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（令和 2 年 9 月 18 日一部修正） 

（令和 2 年 9 月 10 日一部修正） 

（令和２年８月 25 日一部修正） 

令和２年７月 31 日   

気 象 庁 総 務 部 

 

配信資料に関する技術情報第 540 号 

～ 気象庁組織再編に伴う発信官署名の変更について ～ 

 

概要 

気象庁では、令和２年 10 月１日（木）に組織再編を実施し、気象庁本庁におけ

る部・課・室等の名称を変更します。これに伴い、気象庁本庁が発表する別紙の電

文およびファイルについて内容を変更することを計画しておりますのでお知らせ

いたします。 

なお、変更後の電文のサンプルは、（一財）気象業務支援センターを通じて提供い

たします。 

 

１ 変更する電文およびファイル 

気象庁本庁が発表する、別表１および２のプロダクトに係る電文およびファイ

ル。 

 

２ 実施日時等 

①別表１の電文およびファイル 

令和２年 10 月 1 日（木）。時刻については決まり次第、配信資料に関するお知

らせにより別途お知らせします。 

 

 ②別表２の電文およびファイル 

  令和２年度末を予定しています（令和２年 10 月１日には変更は行いません）。 

日時が決まり次第、配信資料に関するお知らせにより別途お知らせします。 

 
３ 変更点 

 ①発信官署名について以下のとおり変更を行います。 

＜電文形式（ＸＭＬ形式）＞ 

   「PublishingOffice」タグの中を以下のとおり変更します。 

   ○気象庁予報部      → 気象庁 

   ○気象庁地震火山部    → 気象庁 

   ○気象庁地球環境・海洋部 → 気象庁 

  ＜ファイル(ＰＤＦ・ＰＮＧ)形式＞ 
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   ＰＤＦ・ＰＮＧ内に記載されている発信官署名を以下のとおり変更します。な

お、ＰＤＦ・ＰＮＧのファイル名には変更はありません。 

   ○気象庁予報部      → 気象庁 

   ○気象庁地震火山部    → 気象庁 

   ○気象庁地球環境・海洋部 → 気象庁 

 

②「土砂災害警戒情報」及び「指定河川洪水予報」の個々の担当部署と問合せ先に

ついて以下のとおり変更を行います。 

＜電文形式（ＸＭＬ形式）＞ 

   「Office type=”気象庁”」における「Name」タグの中を以下のとおり変更し

ます。 

   ○気象庁予報部      → 気象庁 

   「ContactInfo」タグの中を以下のとおり変更します。 

   ○気象庁予報部予報課      → 気象庁大気海洋部予報課 

  ＜ファイル(ＰＤＦ・ＰＮＧ)形式＞ 

   ＰＤＦ・ＰＮＧ内に記載されている問合せ先を以下のとおり変更します。なお、

ＰＤＦ・ＰＮＧのファイル名には変更はありません。 

   ○気象庁予報部予報課      → 気象庁大気海洋部予報課 

 

【改訂履歴】 
○令和 2 年 8 月 25 日 

別表１に GSM ガイダンス（地点形式）、MSM ガイダンス（地点形式）及び MEPS ガイダン

ス（地点形式）を追加 
○令和 2 年 9 月 10 日 

「3.変更点」に、「ContactInfo」についての変更内容を追加 
○令和 2 年 9 月 18 日 

「3.変更点」に、「Office type」の「Name」についての変更内容を追加 
別表１に短期予報解説資料及び週間天気予報解説資料を追加  
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○組織再編に伴う変更対象電文・ファイル（令和２年 10 月１日変更分） 

 

プロダクト名 電文・ファイル名

GSMガイダンス（地点形式） Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_GSM_GUID_Rjp_P-all_FH03-84_JRpoint_Toorg_plain.xml.gz

MSMガイダンス（地点形式） Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GUID_Rjp_P-all_FH01-39_JRpoint_Toorg_plain.xml.gz

MSMガイダンス（地点形式） Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MSM_GUID_Rjp_P-all_FH01-51_JRpoint_Toorg_plain.xml.gz

MEPSガイダンス（地点形式） Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_MEPS_GUID_Rjp_P-all_FH01-39_JRpoint_Toorg_EM@@_plain.xml.gz

地上実況図 VZSA50

アジア太平洋地上実況図 VZSA60

地上24時間予想図 VZSF50

アジア太平洋海上悪天24時間予想図 VZSF60

地上48時間予想図 VZSF51

アジア太平洋海上悪天48時間予想図 VZSF61

土砂災害警戒情報 Z__C_RJTD_yyyymoddhhmiss_INF_CHT_Jdosha_RP###_comp.pdf, VXWW50

指定河川洪水予報
VXKOii (ii=50-89),
Z__J_CCCC_yyyyMMddhhmmss_MET_INF_Jkouzui_RR##########_RK##_T##_NJ###@@@_imag
e.pdf

府県潮位情報（図） Z__J_JPTK_*_TID_INF_Jfchoui_NJ*_image.pdf

地方海上警報 VPCU50

地方海上警報 VPCU51

地方海上予報 VPCY51

地方海上予報 VPCY51

全般潮位情報 VMCJ50

地方潮位情報 VMCJ51

府県潮位情報 VMCJ52

全般台風情報（総合情報、上陸等情報） VPTI50

全般台風情報（位置、発生情報）、発達する熱帯
低気圧に関する情報

VPTI51

全般台風情報（位置詳細） VPTI52

台風解析・予報情報電文（新形式） VPTWii (ii=40-45)

台風解析・予報情報（延長予報）電文（新形式） VPTWii (ii=50-55)

台風解析・予報情報（延長予報）電文（新形式） VPTWii (ii=60-65)

全般海上警報（定時） VPZU50

全般海上警報（定時） VPZU52

全般海上警報（臨時） VPZU51

全般海上警報（臨時） VPZU53

全般気象情報（図） Z__J_RJTD_*_MET_INF_Jzenkoku_NJ*_image.pdf

府県気象情報（図） Z__J_JPTK_*_MET_INF_Jfuken_NJ*_image.pdf

地方気象情報（図） Z__J_JPTK_*_MET_INF_Jchihou_NJ*_image.pdf

警報注意報（表形式） Z__J_JPTK_*_MET_INF_Jwarn00_NJ*_image.pdf

気象特別警報・警報・注意報 VPWW50

気象特別警報・警報・注意報 VPWW53

気象特別警報・警報・注意報 VPWW54

全般気象情報 VPZJ50

地方気象情報 VPCJ50

府県気象情報 VPFJ50

天気概況 VPFG50

府県天気予報、地域時系列予報 VPFD50

府県天気予報、地域時系列予報 VPFD51

全般週間天気予報 VPZW50

地方週間天気予報 VPCW50

府県週間天気予報 VPFW50

スモッグ気象情報 VPSG50

全般スモッグ気象情報 VPZS50

地方高温注意情報 VPCT50

府県高温注意情報 VPFT50

気象特別警報報知 VPNO50

警報級の可能性（明日まで） VPFD60

警報級の可能性（明後日以降） VPFW60

全般・地方季節予報XML電文 VPZK50, VPCK50

全般・地方2週間気温予報XML電文 VPZK70, VPCK70

早期天候情報XML電文 VPAW51

短期予報解説資料 Z__C_RJTD_*_MET_INF_JCItkaisetu_image.pdf

週間天気予報解説資料 Z__C_RJTD_*_MET_INF_JCIskaisetu_image.pdf

2週間気温予報解説資料 Z__C_RJTD_*_MET_CHT_JCIfcxx91_image.pdf

全般季節予報支援資料（1か月予報） Z__C_RJTD_*_MET_CHT_JCIfcxx92_image.pdf

全般季節予報支援資料（3か月予報） Z__C_RJTD_*_MET_CHT_JCIfcxx93_image.pdf

全般季節予報支援資料（暖・寒） Z__C_RJTD_*_MET_CHT_JCIfcxx94_image.pdf

火山現象に関する海上警報・海上予報 VFSVii (ii=50-61)

火山に関するお知らせ VZVO40

噴火警報・予報 VFVO50

火山の状況に関する解説情報 VFVO51

噴火に関する火山観測報 VFVO52

噴火速報 VFVO56

海面水温・海流1か月予報資料（予報文）（冒頭符
号：F0XX11）

Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_OCN_CHT_JCIfoxx11_JCP2048x2593_image.png

潮位に関する全般解説資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_TID_CHT_JCIchouikaisetu_image.pdf

波浪に関する全般解説資料 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_WAV_CHT_JCInamikaisetu_image.pdf

別表１ 
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○組織再編に伴う変更対象電文・ファイル（令和２年度末変更分） 

 

プロダクト名 電文・ファイル名
降灰予報（定時） VFVO53
降灰予報（速報） VFVO54
降灰予報（詳細） VFVO55
降灰予報（定時） Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EQV_CHT_JCIashfallr_JRvvvv_Nn_image.pdf
降灰予報（速報） Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EQV_CHT_JCIashfallq_JRvvvv_Nn_image.pdf
降灰予報（詳細） Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EQV_CHT_JCIashfallf_JRvvvv_Nn_image.pdf
火山ガス予報 Z__C_RJTD_yyyyMMddhhmmss_EQV_INF_JCIvolgasf_JRvvvv_Nn_image.pdf

別表２ 


