
 

平成 24年 11月 15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更新について 

 

 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に係る資料の一部について、更新を行いました。

変更内容は以下のとおりです。 

 

 

１．地震火山関連 XMLコード表 

 「津波警報等の改善に伴う電文の変更」として新しく「沖合の津波観測に関する

情報」（移行措置用電文含む）を平成 25 年 3 月 7 日 12 時から運用開始するにあた

り、この情報で用いる『沖合の潮位観測点』の追加を行うため、地震火山関連 XML

コード表を更新します。 

この変更の適用日時は、平成 25年 3月 7日 12時ですが、平成 24年 12月 6日か

ら開始する事前の試験配信にも使用します。 

更新するコード表は以下のとおりです。「沖合の津波観測に関する情報」の新設

に伴い潮位観測点が大幅に増加するため、現在使用しているコード表（運用開始前）

と、平成 25年 3月以降の新情報電文（平成 24年 12月以降の事前試験配信を含む）

に使用するコード表（運用開始後）とを、シートを分けて示します。運用開始後の

コード表（シート 35）は、新情報の運用開始時に適用します。 

また、具体的な変更点を別紙１に示します。 

コード表名 

シート番号 

現在 

（運用開始前まで） 

新形式・移行措置用 

（運用開始後） 

PointTsunamiコード表 33 35 

 

 

２．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 24 年 6月 15 日に公表（10 月 22 日一部修正）した「地震火山関連 XML 電文

解説資料（津波・噴火警報変更対応版）」に記載されている「沖合の津波観測に関

する情報」で用いる『沖合の潮位観測点』の解説について、追加となる沖合観測点

コードの使用方法を明確にするため説明を追記し、差し替えを行いました。 

 追記修正した内容は以下のとおりです。 

 

・I.(ii)11-2(1)-1-2-1-2．Code【対象地域・地点コード】の「○沖合津波観測に

関する情報の場合」の記載に、以下のとおり下線部を追記（Ｐ．Ⅰ－８）。 



 

 

○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。“潮位観測点”

コード表には、各観測点を示すコードと、観測点名称を簡略化した表現（複数の観

測点を代表する地点として抜粋して用いられる観測点名）を示すコードが含まれて

おり、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。

この簡略化した観測点名称は、「ヘッダ部」（Head）に記載する場合のみ使用し、「内

容部」（Body）では使用しない。このヘッダ部に出現する簡略化した観測点名称は、

電文の内容を簡潔に伝えることを目的としたものであり、実際にどの観測点で観測

したかを知るためには、内容部を参照することを想定している。 

 

 



（別紙１） 
 
 
 
 
 
 
 

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 35 PointTsunami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"

24 AreaForecastLocalE ・ AreaInformationCity ・ PointSeismicIntensity コード表
"地震情報／細分区域"
"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"

35 PointTsunami コード表　※ "潮位観測点"

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、35、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、33、61）を使用し、運用
開始以降は現行コード表（シート13、32、33、61）は使用せず、※を付したコード表（シート14、34、35、62）を使用することになる。



潮位観測点

Code Name ふりがな Code Name

00408 釧路沖８０ｋｍ くしろおき８０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
00510 十勝沖１００ｋｍ とかちおき１００ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
01632 岩手沖３２０ｋｍ いわておき３２０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
01638 岩手沖３８０ｋｍ いわておき３８０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
01735 宮城沖３５０ｋｍ みやぎおき３５０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
02303 千葉南東沖３０ｋｍ ちばなんとうおき３０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
02304 千葉南東沖４０ｋｍ ちばなんとうおき４０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
02306 千葉南東沖６０ｋｍ ちばなんとうおき６０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
03204 神奈川沖４０ｋｍ かながわおき４０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04005 静岡沖５０ｋｍ しずおかおき５０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04303 三重南東沖３０ｋｍ みえなんとうおき３０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04304 三重南東沖４０ｋｍ みえなんとうおき４０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04305 三重南東沖５０ｋｍ みえなんとうおき５０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04306 三重南東沖６０ｋｍ みえなんとうおき６０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04307 三重南東沖７０ｋｍ みえなんとうおき７０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04308 三重南東沖８０ｋｍ みえなんとうおき８０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04309 三重南東沖９０ｋｍ みえなんとうおき９０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04903 和歌山沖３０ｋｍ わかやまおき３０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04905 和歌山沖５０ｋｍ わかやまおき５０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04907 和歌山沖７０ｋｍ わかやまおき７０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04908 和歌山沖８０ｋｍ わかやまおき８０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04910 和歌山沖１００ｋｍ わかやまおき１００ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
04911 和歌山沖１１０ｋｍ わかやまおき１１０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
05907 高知沖７０ｋｍ こうちおき７０ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
05910 高知沖１００ｋｍ こうちおき１００ｋｍ ヘッダ部でのみ使用する簡略化した観測点名
10001 釧路 くしろ
10002 根室市花咲 ねむろしはなさき
10020 根室港 ねむろこう
10021 浜中町霧多布港 はまなかちょうきりたっぷこう
10060 釧路沖８０ｋｍＡ くしろおき８０ｋｍＡ 00408 釧路沖８０ｋｍ
10101 浦河 うらかわ
10102 十勝港 とかちこう
10103 えりも町庶野 えりもちょうしょや
10150 十勝沖１００ｋｍＡ とかちおき１００ｋｍＡ 00510 十勝沖１００ｋｍ
10202 函館 はこだて
10203 苫小牧西港 とまこまいにしこう
10204 福島町吉岡 ふくしまちょうよしおか
10221 苫小牧東港 とまこまいひがしこう
10222 白老港 しらおいこう
10223 渡島森港 おしまもりこう
10224 室蘭港 むろらんこう
11001 稚内 わっかない
11002 留萌 るもい
11003 小樽 おたる
11022 石狩湾新港 いしかりわんしんこう
11023 利尻島沓形港 りしりとうくつがたこう
11024 羽幌港 はぼろこう
11030 小樽市忍路 おたるしおしょろ
11101 寿都 すっつ
11102 江差 えさし
11121 瀬棚港 せたなこう
11122 岩内港 いわないこう
11123 奥尻島奥尻港 おくしりとうおくしりこう
11130 奥尻島松江 おくしりとうまつえ
12001 網走 あばしり
12003 枝幸港 えさしこう
12020 紋別港 もんべつこう
20001 深浦 ふかうら
20002 竜飛 たっぴ
20090 青森深浦沖 あおもりふかうらおき 20090 青森深浦沖
20102 むつ市関根浜 むつしせきねはま
20120 むつ小川原港 むつおがわらこう
20121 八戸港 はちのへこう
20190 青森八戸沖 あおもりはちのへおき 20190 青森八戸沖
20201 青森 あおもり
20202 むつ市大湊 むつしおおみなと
21001 宮古 みやこ

備考

津波情報（沖合の津波観測に関
する情報）の内容部で使用する
潮位観測点に対応し、同情報の
ヘッダ部で使用する「簡略化し
た観測点名」

PointTsunami コード表
（種別："潮位観測点"）

※このPointTsunami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33を
使用。）



潮位観測点

Code Name ふりがな Code Name

備考

津波情報（沖合の津波観測に関
する情報）の内容部で使用する
潮位観測点に対応し、同情報の
ヘッダ部で使用する「簡略化し
た観測点名」

PointTsunami コード表
（種別："潮位観測点"）

※このPointTsunami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33を
使用。）

21002 大船渡 おおふなと
21003 釜石 かまいし
21020 久慈港 くじこう
21090 岩手釜石沖 いわてかまいしおき 21090 岩手釜石沖
21091 岩手宮古沖 いわてみやこおき 21091 岩手宮古沖
21092 岩手久慈沖 いわてくじおき 21092 岩手久慈沖
22002 石巻市鮎川 いしのまきしあゆかわ
22021 仙台港 せんだいこう
22090 宮城金華山沖 みやぎきんかさんおき 22090 宮城金華山沖
22091 気仙沼広田湾沖 けせんぬまひろたわんおき 22091 気仙沼広田湾沖
23001 秋田 あきた
23090 秋田男鹿沖 あきたおがおき 23090 秋田男鹿沖
24001 酒田 さかた
24030 飛島 とびしま
24031 鶴岡市鼠ケ関 つるおかしねずがせき
24090 山形酒田沖 やまがたさかたおき 24090 山形酒田沖
25002 いわき市小名浜 いわきしおなはま
25030 相馬 そうま
25090 福島小名浜沖 ふくしまおなはまおき 25090 福島小名浜沖
30001 大洗 おおあらい
30020 神栖市鹿島港 かみすしかしまこう
31001 銚子 ちょうし
31002 勝浦市興津 かつうらしおきつ
31070 千葉南東沖６０ｋｍＡ ちばなんとうおき６０ｋｍＡ 02306 千葉南東沖６０ｋｍ
31080 千葉南東沖４０ｋｍＡ ちばなんとうおき４０ｋｍＡ 02304 千葉南東沖４０ｋｍ
31081 千葉南東沖３０ｋｍＡ ちばなんとうおき３０ｋｍＡ 02303 千葉南東沖３０ｋｍ
31101 館山市布良 たてやましめら
31202 東京晴海 とうきょうはるみ
31204 横須賀 よこすか
31205 千葉 ちば
31206 横浜 よこはま
32001 伊豆大島岡田 いずおおしまおかだ
32002 三宅島坪田 みやけじまつぼた
32003 八丈島八重根 はちじょうじまやえね
32004 神津島神津島港 こうづしまこうづしまこう
32005 三宅島阿古 みやけじまあこ
32006 八丈島神湊 はちじょうじまかみなと
32101 父島二見 ちちじまふたみ
32102 南鳥島 みなみとりしま
33000 小田原 おだわら
33030 三浦市油壺 みうらしあぶらつぼ
33080 神奈川沖４０ｋｍ かながわおき４０ｋｍ 03204 神奈川沖４０ｋｍ
33095 神奈川相模湾沖 かながわさがみわんおき 33095 神奈川相模湾沖
34001 新潟 にいがた
34003 粟島 あわしま
34030 柏崎市鯨波 かしわざきしくじらなみ
34103 佐渡市鷲崎 さどしわしざき
35001 富山 とやま
35021 伏木富山港新湊 ふしきとやまこうしんみなと
36001 珠洲市長橋 すずしながはし
36020 輪島港 わじまこう
36021 七尾港 ななおこう
36101 金沢 かなざわ
37003 坂井市三国 さかいしみくに
37020 敦賀港 つるがこう
38001 沼津市内浦 ぬまづしうちうら
38002 清水 しみず
38004 南伊豆町石廊崎 みなみいずちょういろうざき
38005 御前崎 おまえざき
38006 舞阪 まいさか
38020 下田港 しもだこう
38030 伊東 いとう
38031 西伊豆町田子 にしいずちょうたご
38032 焼津 やいづ
38070 静岡沖５０ｋｍ しずおかおき５０ｋｍ 04005 静岡沖５０ｋｍ
38090 静岡御前崎沖 しずおかおまえざきおき 38090 静岡御前崎沖
39001 田原市赤羽根 たはらしあかばね



潮位観測点

Code Name ふりがな Code Name

備考

津波情報（沖合の津波観測に関
する情報）の内容部で使用する
潮位観測点に対応し、同情報の
ヘッダ部で使用する「簡略化し
た観測点名」

PointTsunami コード表
（種別："潮位観測点"）

※このPointTsunami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33を
使用。）

39101 名古屋 なごや
39102 半田市衣浦 はんだしきぬうら
39103 四日市 よっかいち
39120 豊橋市三河港 とよはししみかわこう
40001 鳥羽 とば
40002 尾鷲 おわせ
40003 熊野市遊木 くまのしゆき
40050 三重南東沖９０ｋｍＡ みえなんとうおき９０ｋｍＡ 04309 三重南東沖９０ｋｍ
40060 三重南東沖８０ｋｍＡ みえなんとうおき８０ｋｍＡ 04308 三重南東沖８０ｋｍ
40061 三重南東沖８０ｋｍＢ みえなんとうおき８０ｋｍＢ 04308 三重南東沖８０ｋｍ
40062 三重南東沖８０ｋｍＣ みえなんとうおき８０ｋｍＣ 04308 三重南東沖８０ｋｍ
40063 三重南東沖７０ｋｍＡ みえなんとうおき７０ｋｍＡ 04307 三重南東沖７０ｋｍ
40070 三重南東沖６０ｋｍＡ みえなんとうおき６０ｋｍＡ 04306 三重南東沖６０ｋｍ
40071 三重南東沖６０ｋｍＢ みえなんとうおき６０ｋｍＢ 04306 三重南東沖６０ｋｍ
40072 三重南東沖５０ｋｍＡ みえなんとうおき５０ｋｍＡ 04305 三重南東沖５０ｋｍ
40080 三重南東沖４０ｋｍＡ みえなんとうおき４０ｋｍＡ 04304 三重南東沖４０ｋｍ
40081 三重南東沖４０ｋｍＢ みえなんとうおき４０ｋｍＢ 04304 三重南東沖４０ｋｍ
40082 三重南東沖３０ｋｍＡ みえなんとうおき３０ｋｍＡ 04303 三重南東沖３０ｋｍ
40090 三重尾鷲沖 みえおわせおき 40090 三重尾鷲沖
50001 舞鶴 まいづる
51001 大阪天保山 おおさかてんぽうざん
51002 岬町淡輪 みさきちょうたんのわ
52001 豊岡市津居山 とよおかしついやま
52101 神戸 こうべ
52102 姫路 ひめじ
52202 洲本 すもと
53001 那智勝浦町浦神 なちかつうらちょううらがみ
53002 串本町袋港 くしもとちょうふくろこう
53004 和歌山 わかやま
53006 御坊市祓井戸 ごぼうしはらいど
53007 白浜町堅田 しらはまちょうかたた
53060 和歌山沖８０ｋｍＡ わかやまおき８０ｋｍＡ 04908 和歌山沖８０ｋｍ
53061 和歌山沖８０ｋｍＢ わかやまおき８０ｋｍＢ 04908 和歌山沖８０ｋｍ
53062 和歌山沖７０ｋｍＡ わかやまおき７０ｋｍＡ 04907 和歌山沖７０ｋｍ
53063 和歌山沖７０ｋｍＢ わかやまおき７０ｋｍＢ 04907 和歌山沖７０ｋｍ
53070 和歌山沖５０ｋｍＡ わかやまおき５０ｋｍＡ 04905 和歌山沖５０ｋｍ
53071 和歌山沖５０ｋｍＢ わかやまおき５０ｋｍＢ 04905 和歌山沖５０ｋｍ
53080 和歌山沖３０ｋｍＡ わかやまおき３０ｋｍＡ 04903 和歌山沖３０ｋｍ
53081 和歌山沖３０ｋｍＢ わかやまおき３０ｋｍＢ 04903 和歌山沖３０ｋｍ
53090 和歌山白浜沖 わかやましらはまおき 53090 和歌山白浜沖
54001 境港市境 さかいみなとしさかい
54030 岩美町田後 いわみちょうたじり
55001 浜田 はまだ
55101 隠岐西郷 おきさいごう
56001 玉野市宇野 たまのしうの
57001 広島 ひろしま
57002 呉 くれ
58001 小松島 こまつしま
58002 徳島由岐 とくしまゆき
58090 徳島海陽沖 とくしまかいようおき 58090 徳島海陽沖
59001 高松 たかまつ
59020 坂出市与島港 さかいでしよしまこう
59022 多度津港 たどつこう
60001 宇和島 うわじま
60101 松山 まつやま
60120 今治市小島 いまばりしおしま
61001 室戸市室戸岬 むろとしむろとみさき
61002 高知 こうち
61003 土佐清水 とさしみず
61020 須崎港 すさきこう
61050 高知沖１００ｋｍＡ こうちおき１００ｋｍＡ 05910 高知沖１００ｋｍ
61060 高知沖７０ｋｍＡ こうちおき７０ｋｍＡ 05907 高知沖７０ｋｍ
61090 高知足摺岬沖 こうちあしずりみさきおき 61090 高知足摺岬沖
70021 下関市南風泊港 しものせきしはえどまりこう
70101 下関市彦島弟子待 しものせきしひこしまでしまつ
70102 徳山 とくやま
70120 宇部港 うべこう
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70121 三田尻中関港 みたじりなかのせきこう
70122 下関港長府 しものせきこうちょうふ
71002 北九州市門司 きたきゅうしゅうしもじ
71021 苅田港 かんだこう
71022 北九州港青浜 きたきゅうしゅうこうあおはま
71101 福岡市博多 ふくおかしはかた
71120 北九州港日明 きたきゅうしゅうこうひあがり
71201 大牟田市三池 おおむたしみいけ
71202 太良町大浦野崎 たらちょうおおうらのざき
71203 三角 みすみ
71220 八代港 やつしろこう
71221 天草市本渡港 あまくさしほんどこう
71222 熊本港 くまもとこう
72020 唐津港 からつこう
72030 玄海町仮屋 げんかいちょうかりや
73001 長崎 ながさき
73002 口之津 くちのつ
73003 福江島福江港 ふくえじまふくえこう
73004 佐世保 させぼ
73020 長崎港皇后 ながさきこうこうご
73021 平戸市田平港 ひらどしたびらこう
73102 対馬比田勝 つしまひたかつ
73110 対馬市厳原 つしましいづはら
73120 壱岐島郷ノ浦港 いきのしまごうのうらこう
74000 苓北町都呂々 れいほくまちとろろ
75001 大分 おおいた
75020 別府港 べっぷこう
75100 佐伯市松浦 さいきしまつうら
76001 日向市細島 ひゅうがしほそしま
76002 日南市油津 にちなんしあぶらつ
76020 宮崎港 みやざきこう
77002 南大隅町大泊 みなみおおすみちょうおおどまり
77020 志布志港 しぶしこう
77102 種子島西之表 たねがしまにしのおもて
77103 種子島熊野 たねがしまくまの
77203 中之島 なかのしま
77204 奄美市小湊 あまみしこみなと
77205 奄美市名瀬 あまみしなぜ
77302 枕崎 まくらざき
77303 鹿児島 かごしま
77330 阿久根 あくね
80001 那覇 なは
80002 久米島 くめじま
80030 南城市安座真 なんじょうしあざま
80102 南大東漁港 みなみだいとうぎょこう
80203 西表島 いりおもてじま
80204 与那国島久部良 よなぐにじまくぶら
80205 石垣島石垣港 いしがきじまいしがきこう
80206 宮古島平良 みやこじまひらら
92170 岩手沖３８０ｋｍＡ いわておき３８０ｋｍＡ 01638 岩手沖３８０ｋｍ
92171 岩手沖３２０ｋｍＡ いわておき３２０ｋｍＡ 01632 岩手沖３２０ｋｍ
92270 宮城沖３５０ｋｍＡ みやぎおき３５０ｋｍＡ 01735 宮城沖３５０ｋｍ
95300 和歌山沖１００ｋｍＡ わかやまおき１００ｋｍＡ 04910 和歌山沖１００ｋｍ
95301 和歌山沖１００ｋｍＢ わかやまおき１００ｋｍＢ 04910 和歌山沖１００ｋｍ
95302 和歌山沖１００ｋｍＣ わかやまおき１００ｋｍＣ 04910 和歌山沖１００ｋｍ
95310 和歌山沖１１０ｋｍＡ わかやまおき１１０ｋｍＡ 04911 和歌山沖１１０ｋｍ
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