．Appendix【補足】（0 回/1 回）
レベルの説明など上記各項目に関する補足事項を記載。
4．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。

Ⅱ.61－3

地震火山関連 XML 電文解説資料
平成 24 年６月版

【別冊】
津波関連移行措置用
XML 電文解説資料

平成 24 年 6 月
気象庁地震火山部
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はじめに
この「津波関連移行措置用 XML 電文解説資料」（以下「本解説資料」という。）は、平成
25 年３月運用開始予定の津波に関連する情報等の変更に伴う移行措置用電文について、新
形式電文との違いを説明したものである。
本解説資料は、「地震火山関連 XML 電文解説資料（津波・噴火警報変更対応版）」との重
複記載は極力せず、新形式電文との相違点や、使用にあたっての留意事項に特化した事項
について記載しており、上記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。

１ 管理部の情報名称
新形式電文においては、管理部の情報名称（Control/Title）を以下の通り変更する。移
行措置用電文においては、津波警報・注意報・予報、津波情報については、現行の情報名
称をそのまま使用し、沖合の津波観測に関する情報については、"津波情報"により発表す
る。なお、現行の"津波情報"では沿岸と沖合の津波観測に関する情報をまとめて発表して
いるが、移行措置用電文においては、同じ"津波情報"でも沿岸と沖合の津波観測に関する
情報に分けて発表するので留意が必要である。
電文名

現行

移行措置用

新形式

津波警報・注意報・ 津波警報・注意報・予

津波警報・注意報・予

津波警報・注意報・予

予報

報

報

報a

津波情報

津波情報

津波情報

津波情報 a

沖合の津波観測に

-

津波情報

沖合の津波観測に関

関する情報

する情報

２ 運用種別情報のバージョン番号
新形式電文においては、スキーマの運用種別情報のバージョン番号
（Head/InfoKindVersion）を、以下の通り変更する。
移行措置用電文においては、現行のバージョン番号（1.0_0）を記載する。
電文名

現行

移行措置用

新形式

津波警報・注意報・予報

1.0_0

1.0_0

1.0_1

津波情報

1.0_0

1.0_0

1.0_1
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沖合の津波観測に関する情報

-

1.0_0

1.0_1

３ 見出し要素
新形式電文の「沖合の津波観測に関する情報」において、新たに見出し防災気象情報事
項（Head/Headline/Information）に大津波警報・津波警報に相当する観測点名称及びコー
ドを記載する。
移行措置用電文においては、見出し防災気象情報事項は記載しない（見出し文
（Head/Headline/Text）は記載する）
。

４ 津波警報等の種類
新形式電文においては、大津波警報の新規発表または切り替えを表現するため、津波警
報等の種類（Body/Tsunami/Forecast/Item/Category/Kind）に記載する名称（Name）及び
コード（Code）に"大津波警報：発表"（53）を追加する。
移行措置用電文においては、大津波警報の新規発表または切り替えの場合であっても、
Code には"53"の代わりに"52"を使用する（Name には"大津波警報：発表"を記載する）
。
大津波警報の新規発表または切り替えの場合
要素

現行

移行措置用

新形式

Code

52

52

53

Name

大津波の津波警報

大津波警報：発表

大津波警報：発表

前回の発表に引き続き大津波警報の場合
要素

現行

移行措置用

新形式

Code

52

52

52

Name

大津波の津波警報

大津波警報

大津波警報

５ 予想される津波の最大波の高さ
（１）高さの定性的表現
新形式電文においては、マグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定されるなど、地震
規模推定の不確定性が大きい場合は、予想される津波の高さ
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（Body/Tsunami/Forecast/Item/MaxHeight）を定性的に表現するため、以下（＊）の通り
記載する。
移行措置用電文においては、予想される津波の高さが定性的表現となる場合は MaxHeight
を記載しない。現行電文においては、津波が減衰して津波警報等の切り替えを行う場合や、
解除する場合（津波予報への切り替えを含む）に MaxHeight が出現しなくなるが、これら
に加えて地震規模推定の不確定性が大きい場合にも MaxHeight が出現しなくなるので留意
が必要である（高さの定性的表現は以下（＊）の通り津波警報等の種類と対応する）。
＊新形式電文の記載内容
・子要素 jmx_eb:TsunamiHeight に@condition が出現し、ここに津波の高さが不明である旨
を示す固定値"不明"を記載する。
・津波の高さの値には"NaN"を記載する。
・@description に津波の高さに関する定性的表現を記載する。発表する定性的表現のとり
うる値は次の通り。
津波警報等の種類

@description

大津波警報

"巨大"

津波警報

"高い"

津波注意報・津波予報

なし（空属性）

（２）重要事項の表現
新形式電文においては、
、大津波警報の発表された予報区において、予想される津波の高
さが定性表現から定量表現に変化した場合や、高さが上方修正された場合は、子要素
Condition が出現し"重要"と記載する。
移行措置用電文においては、"重要"を記載する子要素 Condition は使用しない。

６ これまでの津波の最大波（観測値）
（１）水位が上昇中であることを示す表現
新形式電文においては、水位が上昇中の場合は、jmx_eb:TsunamiHeight に@condition が
出現し"上昇中"と記載する。
移行措置用電文においては、"上昇中"を記載する@condition は使用しない。
（２）重要事項の表現
新形式電文においては、津波観測に関する情報については、観測値が大津波警報の基準
を超え、追加あるいは更新された場合、沖合の津波観測に関する情報については、沖合の
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津波観測値から推定される沿岸の津波の高さが初めて津波警報相当以上になった場合、そ
れぞれ子要素 Condition が出現し"重要"と記載する。
移行措置用電文においては、"重要"を記載する子要素 Condition は使用しない。

７ 沖合の津波観測点
（１）「津波予報区」の記載
新形式電文においては、沖合の津波観測点には所属する津波予報区がないため、津波予
報区（Body/Tsunami/Observation/Item/Area）の Name、Code は常に空要素となる。
移行措置用電文においては、現行の「津波観測に関する情報」と同じ Name（ＧＰＳ波浪
計）、Code（990）を記載する。
（２）特殊観測機器名
新形式電文においては、沖合の津波観測点（Body/Tsunami/Observation/Item/Station）
において、子要素 Sensor（特殊観測機器の種類）が出現し、"ＧＰＳ波浪計"、"水圧計"等
の特殊観測機器名を記載する。
移行措置用電文においては、子要素 Sensor は使用しない。

８ 第１波の到達時刻（推定値）
現行の「津波観測に関する情報」では、沖合の観測値による沿岸での津波の第１波の推
定値（Body/Tsunami/Estimation/Item/Area/FirstHeight）において、ArrivalTimeFrom、
ArrivalTimeTo を用いて幅を持たせた推定到達時刻を記載しているが、新形式電文において
は、幅を持たせずに ArrivalTime により記載する。
移行措置用電文においては、ArrivalTimeFrom、ArrivalTimeTo の両方に同じ時刻を記載
し、ArrivalTime は使用しない（現行の運用とは異なるので留意が必要である）。

９ これまでの最大波（推定値）
（１）これまでの最大波の推定到達時刻
沖合の観測値による沿岸でのこれまでの最大波の推定値
（Body/Tsunami/Estimation/Item/Area/MaxHeight）において、現行の「津波観測に関する
情報」では津波到達推定時刻を記載していないが、新形式電文においては、子要素 DateTime
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に「これまでの最大波の推定到達時刻」を記載する。
移行措置用電文においては、子要素 DateTime は使用しない。
（２）推定される津波の高さが小さいときの表現
津波警報以上の津波予報区において、推定値が予想される高さに比べ十分に小さい場合
は、新形式電文においては、子要素 jmx_eb:TsunamiHeight に代わって子要素 Condition が
出現し"推定中"と記載する（予想される高さが定性的表現で発表されている場合を除く）。
移行措置用電文においては、子要素 Condition は使用しない。
（３）推定される津波の高さの定性的表現
新形式電文においては、マグニチュードが 8 を超える巨大地震と推定されるなど、地震
規模推定の不確定性が大きい場合は、推定される津波の高さを定性的に表現するため、以
下（＊）の通り記載する。
移行措置用電文においては、推定される津波の高さが定性的表現となる場合は
jmx_eb:TsunamiHeight を記載しない（高さの定性的表現は以下（＊）の通り津波警報等の
種類と対応する）。
＊新形式電文の記載内容
・子要素 jmx_eb:TsunamiHeight に@condition が出現し、ここに津波の高さが不明である旨
を示す固定値"不明"を記載する。
・津波の高さの値には"NaN"を記載する。
・@description に津波の高さに関する定性的表現を記載する。発表する定性的表現のとり
うる値は次の通り。
津波警報等の種類

@description

大津波警報

"巨大"

津波警報

"高い"

津波注意報

なし（空属性）

（４）重要事項の表現
推定値が大津波警報の基準を超え、追加あるいは更新された場合（定性的表現から数値
表現に変更された場合も含む）、新形式電文においては、子要素 Condition が出現し"重要"
と記載する。
移行措置用電文においては、子要素 Condition は使用しない。

１０ 沖合の津波観測に関する情報における Forecast 要素
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現行の「津波観測に関する情報」には Body/Forecast 要素（津波の予測値）を記載して
いるが、新形式電文の「沖合の津波観測に関する情報」においては、Forecast 要素は記載
しない。
移行措置用電文においては、現行の「津波観測に関する情報」と同様に Forecast 要素を
記載する。

１１ 付加文
新形式電文においては、警戒等の呼びかけ内容等を変更するため、固定付加文
（Body/Comments/WarningComment）に記載する Code、Text を変更する。
移行措置用電文においては、Text には新電文と同じ内容を記載するが、現行電文で使用
していない Code は記載しない。結果として記載する Code がなくなる場合は、Code 要素は
空要素となる。
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