MOBILARM V100

新世代落水者
救助システムの紹介

Mobilarm V100 VPIRB は、落水事故において、迅速かつ効率的に
救助活動を行うための商業海事専用の完全自動化の海上遭難者
発見システムです。
V100 は、落水者の遭難コールを自動的に発信して、落水者の船
舶はもちろん、受信海域内の VHF DSC や VHF 無線を装備し
たすべての船舶に重要な海上追跡データを提供する、初めての
GPS 対応装置です。

参考海共ＷＧ３－１

当社の製品哲学、
それは簡潔です…
落水遭難時の人命を救助する新しい革新的なテクノロジ
を開発して、商業海事関連の海上の安全性を高めます。

海上無線技術
1900 年代当初から、無線は数万人の命を助け、海上捜索、救難の重要な要素になっています。1999 年に
導入された GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) は、海上無線遭難チャンネルを人間
が監視しなくてもよいデータ信号技術、DSC (Digital Selective Calling) を採用して、海上無線送信を自動
化しました。

DSC 技術の採用
すべての DSC メッセージには、発信局の ID、優先順位、送信目的が自動的に表示されます。DSC メッセ
ージは、同時に複数のステーションに送信できます。落水事故における生存の可能性は、落水してから救
助されるまでの時間に直接関係しているという見方が一般的です。陸上の SAR (捜索救助) 当局や、遭難
船や遭難者の間近にいる船舶にすみやかに警報を送信すれば、時間を無駄にすることなく SAR 活動の
支援に参加できます。

命を救う VPIRBS
Mobilarm V100 VPIRB は、乗員の誰かが落水すると、VHF DSC 音声と VHF 音声で、当事者である船舶に
警報を送り、迅速に効果的な救助活動を行うことを目的として開発されました。

MOBILARM V100 VPIRB –
海上ではほかに類のない救難装置
Mobilarm V100 VPIRB のように船員を守る製品は今日の市場にはありません。
このユニークな装置
は、落水 (MOB) 事故で海上における船員の二次安全環境を提供する MSLS (Marine Survivor Locating System、海上遭難者発見システム) です。
V100 VPIRB の着用者の落水を検出すると、V100 VPIRB は落水者 “メーデー” 警報を自動的に送信
します。GPS 座標が取得できると V100 VPIRB は 遭難した船員の乗船も含む付近のすべての船舶
と、圏内の陸上の VHF 受信者に VHF 音声メッセージと VHF DSC (Digital Selective Calling、
デジタ
ル選択コール) も送信します。
メッセージは落水遭難者 (MOB) が救助されて、装置の電源が切られる
まで一定間隔で発信されます。
パーソナル EPIRB など、通常の海上救難無線位置出しビーコンの場合、監督機関からの規制により、
信号は手動で送信しなければなりません。
しかし、負傷した落水遭難者 (MOB) や意識を失っている
落水遭難者 (MOB) にとっては、
そのような動作が難しかったり、
できない場合があります。パーソナ
ル EPIRB は、遠隔地の陸上地点に非常信号を発信しますが、
これでは落水遭難者 (MOB) が救助さ
れるまでに無駄に時間がかかり、助かる可能性が大幅に減ることにもなります。
V100 は、落水 (MOB) 事故が発生した船舶にただちに信号を送り、落水者 (MOB) の救助に最適な場
所にいる船員に警戒態勢を取らせるので、最短時間で救助を展開できます。

VPIRB 遭難コールを受信できるのは?
Mobilarm V100 VPIRB は、VHF DSC 音声と VHF 音声で、付近のすべて船舶と、圏内の陸上の VHF
受信者に遭難コールを送信します。すべての海上捜索、救助当局、
そして商船やほとんどのレジャー用
船舶は VHF DSC 無線または VHF 無線を装備しています。
そのため、遭難コールは、英語による音声
とデータメッセージの両方をさまざまな船舶や救難隊員が受信できます。
信する
信す
する
VHF DSC や VHF の音声遭難コールを受信する
と、船舶の船長や受信基地は規定の確認手続きと
手続き
手続きと
きと
応答手続きをとることになっています。

V100 VPIRB
の操作
テスト ボタン

フレキシブル アンテナ

アンテナ スロット

ストロボ ライト/LED

スリーブ ロック ボタン

起動準備スイッチ

起動スリーブ
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V100 が水に浸かったことを検出すると、V100 は自動的に送信を開始し、最適な
状態で動作できるように、ピエゾ素子が警報を鳴らして、落水者 (MOB) にフレ
キシブル アンテナの伸張を促します。
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ARMED (起動準備) ポジションから V100 を起動

2 個のスリーブ ロック ボタンを同時に押して、起動スリーブを ON ポジシ
ョンまで下げます。
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誤って水に浸けてしまったときは、起動準備スイッチを OFF ポジションに戻せば
起動した V100 を停止できます。起動準備スイッチを ARMED (起動準備) ポジシ
ョンまで下げれば、再び起動準備状態になります。
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起動準備スイッチを ARMED (起動準備) ポジションまで下げます。
これで、V100
を使用できる状態になります。水に浸かると V100 は自動的に起動します。
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1 V100 の起動準備
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V100 がスタンバイにセットされていなくても、OFF ポジションから手動で
起動すれば、落水者遭難コールと GPS 座標を発信することができます。
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3 OFF ポジションから V100 を起動
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アンテナを伸ばすと、落水者遭難コールと GPS 座標の有効圏内が広がります。

ᚪ
3

2 個のスリーブ ロック ボタンを同時に押して、起動スリーブを ON ポジショ
ンまで下げます。
フレキシブル アンテナが伸びて、20 秒後に送信が開始し
ます。
このとき、起動スリーブを元のポジションに戻せば警報を取り消すこ
とができます。
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V100 の電源切断または起動準備停止
装置横の 2 個のスリーブ ロック ボタンを同時に押して、起動スリーブを
OFF ポジションまで上げます。
この操作で、
スタンバイ スイッチも上がります。
アンテナをアンテナ スロッ
トにたたみ込みます。

5 V100 のテスト

V100 には、GPS 信号の受信機能と無線機能のチェック用に 2 つのテスト機能があります。
テストの実施方法の詳細については、
『Mobilarm V100 VPIRB User Manual』を参照してください 。

V100 の装着
Mobilarm V100 VPIRB は、
そのデザイン、サイズ、重量のお
かげで、ベルト、
ライフ ジャケットやハーネスにクリップで、
楽に留めることができ、
またポケットに入れて運ぶこともで
きます。

MOBILARM V100 VPIRB の仕組み
Mobilarm V100 VPIRB は、装置が水に浸かると
「スタンバイ」ポジションから自動的に
起動します。
スリーブのスライドにより、手動でも起動できます。
V100 のストロボ ライトが点滅を開始し、ピエゾ警報が少しの間鳴って LED が点灯し
て、装置が起動したことを遭難者に知らせます。
古い警報技術では固有の位置決め情報や識別情報を送信できませんでした
が、Mobilarm V100 VPIRB は警報と 落水者 (MOB) の正確な GPS 座標を発信
します。
これは、独自のユーザープログラマブル MMSI (Maritime Mobile Service
Identity) によるもので、MOB の識別情報を付近の全船舶と捜索隊員や救難隊員
に伝えます。
Mobilarm V100 VPIRB は、VHF DSC (チャンネル 70) と標準 VHF 無線 (チ
ャンネル 16) により、合成音声と DSC データ メッセージ フォーマットの
両方で、初期“メーデー – 落水者” 警報を自動的に発信して、遭難した
船員の乗船と落水 (MOB) 事故の発生海域の他の船舶に警報を伝え
ます。通常 30 秒未満で GPS は座標ロックしますが、
ロックすると経
緯座標とともに遭難信号を再び発信します。
この発信動作は、一
定間隔で繰り返され、落水者 (MOB) の最新位置を知らせます。
発信は、装置が停止するか、バッテリの電圧レベル低下が検
出されるまで繰り返されます。その後はストロボ ライトの
みの動作になります。V100 バッテリは、通常の動作
条件で 18 時間以上、発信電源として機能します。
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海上安全に対する明確な取り組み...
当社は、商業海事関係の雇用者には、従事者を守
る上でベスト プラクティスに忠実でなければな
らないという責任があることを承知していま
す。Mobilarm V100 VPIRB を厳しい作業環
境にある船員に携帯してもらうことで、
船員の安全を最も重要と考える雇用者
の姿勢を表すことができます。Mobilarm
V100 VPIRB は、落水者の捜索と救助を大
きく前進させる実用的な人命救助装置とし
て、雇用する全船員に安全な職場と安心感を
もたらします。

MOBILARM V100

技術仕様
全般

の特徴
Mobilarm V100 VPIRB は、基本的な安
全性と携帯機能を備えた装置で、いくつ
かの方法で装着できます。手のひらサイ
ズの装置は苛酷な海上環境でも使用で
きるように設計されており、完璧な防水
性を備え、直立した状態で浮くことがで
きます。Mobilarm V100 VPIRB は、LED
ステータス インジケータ、ピエゾ サウン
ダ、SOLAS ライフ ジャケット仕様準拠の
感光ストロボ ライトを備えています。

• Mobilarm V100 VPIRB は、すべての機能が正常に働いていること
を確認できるテスト機能を備えており、非常時の装置の確実な動
作を保証します。
• Mobilarm V100 VPIRB は、高い費用効率を備え、あらゆる海事関
係者、あるいはあらゆる種類の船舶に利用できます。登録内容は簡
単にアップデートでき、Mobilarm V100 VPIRB の汎用性を高めて
います。

• V100 は地域限定で遭難信号を発信するため、他の形式の PLB
(Personal Locator Beacons) で発信されるような偽警報も少なく、
偽警報による捜索機関や救助機関への要請も減らすことができま
す。そのため、重要な捜索能力や救助能力が絶対に必要とされる
海上安全対策に適用できます。

-30°〜+70°C (-22°〜+158°F)

寸法

12 x 8.3 x 3cm (4.72 x 3.27 x 1.18in)
180g (6.35oz)

ケース

耐衝撃、耐水深度 10m (33ft)

耐久性

IEC 標準 60945 でテスト済み

環境耐性

IP68

取り付け装置のオプション

ベルト、ハーネス、救命浮力装置のアタッチメントを含む。

コンパス安全距離

IEC 60945 安全距離テストに従って、装置起動前の低 EMF をテスト済み (最終テスト待ち)

浮力

プラス浮力

警報半径

海上の状況と受信アンテナ高によって、2〜10 海里の範囲

限定保証

2 年 (オプションで 3 年の延長保証あり)

自動起動

浸漬後 5 秒後に水検出ターミナルにより浸漬を検出し、完全起動まで 20 秒の発信遅延あり。

手動起動

スイッチ起動後 20 秒の発信遅延あり。

起動準備スイッチ

2 ポジション:ARMED、OFF

起動スリーブ

手動起動とアンテナの伸張

LED ステータス:
照明なし。

VPIRB が OFF、
または ARMED で停止

オレンジ点滅

5 秒未満で浸漬を検出して VPIRB が 警告 モード。20 秒間または手動で起動するまで毎秒点滅

オレンジ/緑点滅

VPIRB が ON で、保留のサテライトが確定し、信号に埋め込み位置データなしでメーデーを発信。サテライト確定まで、2 色交互に毎秒点滅

緑点滅

VPIRB が ON で、サテライト確定がロックし、信号に埋め込み位置データとともにメーデーを発信。サテライト確定まで、毎秒点滅

赤点滅

バッテリ電圧低下の警告として毎秒点滅

ストロボ/ピエゾ ステータス:

• 遭難信号送信用に標準 VHF チャンネ
ルを使用 (DSC 海洋帯域チャンネル 70
と VHF 海上音声帯域チャンネル 16)

ストロボ タイミング

WARNING モード、ON モード、および LOW POWER モードでは、毎秒点滅

ピエゾ サウンディング

WARNING モードと ON モードでは 1 kHz 発信音を毎秒発音。LOW POWER モードでは発音なし。

GPS レシーバ

• 独自のユーザー プログラマブル MMSI
(Maritime Mobile Service Identity) 技術
の採用により、落水者 (MOB) の一意の
識別情報を圏内の全船舶のほか、捜索
隊員や救難隊員に伝えます。

GPS レシーバ型式

24 チャンネル パラレル

TTFF (Time to First Fix)

通常、30 秒以内

後続の GPS 確定

30 分間 5 分ごと (計 6 回)。その後、装置の電源を切るか、バッテリ寿命が切れるまで 10 分ごと

VHF トランスミッタ パッケージ
DSC トランスミッタ:
RF 発信周波数 (GMDSS 指定)

VHF DSC チャンネル 70: 156.525 MHz

MMSI 番号

ユーザー プログラマブル

DSC メッセージ フォーマット

遭難種別の表示: “落水事故”

VHF DSC ボー レート

1200 ビット/秒

• 垂直偏波の VHF アンテナ

初期 DSC 警報

システム起動後 20 秒

後続の DSC 警報

30 分間 5 分ごと (計 6 回)。その後、ビーコンの電源が切れるか、バッテリ寿命が切れるまで 10 分ごと

• 装置エンクロージャ内のらせん方式
GPS アンテナ

最初の DSC GPS データ警報の送信

30 秒以内

• 通常の使用条件下でバッテリ寿命 18
時間以上、バッテリ シェルフの寿命は
10 年

無線電話音声トランスミッタ:

後続の VHF 音声警報

30 分間 5 分ごと (計 6 回)。その後、ビーコンの電源が切れるか、バッテリ寿命が切れるまで 10 分ごと

合衆国

FCC、USCG、RTCM、ATEX

オーストラリア

C 、ACMA RC/4、IEC2/ATEX、AMSA

ヨーロッパ

CE、IEC2/ATEX、WEEE

準拠

• 動作ステータスと GPS サテライト ロ
ックの視覚表示、および VHF 無線送
信の視覚表示と音声表示

• 安全設計の強化 – スパークや過熱状
態の発生しない構造を採用。
ちりや湿
気の影響や侵入を防ぐ材料を採用

VHF 音声チャンネル 16:156.8 MHz (または地域当局の必要に応じてその他周波数)
30 秒以内

認定 (申請中)

• 装置のスタンバイ、手動起動、電源切
断用のスライド スイッチとスリーブ

• ATEX 標準準拠の設計 (認定申請中)
– 通常条件下で発生するスパークや
熱的効果によるガスや蒸気の発火を
防止

RF 発信周波数 (GMDSS 指定)
最初の VHF 音声 GPS データ警報の送信

準拠と認定
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• Mobilarm V100 VPIRB は、苛酷な海洋環境で何年も使用できるよ
うに、すべて寿命 10 年のバッテリ シェルフを備えています。

-20°〜+55°C (-4°〜+131°F)

保管温度

操作装置:

• 合成会話音声と DSC フォーマット
FSK データ トーンを受信する狭帯
域 FM トランスミッタを搭載した海洋
VHF トランスミッタ パッケージ

• 経費のかかる受信基地局、121.5 MHz 指向性位置出し装置、あ
るいはサテライト タイム レンタルは不用です。Mobilarm V100
VPIRB は既存の業界標準 VHF 海上無線ネットワークと VHF DSC
互換装置を使用し、正確な GPS 座標を自動的に発信します。

10 年

動作温度

起動時間:

• VHF 音声チャンネルと VHF DSC デ
ータ チャンネルで位置出し情報を提
供する統合 24 チャンネル パラレル
GPS レシーバ

• 落水 (MOB) 事故が発生すれば警報が知らせてくれることがわ
かっているので船長も安心です。

+20°C 時のバッテリ シェルフ寿命

制御と動作

• 内部フラッシュ メモリで初期化さ
れ、GPS レシーバの電源を入れてサ
テライト ロックを起動する CPU

Mobilarm V100 VPIRB によって落水者 (MOB) を発見できない
事例が減り、救難成功率が向上し、落水事故による死亡数も減っ
て、商業海事分野における安全性の見方が根本的に変わります。

高出力、高安定性リチウム/二酸化マンガン (Li/MnO2)
-10°C (14°F) 時に 18 時間以上。温度上昇とともに使用可能時間の延長あり。

重量

その他の特徴:

個々の特長について…

バッテリ タイプ
バッテリ寿命

2

VHF DSC

ITU-R M. 493-11 と ITU-R M. 451-9 準拠の設計

ストロボ ライト (申請中)

USCG SOLAS ライフジャケット ライト要件

GPS

IEC 標準 61108-1 準拠

ITU 推奨 ITU-R M、493-11 準拠
IEC 標準 61108-1 と 60945

注
Mobilarm V100 VPIRB は、最後の手段として起動すべき非常救難発信装置です。誤まった使用や虚偽にもとづく起動は違法な無
責任な行為であり、訴訟や処罰の対象になることがあります。
100% 安全な装置や、非常時の救助を 100% 保証してくれる装置はありません。Mobilarm V100 VPIRB を起動すると、VHF DSC
無線や VHF 無線を装備した船舶や圏内の局に VHF DSC 無線と VHF 無線で、遭難警報を発信しますが、遭難信号を確認して応
答するには、受信側の人間とのやりとりが必要です。サテライト GPS ロックと海上追跡の動作は、サテライト システムの受信可能
範囲と緊急信号の受信時間と場所に依存します。実際の時間と救難が成功するかどうかは、以上の要因次第であるため、Mobilarm
の責任の対象外となります。
本書で使用した画像はあくまで説明を目的としたものであり、実際の製品のデザインや色は異なる場合があります。製品の機能や
仕様はいずれも予告なく変更されることがあります。無断複写、転載を禁じます。©Mobilarm Ltd 2008、CMV02/0408

www.mobilarm.com

MOBILARM V100 VPIRB

⋡ᰴ

㗡ሼ⺆৻ⷩ...................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

ᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ⵝ⟎
- ࡕࡆࡓ V100 VPIRB -

1

ᐨᢥ.....................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2

ⷐ.....................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3

ో⇇⊛ߥᶏㆣ㔍ోࠪࠬ࠹ࡓ (GMDSS)........................................................................... 6

4

࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯ (DSC) ............................................................................................................. 11

5

ᶏㆣ㔍⠪ᜰ␜ⵝ⟎ (MSLD)....................................................................................................... 17

6

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB.............................................................................................................. 20

7

ᛛⴚ᭽..................................................................................................................................... 30

ઃዻᢥᦠ A – ෳ⠨⾗ᢱ ........................................................................................................................ 33
ઃዻᢥᦠ B – ᛛⴚ᭽ ........................................................................................................................ 35
ઃዻᢥᦠ C – ‛ℂ⊛߅ࠃ߮᳇⠴ਭᕈⷐઙ .................................................................................... 39

2

MOBILARM V100 VPIRB

MOBILARM V100 VPIRB

㗡ሼ⺆৻ⷩ
ACMA
(Australian Communications and Media Authority)
AMSA(Australian Maritime Safety Authority)
DSC(Digital Selective Calling)

EPIRB
(Emergency Position Indicating Radio Beacon)
FCC(US Federal Communications Commission)

GMDSS

1

ߎߩᢥᦠߪޔᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ⵝ⟎(MSLD) ࡓࡆࡕޔV100 VPIRB ࠍ⺑ߔࠆ
߽ߩߢࠆޕ

ࠝࠬ࠻ࠕㅢାࡔ࠺ࠖࠕዪ
ࠝࠬ࠻ࠕᶏዪ
࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯ㒽́ᶏή✢ࠪ
ࠬ࠹ࡓߢߒࠍ⥄േൻߔࠆᛛⴚ
㕖Ᏹ↪⟎ᜰ␜ή✢ᮡ⼂ⵝ⟎
☨ㅪ㇌ㅢାᆔຬળ
ో⇇⊛ߥᶏㆣ㔍ోࠪࠬ࠹ࡓ

(Global Maritime Distress and Safety System)

GRT
(Gross registered tonnes㧕
IEC(International Electrotechnical Commission)
IMO(International Maritime Organization)
ITU(International Telecommunications Union)

kHz
MHz
MAYDAY
MID(Maritime Identification Digits)
MMSI(Maritime Mobile Service Identity)
MOB(Man Overboard)
MRCC(Maritime Rescue Coordination Centre)
MSLD(Maritime Survivor Locating Device)
MSLS(Maritime Survivor Locating System)
PLB(Personal Locator Beacon)

RCC(Rescue Coordination Centre)
RTCM

ᐨᢥ

✚⊓㍳࠻ࡦᢙ́⦁⥾ߩᄢ߈ߐࠍߔ
ᴺቯන
࿖㓙㔚᳇ᮡḰળ⼏
࿖㓙ᶏᯏ㑐
࿖㓙㔚᳇ㅢାㅪว
ࠠࡠࡋ࡞࠷́ή✢ᵄᢙߩන
(1000 ࡋ࡞࠷)
ࡔࠟࡋ࡞࠷́ή✢ᵄᢙߩන (100
ਁࡋ࡞࠷)
ࡔ࠺́㖸ჿㆣ㔍✕ᕆࡔ࠶ࠫ
ࠍ␜ߔή✢ኾ㐷↪⺆
ᶏ⼂ᢙሼ
ᶏ⒖േᬺോ⼂́DSC ⼂⇟ภ
⪭᳓⠪⊒↢
ᶏᢇഥ⺞ᢛࡦ࠲
ᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ⵝ⟎
ᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ࠪࠬ࠹ࡓ
៤Ꮺ↪ᢇή✢ᯏ́ዊဳߩ៤Ꮺ↪
⟎ᜰ␜ή✢ᮡ⼂ߢޔㅢᏱޔᝡ⚝ᢇഥⴡ
ᤊࠪࠬ࠹ࡓ㨬ࠦࠬࡄࠬࠨࠨ࠶࠻㨭ࠍ
ߒߡ 121.5 ߅ࠃ߮/߹ߚߪ 406 MHz
ߢേߔࠆ
ᢇഥ⺞ᢛࡦ࠲
ᶏή✢ᛛⴚຬળ

ߎߩᢥᦠߪޔ⇇ฦ࿖ߩႎᯏ㑐ޔᐭޔᶏ⸠✵ޔᶏߦ߅ߌࠆᴺ⊛ᯏ㑐ߩ
ߚߩ⋉ߥ⾗ᢱߣߒߡᚑߐࠇߚޕ
ߎߩᢥᦠߪోޔ⇇⊛ߥᶏㆣ㔍ోࠪࠬ࠹ࡓ㧔GMDSS㧕ߩ⢛᥊߆ࠄᆎ߹ࠆ⛯ޕ
ߡή✢ㆣ㔍⼊ႎ́࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯ(DSC)ࠍ⥄േൻߔࠆ GMDSS ᛛⴚߩ⚦ࠍ⺑
ߔࠆޕ
᭽ ߥޘMSLD ߅ࠃ߮ EPIRB ᛛⴚ ࠍ⏕ߩߘޔὐਇὐࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
േࡄࡔ࠲ ߡߒߦ߁ࠃߩߤߚ߹ޔGMDSS ߩ᭴ㅧ߿࿖㓙ᶏή✢ㅢାⷙᩰߩᨒ⚵
ߦ⚵ߺㄟ߹ࠇߚ߆ࠍ ࡓࡆࡕޔV100 VPIRB ߟߡߩ⚦ࠍ⺑ߔࠆޕ

(Radio Technical Commission for Maritime Services)
SAR(Search and Rescue)

ᝡ⚝ᢇഥ
ᶏߦ߅ߌࠆੱߩోߩߚߩ࿖
(International Convention for the Safety of Life At 㓙᧦⚂́࿖㓙⥶ᶏਛߩ 300 ✚⊓㍳࠻
Sea)
ࡦએߩ⦁⥾ߦㆡ↪ߐࠇࠆ

SOLAS

USCG (US Coast Guard)
VHF(Very High Frequency)
VPIRB

☨࿖ᴪጯ⼊㓌
⍴ᵄ́ή✢Ꮺၞ 30㨪300MHz.
VHF 㕖Ᏹ↪⟎ᜰ␜ή✢ᮡ⼂ⵝ⟎

(VHF Emergency Position Indicating Radio Beacon)
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3

ోޟ⇇⊛ߥᶏㆣ㔍ోࠪࠬ࠹ࡓ(ޠGMDSS)ߪ 1999 ᐕߦዉߐࠇߚޕGMDSS
߇࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯ(DSC)ߣ߫ࠇࠆᛛⴚࠍ↪ߚߎߣߦࠃࠅᶏή✢ߒ߇⥄േ
ൻߐࠇߚޕ
DSC ߪ࠺࠲ାภࠍ↪ߡߒߩㅍฃାࠍ⥄േൻߔࠆ߮ߒࠪࠬ࠹ࡓߢࠆޕ
DSC ㅢାߪ⥄േ⊛ߦㅍାዪࠍ․ቯߒޔߒߩ⋡⊛߅ࠃ߮ఝవᐲࠍ␜ߔࠆޕDSC
ή✢ߦߪߘࠇߙࠇ៤Ꮺ㔚ߩࠃ߁ߥઁή✢ࠍ߮ߔߚߩߩ⇟ภ߇ࠆ߆ߒޕ
ߒޔ៤Ꮺ㔚ߣߪ㆑ޔDSC ࠍ↪ࠇ߫ޔᛛ჻ߪㅢା▸࿐ౝߦࠆోߡߩઁή✢ߦ

ኻߒหᤨߦߒࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

៤Ꮺ↪✕ᕆ⟎ᜰ␜ή✢ᮡ⼂(EPIRB)ߦࠃࠅߩߎޔᐕ߽ߩ㑆ޔජੱ߽ߩ߇ᢇࠊ
ࠇߚޔߒ߆ߒޕEPIRB ߪᴪጯߩࠗࡦࡈߦㅢାಣℂࠍ㗬ࠅߩߘޔᓟߢㆣ㔍⠪ߩㄭߊߩ
⦁⥾ߦ⼊ႎࠍਛ⛮ߔࠆ߽ߩߢࠆޕEPIRB ߩ⟎ߦࠃߞߡߪޔᢙᤨ㑆ߩㆃࠇࠍ↢ߓࠆ
ߎߣ߽ࠅ߁ࠆޕ
ᄙߊߩ㨬ੱ߇⪭᳓ߒߚ㨭⁁ᴫߢߪޔᲣ⦁߇ᦨㆡߥ⟎ߦߡㄦㅦߥኻᔕࠍߣࠆޕૐ᷷

3.1

ో⇇⊛ߥᶏㆣ㔍ోࠪࠬ࠹ࡓ(GMDSS)
⢛᥊

࠲ࠗ࠲࠾࠶ࠢภߩᤨઍએ᧪ޔή✢ᛛⴚߪජ߽ߩੱᢇഥߦ⽸₂ߒޔᶏߩᝡ⚝ᢇ
(SAR)ߦ߅ߡਥⷐߥᓎഀࠍᜂߞߚޕ
1999 ᐕߦ GMDSS ߇ዉߐࠇࠆ೨ߦߪޔᶏ⦁⥾ߦⵝߐࠇߡߚᶏή✢ⵝ⟎ߪ
ᦨૐᜰቯ▸࿐ 150 ᶏ㉿ࠍ߃ࠆᶏၞߢᬺോࠍⷐ᳞ߐࠇߡߚޕ
ߎࠇߪߪ⥾⦁ޔㅢᏱࠃߊࠊࠇߡࠆ⥶〝ࠍㅢߞߡ߅ࠅޔㆣ㔍ࠍฃାߔࠆߚߦޔ
ᶏߦߪචಽߥ⦁⥾߇ߚ߹ޔᴪጯߦߪㅢାዪ߇⇇ਛߦᢔߒߡࠆߣ߁೨ឭ(ℂ↱
߇ߥࠊߌߢߪߥ)ߦၮߠߊ߽ߩߢߞߚ߇⥾⦁ߒ߽ޔߒ߆ߒޕㅢᏱߩ⥶〝ᄖࠍㅢ
ߞߚࠅޔᄢ⥄ὼߩ⁴ᆭߦࠃߞߡᕆỗߦᴉᴚߒߚࠅߔࠇ߫ߩ⥾⦁ߩߎޔㆣ㔍⼊ႎߪዯ߆
ߥ߆߽⍮ࠇߥޕ
ᄙߊߩ⦁⥾ߪㆣ㔍ାภࠍ⊒ାߔࠆߎߣߥߊᶏᐩߦᴉࠎߢߒ߹ߞߚ́ㅢଶ⊛ߦ߃߫ޔ
〔ޟᒻ߽ߥߊᴉࠎߢߒ߹ߞߚޕޠ

∝ߩߚߦ⪭ޔ᳓ߒߡᢙಽߢᗧ⼂ࠍᄬ߁ߎߣߩࠆ㜞✲ᐲߩᶏၞߢߪ․ߦߎߩࠃ߁ߥ
ኻᔕ߇ߣࠄࠇࠆޕ

1970 ᐕઍᓟඨޔ࿖㓙ᶏᯏ᭴(IMO)ߪᓥ᧪ߩᶏㆣ㔍ࠪࠬ࠹ࡓߩᰳ㒱ࠍᾫ⠨ߒߚޕ

ᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ⵝ⟎(MSLD)ߪ⍴〒㔌ή✢ᮡ⼂ߣߒߡ⦁ߦ․ޔຬߩ㧝ੱࠍᄬߞߚ
Უ⦁ߦ⼊ႎࠍ⊒ାߔࠆࠃ߁ߦ⸳⸘ߐࠇߚޕ

1979 ᐕߩ IMO ✚ળߦ߅ߡޔᶏߩోᕈะߩߚ ⊛❱⚵ޔSAR ࠗࡦࡈߣߣ
߽ߦᣂߚߥో⇇⊛ߥㆣ㔍ߣోߩࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴▽ߔߴ߈ߣߩቯࠍਅߒߚޕᣂߒ
ࠪࠬ࠹ࡓߪᦨᣂߩᛛⴚ㐿⊒ࠍ㚟ߔࠆ߽ߩߣߐࠇߚޕ

DSC ߪᲣ⦁ߣㄝߩ DSC ࠍⵝߒߚ⦁⥾ోߡߦ⼊ႎࠍ⊒ାߔࠆߚޔMSLD ߦߪ㕖
Ᏹߦㆡߒߚᛛⴚߢࠆޕ

ߘ߁ߒߡ↢߹ࠇߚߩ߇ోޟ⇇⊛ߥᶏㆣ㔍ోࠪࠬ࠹ࡓ(GMDSS)ޕࠆߢޠ

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߪ GPS ฃାᯏࠍౝ⬿ߒߡ߅ࠅޔ
VHF DSC ߣวᚑή✢㔚(㖸
ჿ)⊒ାᯏࠍ↪ޔㅢା▸࿐ౝߩోߡߩ⦁⦈߿ㅢାዪߦ GPS ⟎ࠍ⊒ାߔࠆߪࠇߎޕ
⇇ೋߢࠆޕ
ή✢ᮡ⼂ߦߪߘࠇߙࠇ࿕ߩ⼂⇟ภ߇ࠅߚ߹ޔ᳓ਛߩㆣ㔍⠪ࠍⷞⷡ⊛ߦ⺃ዉߔࠆ
ࠬ࠻ࡠࡏࠗ࠻߽ⵝߐࠇߡࠆޕ
ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߪ᳓ߣߩធ⸅ߢ⥄േ⊛ߦേߔࠆ߆ߪߊߒ߽ޔᚻേߢേߐ
ߖࠆ ࡓࡆࡕޕV100 VPIRB ߩ⼊๔▸࿐ߪᮡḰ⊛ߥዊဳ⦁߆ࠄߩ႐ว߅ࠃߘ 2 ᶏ㉿
⒟ᐲߣߥࠆࠅࠃޕ㜞⟎ߦࠕࡦ࠹࠽߇ࠆᄢဳߩ⦁⥾߿ᴪጯߩㅢାዪߩ႐วࠅࠃޔ
ᐢ▸࿐ߩㆣ㔍ାภࠍฃାߔࠆޕ
ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߪޔ㑐ㅪߔࠆోߡߩ࿖㓙߅ࠃ߮ࠝࠬ࠻ࠕ࿖ౝߩᶏή
✢ⷙᩰࠍㆩߔࠆޕ

5

GMDSS ߇⸳⸘ߐࠇߚߩߪߩ⥾⦁ߦ․ޔή✢ㆣ㔍⼊ႎᯏ⢻ࠍ⥄േൻߔࠆߚߢޔㆣ㔍
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߩ(ߟ߹ࠅੱ㑆ߩ)ᒛࠅࠍߟߌߡ߅ߊᔅⷐ߇ߥߊߥߞߚޕ
ߎߩࠪࠬ࠹ࡓߩၮᧄᔨߪޔㆣ㔍⠪߿ㆣ㔍⦁ߩߏߊㄭߊߩ⦁⥾ߣห᭽ޔᴪጯߩᝡ⚝ߣ
ᢇ(SAR)ᒰዪߦ߽ㄦㅦߦ⼊ႎ߇⊒ାߔࠆߎߣߢ ⊛❱⚵ޔSAR ᵴേ߳ߩᒰዪߩᡰេࠍ
น⢻ߦߒޔㆃࠇࠍᦨዊ㒢ߦᛥ߃ࠆߎߣߢࠆޕ
หࠪࠬ࠹ࡓߪ߹ߚ✕ޔᕆ߅ࠃ߮ోࡔ࠶ࠫߦࠄߐޔ㨬ᶏోᖱႎ(MSI㧙᳇⽎ㅢ
ႎ⼊ⴕ⥶ޔႎޔSAR ࡔ࠶ࠫ)ޠႎߩ⊒ା߽ⴕ߁ޕ
GMDSS ߩਥⷐߥὐߩ৻ߟߪ߇ࡓ࠹ࠬࠪߩߎޔⴡᤊਔᣇߩޔ᭽ߥޘߩޘή
✢ࠪࠬ࠹ࡓߩⶄวߢࠆߎߣߛޕㆣ㔍ାภߩㅍฃାߪ㐳〒㔌ߢ߽⍴〒㔌ߢ߽ⴕࠊࠇ
ࠆߎߣ߇ࠆޕ
⸒឵߃ࠇ߫ࠆߡߒⴕ⥶ޔᶏၞߦࠃࠄߕ⥄⥾⦁ߩߘޔ߇⥾⦁ߩߡߴߔޔߩߚ߹ޔ
หߓᶏၞߩઁߩ⦁⥾ߩోᕈߦਇนᰳߥߘ߁ߞߚㅢାᯏ⢻ࠍേߐߖࠆߎߣ߇น
⢻ߢࠆޕࠆߢߣߎ߁ߣޔ
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ᔕ↪

GDMSS ߪ㨬ᶏߦ߅ߌࠆੱߩోߩߚߩ࿖㓙᧦⚂(SOLAS ᧦⚂)㨭ߦᓥߦ⥾⦁ޔ
ᔕ↪ߐࠇࠆޕSOLAS ᧦⚂ߩⷙቯߔࠆ⦁⥾ߣߪએਅߢࠆޕ

3.3

GMDSS ߩၮᧄᔨ

3.3.1 ⸳ vs. ᠲⷐ᳞
GMDSS ߣߘࠇએ೨ߩࠪࠬ࠹ࡓߩਥⷐߥ㆑ߪޔGMDSS ࠍタߒߚ⦁⥾ߩή✢ㅢା
⸳߇ߩ⥾⦁ߩߘޔᄢ߈ߐߢߪߥߊޔᬺᶏၞߦࠃߞߡቯߐࠇࠆߎߣߛޕ

࿖㓙⥶ᶏਛߩᬺቴ⦁߅ࠃ߮࿖㓙⥶ᶏਛߩ 300 ✚⊓㍳࠻ࡦએߩ⽻‛⦁
1999 ᐕ 2  1 ᣣޔ⸥ߩ⦁⥾ߦߪ GMDSS ߩⵝ߇⟵ോߣߥߞߚޕ

࿖ౝ⥶ᶏਛߩ⦁⥾ߣᇅᭉ⦁ߩή✢⸳ⷐઙߪߩ⥾⦁ޔ࿖
࿖ᣛ(ߔߥࠊߜ⊓߇⥾⦁ޔ㍳ߐ
ࠇߡࠆ࿖ኅ)ߦࠃࠅቯߐࠇࠆޕ

3.4

GMDSS ߦኻᔕߔࠆ⥶ⴕၞ

GMDSS ߪ᭽ߥޘή✢ࠪࠬ࠹ࡓ߇ࠊࠇߡࠆߚޔឭଏߐࠇࠆᬺോߣߘߩ▸࿐ߦ㑐
ߒߡ⇣ߥߞߚ㒢߇ࠅߩߎޔᣂࠪࠬ࠹ࡓߢߪ⇇ߩᶏᵗࠍ 4 ߟߩᶏၞߦಽߔࠆޕ
A1 ᶏၞ

ᴪጯߦࠆ⍴ᵄ(VHF)ᶏᵗዪߩㅢା▸࿐(20㨪30 ᶏ㉿)

A2 ᶏၞ

ᴪጯߦࠆਛᵄ(MF)ᶏᵗዪߩㅢା▸࿐(A1 ᶏၞࠍ㒰ߊ)(⚂
100㨪150 ᶏ㉿)

A3 ᶏၞ

ࠗࡦࡑ࡞ࠨ࠶࠻ㅢାⴡᤊߩㅢା▸࿐(A1ޔA2 ᶏၞࠍ㒰ߊ㧙ർ
✲ 70 ᐲ߆ࠄධ✲ 70 ᐲ)

A4 ᶏၞ

A1ޔA2ޔA3 એᄖߩᶏၞ(ർᭂධᭂၞ)

ർ✲ 70 ᐲ߆ࠄධ✲ 70 ᐲߩ▸࿐ߢ A1ޔA2 ᶏၞߦᜰቯߐࠇߥᶏၞߪ⥄േ⊛ߦ A3 ᶏ
ၞߦⷙቯߐࠇࠆޕ
3.5

GMDSS ㅢାࠪࠬ࠹ࡓ

GMDSS ߪⴡᤊߣ(ߟ߹ࠅᓥ᧪ߩ)ޔਔᣇߩή✢ࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪ߔࠆޕ
A1 ᶏၞߢߪ⍴〒㔌ή✢ᬺോ߇ᔅⷐ㧙VHF ή✢ߪ࡞࠲ࠫ࠺ޔㆬᛯ(DSC)ࠍ
ㅢߓޔ㖸ჿߣ⥄േㆣ㔍⼊ႎࠍឭଏߔࠆߚߦ↪ࠄࠇࠆޕ
A2 ᶏၞߢߪਛ〒㔌ᬺോ߇ᔅⷐ㧙MF ή✢ߪ㖸ჿߣ DSC ߦ↪ࠄࠇࠆޕ
A3 ߅ࠃ߮ A4 ᶏၞߢߪ㐳〒㔌⼊ႎ߇ᔅⷐ㧙 ⍴ᵄ(HF㧙3㨪30MHz)ߪ⼊ႎߦ↪
ࠄࠇࠆޕ
⸳ⷐઙߪߘߩ⦁⥾߇ขᒁߦะ߆߁ᶏၞⴕ⥶ߪߊߒ߽ޔਛߩᶏၞߦࠃߞߡ⇣ߥࠆޕ

ᓥߞߡޔหߓᶏၞߢᬺߒߡࠇ߫ޔ300 ࠻ࡦߩዊဳ⽻‛⦁߇ 30 ਁ࠻ࡦߩࠝࠗ࡞࠲
ࡦࠞߣหߓ㊂ߩㅢା⸳ࠍタߒߡࠆน⢻ᕈߪචಽߦࠆޕGMDSS એ೨ߩࠪࠬ
࠹ࡓ߆ࠄߩ㘧べ⊛ߥᄌൻߢࠆޕ
7
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GMDSS ߦኻᔕߔࠆᶏၞࠍਅ࿑ߦߔ㧦

࿑ 2 –ᶏၞ

ߒ߆ߒޔ࿑ߢߪ A1 ߆ࠄ A3 ᶏၞ߹ߢ⋥✢⊛ߦ⒖ⴕߔࠆߣቯߒߡࠆߎߣࠍ⇐ᗧ
ߔߴ߈ߢࠆޕᄙߊߩၞߢߪޔA3 ᶏၞߪᶏጯ✢߹ߢᐢ߇ߞߡࠆߥ߁ࠃߩߘޕᶏ
ၞߢᬺോࠍⴕ߁ ࠆߔⴕ⥶ߪߊߒ߽ޔGMDSS ኻᔕߩ⦁⥾ߪޔᓥߞߡޔA3 ᶏၞ↪ߩⵝ
ࠍⷐ᳞ߐࠇࠆޕ

࿑ 1 – GMDSS ㅢାࠪࠬ࠹ࡓߦኻᔕߔࠆᶏၞ

3.6

⸳ⷐઙ

SOLAS ߩ GMDSS ⷙቯߪޔGMDSS ኻᔕߩߔߴߡߩ⦁⥾ߪᦨૐ㒢ߩ⸳৻ᑼࠍタ
ߔࠆᔅⷐ߇ࠅ(ޔၮᧄ⊛ߦ)ᴪጯ߆ࠄ㆙ߊߥࠆ߶ߤᄙߊߩ⸳߇ᔅⷐߣߥࠆ߁ߣޔ
ࠃ߁ߦ᭴ᚑߐࠇߡࠆޕ
೨ㅀߒߚߣ߅ࠅ⸳ޔⷐઙߪ߇⥾⦁ߩߘޔᬺਛߩ߽ߒߊߪ⥶ⴕਛߩᶏၞߦࠃࠅ⇣ߥ
ࠆޕ

ᵈᗧߔߴ߈ߎߣߪ⸳ޔⷐ᳞ߪታ㓙ߦߪᰴ╙ߦᄙߊߥࠆߣ߁ߎߣߛޔߜࠊߥߔޕA3
ᶏၞߩ⦁⥾ߪޔቯ⟵ߣߒߡޔA1ޔA2 ᶏၞߩߚߩⵝ߽ߔࠆᔅⷐߣߥࠆޕ

࡛ࡠ࠶ࡄߩ߶ߣࠎߤ᧲ޔࠞࡔࠕޔධࠕࠫࠕߩ৻ㇱߩᴪጯᶏၞߪ A1 ᶏၞߦᜰቯߐ
ࠇߡࠆޔ࠼ࡦࠫࡘ࠾ޔࠕ࠻ࠬࠝޕᄥᐔᵗߪ A3 ᶏၞߦᜰቯߐࠇߡࠆޕ
A3 ᶏၞߢߪ⼊ߩ߳⥾⦁ࠄ߆⥾⦁ޔႎߦ VHF DSC ߇↪ࠄࠇࠆޕᓥߞߡ࠻ࠬࠝޔ
ࠕᐭߪᴪጯߩ VHF DSC ࠗࡦࡈߩឭଏࠍⷐ᳞ߐࠇߡߥޕ
ߒ߆ߒޔᄙߊߩࠝࠬ࠻ࠕߩࡏࡦ࠹ࠖࠕᶏᢇഥ࿅ߪޔၮዪߦ GMDSS
VHF DSC ⸳ࠍዉߒᆎߡࠆޕ

A1 ᶏၞߩᬺോ߇ឭଏߐࠇࠆ႐ᚲߢߪޔᴪጯ⦁߇ⷐ᳞ߐࠇࠆⵝߪ VHF ⸳ߩߺߢ
ࠆޔࠎࠈߜ߽ߪࠇߎޕᜰቯߩᶏၞౝ(ㅢᏱᴪጯ߆ࠄ 20́30 ᶏ㉿)ߦ⇐߹ࠆߎߣ߇᧦ઙ
ߢࠆޕ
ᴪጯ߆ࠄࠃࠅ㆙ߊߢᬺോࠍⴕ߁⦁⥾ߪޔVHF ߦട߃ߡ MF ⸳ࠍⵝߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
㆙ᵗ⥶ⴕ⦁ߪ VHFޔMFޔHFⴡ࠻࠶ࡑ࡞ࠨࡦࠗߦࠄߐޔᤊㅢା⸳ࠍⵝߔࠆޕ
ߎࠇࠄࠍᰴ㗁ߦ࿑ߢ␜ߔޕ
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࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯ(DSC)

4.1

4.3

DSC ኾ↪࠴ࡖࡦࡀ࡞ߪ VHF ᶏ࠴ࡖࡦࡀ࡞ 70 ߢࠆޕ㖸ჿߒߪ࠴ࡖࡦࡀ࡞ 70
ߢߪ⸵นߐࠇߡߥޕ

⥄േൻ

GMDSS ߦࠃࠅޔᄙߊߩᶏή✢ᯏ⢻ಣℂߦ․ޔㆣ㔍ߣోߦ߆߆ࠊࠆ߽ߩ߇⥄േ
ൻߐࠇߚޕ
GMDSS ߪᄙߊߩή✢ࠪࠬ࠹ࡓߩⶄวߢࠆⴡޕᤊࠍ↪ߒߚᛛⴚߪ⏕߆ߦ
GMDSS ߩ߭ߣߟߩᯏ⢻ࠍᨐߚߒߡࠆ߇ޔ㨬ㅢᏱߩ㨭ή✢߽⦁⥾߆ࠄ⦁⥾߳ߩㅢ
ାߩਥⷐࠪࠬ࠹ࡓߣߒߡᒁ߈⛯߈ᯏ⢻ߒߡࠆޕ
GMDSS ߪ࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯ(DSC)ߣߒߡ⍮ࠄࠇࠆᛛⴚࠍ↪ࠆߎߣߢޔᶏή✢
ߒࠍ⥄േൻߒߚޕ
ㅍାዪ߇ㆣ㔍ߒߚߣ⍮ࠄߖࠆߛߌߢߥߊޔDSC ࠪࠬ࠹ࡓߪߦ߆ࠆߪޔᄙߊߩᖱႎࠍ
⊒ାߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕએਅߪߘߩߢࠆޕ
•
•
•
•
•
4.2

VHF DSC ࠴ࡖࡦࡀ࡞

4.4

ߒߩ⒳㘃

DSC ࠪࠬ࠹ࡓߪᄙᢙߩߒߩ⒳㘃ߦኻᔕߔࠆޕߒߩ⒳㘃ߪࡔ࠶ࠫㅢାߩ
ᮡḰᶏఝవ㗅ࠍᤋߔࠆޔߜࠊߥߔޕ
ㆣ㔍ㅢା
✕ᕆㅢା
ోㅢା
ㅢᏱߩㅢା
ㆣ㔍⼊ႎߪ⥄േ⊛ߦోή✢ዪߦㅍାߐࠇࠆޕ
✕ᕆޔోޔㅢᏱߩㅢାߪోή✢ዪ․ࠆޔቯߩή✢ዪ․ߪߚ߹ޔቯߩⶄᢙߩή✢ዪ
ߦㅍାߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

ߒߩఝవᐲ
ㅍାዪ(ߔߴߡߩ⦁⥾߆න৻ߩ⦁⥾ή✢ዪ߆)
ㆣ㔍⦁ߩ⼂
ㆣ㔍⦁ߩ⟎
ㆣ㔍ߩ⒳㘃

4.5

ᶏ⒖േᬺോ⼂(MMSI)

DSC ⸳ࠍߔࠆߔߴߡߩή✢ዪߦޔᶏ⒖േᬺോ⼂(MMSI)ߣߒߡ⍮ࠄࠇࠆ 9 ᩴ
ߩ⼂⇟ภ߇ഀࠅᒰߡࠄࠇࠆޕ

ᯏ⢻

DSC ߪ࠺࠲ାภࠍ↪ߡߒߩㅍฃାࠍ⥄േൻߔࠆߒࠪࠬ࠹ࡓߢࠆޕ
DSC ࡔ࠶ࠫߪࠆޔή✢ዪ߆ࠄઁߩή✢ዪ(නᢙ߹ߚߪⶄᢙ)ߦ৻᳇ߦㅍାߐࠇߚ
◲ẖߥ߭ߣ߹ߣ߹ࠅߩ࠺࠲ߢࠆޕDSC ࡔ࠶ࠫߪㅍାዪߣߒߩఝవᐲ
⋡⊛ࠍ⥄േ⊛ߦ⼂ߔࠆޕ
DSC ή✢ߦߪߘࠇߙࠇ៤Ꮺ㔚ߩࠃ߁ߥઁή✢ࠍ߮ߔߚߩߩ⇟ภ߇ࠆޕ
ߒ߆ߒޔ៤Ꮺ㔚ߣߪ㆑ޔDSC ࠍ↪ࠇ߫ߪ࠲ࡍࠝޔㅢା▸࿐ౝߦࠆోߡ

ߩઁή✢ߦኻߒหᤨߦߒࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

DSC ࡔ࠶ࠫߩฃାᓟޔDSC ߒߣߪߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߢή✢㔚ߦࠃࠆㅢା߇
⏕┙ߐࠇࠆޕ

ߎߩ MMSI ߪޔDSC ⸳ߦ᳗ਭ⊛ߦࡊࡠࠣࡓߐࠇߡ߅ࠅޔㅢା߇ⴕࠊࠇࠆߚ߮ߦ
⥄േ⊛ߦㅍାߐࠇࠆޕ
MMSI ߪ࿖㓙⊛ߦഀࠅᒰߡࠄࠇᦨޔೋߩ 3 ᩴߪᶏ⼂ᢙሼ(MID)ߣߒߡ⍮ࠄࠇߘޔ
ߩή✢ዪߩ⊓㍳࿖ࠍߔޕ
߃߫ ߩࠕ࠻ࠬࠝޔMID ߪ 503 ߪ࠼ࡦࠫࡘ࠾ޔ512 ߢࠆޕ
ᐭ SAR ᯏ㑐ߪ MMSI ߩ࠺࠲ࡌࠬࠍ▤ℂߒߡ߅ࠅޔDSC ⸳ࠍタߒߚ⦁⥾ߩ
‛ℂ⊛․ᕈ߿ޔㄭⷫ⠪ߩㅪ⛊వߥߤߥ⚦ޔᖱႎ߇߹ࠇࠆޕ
DSC ⼊ႎ߇ฃାߐࠇࠆߣ߿⥾⦁ߩߎޔㅪ⛊వߩᖱႎߪ SAR ߩ⸘↹ߦߣߞߡ㕖Ᏹߦ㊀
ⷐߣߥࠆޕ

DSC ߪ⦁⥾߿ᴪጯߩή✢ዪ߇ㆣ㔍⼊ႎ߿ઁߩ✕ᕆోㅢାߩㅍା߿ਛ⛮ߩߚߦ
↪ߔࠆޕDSC ߪᣣᏱ⊛ߥߒߦ߽↪ࠄࠇࠆޕ
DSC ߪ߹ߚޔGSP ⟎ߩㅍฃା߽ߢ߈ࠆ ߩߡߴߔޕDSC ή✢ߪ GPS ฃାᯏߦធ⛯
น⢻ߢࠆޕ
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DSC ߒߩ⒳㘃

4.7

DSC ࠪࠬ࠹ࡓߢߪએਅߩߒ߇น⢻ߣߥࠆޕ
ㆣ㔍⼊ႎ́ߎࠇࠄߩߒߪᏱߦోή✢ዪߦኻߒߡೋߩᲑ㓏ߢㅍାߐࠇࠆߩߎޕ
߮ߒߦߪㆣ㔍⦁ߩ MMSIޔ⟎ޔㆣ㔍ߩ⒳㘃ޔߒᤨೞ߇߹ࠇࠆޕ
DSC ࠦࡦ࠻ࡠߦࠃࠅޔᠲᚻߪߎࠅ߁ࠆ㨬ㆣ㔍ߩ⒳㘃㨭ߩ⁁ᴫࠍએਅࠃࠅㆬᛯ
ߢ߈ࠆޕ

Ἣἴ⊒ޔ
ᶐ᳓
ⴣ⓭
ᐳ␂
⦁ߩᢳ
᳓ᴚ
ᓮਇ⢻ޔṫᵹ
․ቯߢ߈ߕ
⦁߆ࠄߩㆱ㔍
ᶏ⾚ᱞⵝᒝ⋑ߩⷅ᠄
⪭᳓⠪⊒↢

ㆣ㔍ࡏ࠲ࡦ

DSC ⸳ߦߪኾ↪ߩ⿒㨬ㆣ㔍㨭߹ߚߪ✕ᕆࡏ࠲ࡦ߇ขࠅઃߌࠄࠇߡࠆ࠲ࡏߩߎޕ
ࡦߢㆣ㔍ߒࠍേߐߖࠆߦߪޔ2 ߟߩߚߒ┙⁛ߢޘേ߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
ߎߩ 2 ߟߩേߣߪㅢᏱࠍࡃࠞ߁ⷒࠍࡦ࠲ࡏޔߍޔ⍴ᤨ㑆ࡏ࠲ࡦࠍߒߡࠆߎ
ߣߢࠆޕ
4.8

GPS ߩ⟎ߣᤨೞ

೨ㅀߒߚߣ߅ࠅޔDSC ㆣ㔍⼊ႎߦߪޔGPS ߦࠃࠆ⟎ߣᤨೞ߇⥄േ⊛ߦ߹ࠇࠆޕ
ࠄ߆ߩℂ↱ߢ GPS ߇ធ⛯ߐࠇߥ ߪߊߒ߽ޔGPS ߆ࠄജߐࠇߚ⟎ᖱႎ߇⎕៊
ߒߡࠆ႐วߪޔDSC ή✢ߦࠃࠅޔㆣ㔍ࡔ࠶ࠫߩ⟎ᖱႎߪ 9 ᩴߩᢙሼ(10 ࿁ㅍ
ା)ߦᤨޔೞߪ 8 ᩴߩᢙሼ(4 ࿁ㅍା)ߦ⥄േ⊛ߦ⟎߈឵߃ࠄࠇࠆޕ
4.9

ࡔ࠶ࠫߩᓳ

VHF DSC ࡔ࠶ࠫߪᲧセ⊛㜞ㅦ(1200 ࡏ)ߢㅍାߐࠇࠆޕฦㆣ㔍⼊ႎ߇ታ㓙ߪ 5
࿁ㅪ⛯ߒߡㅍାߐࠇߡ߅ࠅߩߘޔ㑆ߪ⚂ 5 ⑽ߢࠆޕ
ࠝࡍ࠲߇ DSC ⼊ႎࠍേߒߡޔᚻേߢਛᱛߒߥߌࠇ߫߿⥾⦁ߩઁޔᴪጯή✢ዪ
߆ࠄ DSC ⼊ႎ⏕ࡔ࠶ࠫࠍฃାߔࠆ߹ߢ⼊ႎࠍᓳߔࠆޕ

㨬ㆣ㔍ߩ⒳㘃㨭߇ㆬᛯߐࠇߥ႐วޔ
DSC ή✢ߪೋᦼ⸳ቯߩ㨬․ቯߢ߈ߕ㨭ࠍㅍାߔࠆޕ
ߒߪᰴߩㅢାߪή✢㔚ߦࠃߞߡⴕࠊࠇࠆߎߣࠍㅢ⍮ߒߡ⚳ੌߔࠆޕ
ή✢㔚ߢߩㅴⴕਛߩㅢା࠴ࡖࡦࡀ࡞ߪᏱߦή✢㔚ㆣ㔍࠴ࡖࡦࡀ࡞ 16 ߣߥࠆߚޔ
DSC ࡔ࠶ࠫߢߪ․ቯߐࠇߥޕ
ㆣ㔍⼊ႎ⏕㧙ㅢᏱޔᴪጯή✢ዪ߇ߩࠄ߆⥾⦁ޔㆣ㔍⼊ႎ߳ߩ╵ߣߒߡㅍାߔࠆޕ
ㆣ㔍⼊ႎਛ⛮㧙ㅢᏱޔᴪጯή✢ዪ߆ࠄߩߺޔ㨬ߔߴߡߩ㨭ή✢ዪߦㅍାߐࠇࠆޕ
ోή✢ዪ㧙ߎࠇࠄߩㅍାࡔ࠶ࠫߪ✕ޔᕆޔోߩߤߜࠄߩఝవᐲߣ߽ߥࠅ߁ࠆޕ
DSC ⸳ߩᜰ␜ߦᓥ߇࠲ࡍࠝޔㆡಾߥఝవᐲߣߩߘޔᓟߩㅢାߩߚߩ࠴ࡖ
ࡦࡀ࡞߽ߒߊߪᵄᢙࠍㆬᛯߔࠆޕ
න৻ߩ⦁⥾(߹ߚߪή✢ዪ)́ߎࠇࠄߩߒ߽߹ߚ✕ޔᕆޔోߩߤߜࠄߩఝవᐲߣ
߽ߥࠅ߁ࠆ․ߪࠄࠇߎޕቯߩ⦁⥾߿ή✢ዪߦㅍାߐࠇࠆޕ

ㆣ㔍⼊ႎߪਇⷙೣ⊛ߦ 3 ಽඨ߆ࠄ 4 ಽඨㆃࠇߡ⥄േ⊛ߦᓳߐࠇࠆࠅࠃߦࠇߎޕਇⷙ
ೣ⊛ߦㅍାߐࠇࠆ⏕ࡔ࠶ࠫࠍ⼊ޔႎߩౣㅍାߦࠃߞߡᅹߍࠄࠇࠆߎߣߥߊฃା
ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
4.10 ࡔ࠶ࠫ⌕ାࠕࡓ
DSC ⸳ߦߪޔ㨬ㆣ㔍㨭߹ߚߪ㨬✕ᕆ㨭ߩఝవࡔ࠶ࠫฃାࠍ⍮ࠄߖࠆ․ޔߥ⡬ⷡ
ⷞⷡ⊛ࠕࡓ߇߃ઃߌࠄࠇߡࠆޕ
㨬ㆣ㔍㨭߹ߚߪ㨬✕ᕆ㨭ࡔ࠶ࠫࠍ⍮ࠄߖࠆࠕࡓߪᚻേߢ࠶࠻ߔࠆᔅⷐ߇
ࠆ⥄ߪࡓࠕޕേ⊛ߦขࠅᶖߐࠇࠆߎߣߪߥޕ
DSC ㆣ㔍ࡔ࠶ࠫࠕࡓߪᄢ㖸㊂ߢࠅޔ⦁ߩ↲᧼࠲ࡕ߿࠻࠶࡛ޔߚ߹ޔ
ࡏ࠻ߩࠠࡖࡆࡦߩߤߎߦߡ߽ኈᤃߦ⡞ߎ߃ࠆޕ

ㅢᏱߩㅢା㧙ߘߩ߶߆ߩ⦁⥾߿ή✢ዪ߳ߩߒߦࠊࠇࠆㅢᏱߩఝవᐲޕ
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4.11 ฃାߒߚ DSC ㆣ㔍⼊ႎߦ␜ߐࠇࠆᖱႎ
⇣ߥࠆ DSC ή✢ߢߪޔή✢ߩᶧ᥏↹㕙ߩᄢ߈ߐߦࠃࠅޔฃାߒߚ DSC ㆣ㔍⼊ႎߦ
␜ߐࠇࠆᖱႎ㊂ߪ⇣ߥࠆޕMMSIޔ⟎ޔㆣ㔍ߩ⒳㘃ߥߤߩၮᧄ⊛ߥᖱႎߪߡߴߔޔ
ߩή✢ߢ␜ߐࠇࠆޕ

4.12 ធ⛯ߒߚ࿑ⵝ⟎߳ߩ⟎ജ
DSC ή✢ߩਛߦߪฃାߒߚㆣ㔍⼊ႎߦࠃࠆ⟎ࠍޔធ⛯ߒߚ GPS ߿㔚ሶ࿑ⵝ⟎ߦ
ജߢ߈ࠆ߽ߩ߽ࠆޕ

ߊߟ߆ߩ৻⥸⊛ߥ VHF DSC ή✢ߩ␜↹㕙ࠍએਅߦ␜ߔޕ
Icom:

Navico 7200:

Vertex standard:
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5.1

MOBILARM V100 VPIRB

ᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ⵝ⟎

5.1.3 VHF ⟎ᜰ␜ή✢ᮡ⼂(VPIRB)

EPIRBޔVPIRB ޔPLBޔMSLD ߣߪ

EPIRBޔVPIRBޔPLBޔMOB(⪭᳓⠪⊒↢)ࠪࠬ࠹ࡓ߅ࠃ߮/߹ߚߪ MSLD ߪᷙੂߒ߿
ߔ↪⺆ߢࠆޕએਅߦቯ⟵ࠍ␜ߔޕ
5.1.1 ✕ᕆ⟎ᜰ␜ή✢ᮡ⼂(EPIRB)
EPIRB ߪర⥶ޔޘⓨή✢ᵄᢙ 121.5 ߅ࠃ߮ 243MHz ߩߺߢേߔࠆࠃ߁ߦ⸳⸘ߐ
ࠇߚޕEPIRB ߪ᠄ߐࠇߚࡄࠗࡠ࠶࠻߇ SAR ᯏߦᢇഥࠍⷐ⺧ߔࠆߚߦ↪ߐࠇࠆ
ࠃ߁ᗧ࿑ߐࠇߡߚޕㅊ〔(⺃ዉ)ߪㆡಾߥⵝࠍߒߚ⥶ⓨᯏ߇ⴕߞߚޕ
1980 ᐕઍߦࠦࠬࡄࠬࠨࠨ࠶࠻ⴡᤊ EPIRB ᝡ⚝ࠪࠬ࠹ࡓ߇⊓႐ߒߚߎߣߢޔ
EPIRB
ߩ↪ߪᶏ߅ࠃ߮⒖േಽ㊁߳ߣᐢ߇ߞߚޕ
ઍߩ EPIRB ߪ 121.5/243 ⥶ⓨ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߣ 406MHz ࠦࠬࡄࠬࠨࠨ࠶࠻࠴
ࡖࡦࡀ࡞ߢหᤨߦേߒߡࠆޔߚߩߎޕ406EPIRB ߣ߫ࠇߡࠆޕ
ࠦࠬࡄࠬࠨࠨ࠶࠻ࠪࠬ࠹ࡓߪ৻ㅪߩⴡᤊࠍޔᣥᑼߩή✢ᮡ⼂ߥࠄ߫ 3 ᶏ㉿೨
ᓟޔᣂဳߢ GPS ኻᔕߩ EPIRB ߥࠄ߫ 100m ೨ᓟߩᱜ⏕ߐߢ⇇ⷙᮨߩᝡ⚝ࠍน⢻ߦ
ߔࠆޕᮡ⼂ߩᦨ⚳⊛ߥ⟎ߪޔ121.5 ߽ߒߊߪ 243MHz ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ⺃ዉߦࠃࠅഀࠅ
ߐࠇࠆޕ
406MHz ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦട߃ߪࡓ࠹ࠬࠪ࠻࠶ࠨࠨࠬࡄࠬࠦޔޔ121.5 ߅ࠃ߮
243MHz ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߢേߔࠆޕ2009 ᐕ 2  1 ᣣࠃࠅߪࡓ࠹ࠬࠪߩߎޔᄙᢙߩ⺋ႎ
߿ᅹኂߩߚ 121.5MHz ߩ⋙ⷞࠍᱛߔࠆޔࠅࠃߦࠇߎޕ121.5MHz ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߪ⍴
〒㔌⺃ዉߩߺߢ↪ߐࠇࠆޕ
ᒰὼߩߎߣߥ߇ࠄޔEPIRB ࠪࠬ࠹ࡓߪޔᴪጯή✢ዪߦㆣ㔍⠪ߩ┆ࠍㅢႎߔࠆߚ
ߦ⸳⸘ߐࠇߡ߅ࠅޔᄙߊߩ႐ว⋧ޔᒰߥ㆙〒㔌ߣߥࠆߪߦࡓ࠹ࠬࠪޔߚߩߎޕ࿕
ߩㆃࠇ߇ࠆޕ
EPIRB ߪ⦁⥾߆ࠄ⦁⥾߳ߩ⋥ធ⊛ߥ⼊ႎࠍឭଏߔࠆߚߦ⸳⸘ߐࠇߡߪߥޕ
EPIRB ࠪࠬ࠹ࡓߪߎߎᐕߦ߽ࠊߚࠅජੱ߽ߩࠍᢇߞߡ߈ߚ߇⥌ޔ⊛ߥᰳὐߪޔ
ᴪጯή✢ዪࠍ㗬ࠅߩߘޔᓟߢ⼊ႎࡔ࠶ࠫࠍㆣ㔍⠪ߩㄭߊߩ⦁⥾߳ਛ⛮ߔࠆߣ߁
ߎߣߢࠆޕ

VPIRB ߪ VHF(ή✢)ߣ EPIRB ࠍวࠊߖߚ㗡ሼ⺆ߢࠆޕVPIRB ߪේೣ⊛ߦᶏ VHF
ή✢Ꮺၞߢേߒߡࠆ EPIRB ߢࠅޔᲣ⦁ࠍޔઃㄭߩ VHF DSC ⸳ࠍタ
ߒߚߔߴߡߩ⦁⥾ߦㆣ㔍ାภࠍㅍାߔࠆ DSC ᛛⴚࠍ↪ߒߚࠦࠬࡄࠬࠨࠨ࠶࠻
406MHz ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߢߪേߒߡߥޕ
VPIRB ߪዊဳߩ DSC ᮡ⼂߆ࠄᚑࠅ↪ޔ⠪ߩ߿ࠗࡈࠫࡖࠤ࠶࠻ߦⵝ⌕ߐࠇࠆޕ
↪⠪߇⦁߆ࠄ⪭᳓ߒߚ႐วޔᮡ⼂߇േߒޔㆣ㔍ᒻᑼߩ DSC ࡔ࠶ࠫࠍㅍାߔ
ࠆޕᮡ⼂߇⊒ߒߚㆣ㔍ࡔ࠶ࠫ߇ฃାߐࠇࠆߣޔㅢା▸࿐ౝߩߔߴߡߩ VHF DSC
ή✢ߩࠕࡓ߇േߔࠆޕ
GPS ฃାᯏ߇⸳ߐࠇߡࠇ߫ޔVPIRB ߪ⥄േ⊛ߦߘߩ⟎ࠍㆣ㔍⼊ႎࡔ࠶ࠫ
ߩ৻ㇱߣߒߡㅍାߔࠆߎߣ߽น⢻ߛޔߚ߹ߪࠫ࠶ࡔߩߘޕㅢା▸࿐ౝߩߔߴߡߩ
VHF DSC ή✢ߦࠃߞߡฃାߐࠇࠆޕ
ߎߩᯏ⢻ߪޔᶏߩ⁁ᘒ߅ࠃ߮/߹ߚߪᄤߦࠃࠅୃᓳ߇ㆃࠇࠆ႐วߪ㕖Ᏹߦଢߢࠆޕ
VPIRB ࠍ↪ߔࠆߦߪޔᲣ⦁߇ VHF DSC ⵝࠍߒߡࠆᔅⷐ߇ࠆޕVHF DSC ⸳
ߪᧄ᧪ޔ⦁Ꮢ႐ะߌߦ⸳⸘ߐࠇߚ߽ߩߢࠆ⸳ߩߎޕߪ㜞ଔߢޔേߐߖࠆߩ
ߦᚻ㑆߇߆߆ߞߚޕ
ߒ߆ߒߢߪޔㅧᬺ⠪ߪߦ․ޔᇅᭉಽ㊁ߦὶὐࠍᒰߡߚ VHF DSC ⸳ࠍ↢↥ߒ
ߡࠆ⸳ߩߎޕߪ↪߇◲නߢޔଔᩰ߽ 500 ࠼࡞ᧂḩߢࠆޕ
ߔߴߡߩ⦁ߦ VHF DSC ࠪࠬ࠹ࡓ߇ⵝߐࠇߡ߅ࠅޔଔᩰߩૐᇅᭉ⦁↪ߩࠪࠬ࠹
ࡓ߽ᕆỗߦᏒ႐ߦᶐㅘߒᆎߡࠆޕ

ࠢࡠ࠭࠼࡞ࡊߩ MSLD ߣ㆑ޔVPIRB ߩ㨬ၮዪ㨭(⦁ߩ DSC ή✢)ߪ⦁ߩઁޔ
⥾/ᴪጯή✢ዪ߆ࠄߦࠄࠇߘߪߊߒ߽ޔะߌߚ⥄േߒޔߪߦࠄߐޔᔅⷐߣߥࠇ߫
Უ⦁߆ࠄߩㆣ㔍⼊ႎߥߤߩ߆߶ޔછോߦ߽↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
Უ⦁߇ VHF DSC ᴪጯή✢ዪߩㅢା▸࿐ౝߢᬺߒߡࠆ႐วޔᮡ⼂߆ࠄߩ⼊ႎࡔ࠶
ࠫߪᴪጯᒰዪ߇ฃାߔࠆߎߣ߽ࠆޕ
ߒ߆ߒޔଐὼߣߒߡ DSC ࠍタߒߡߥᇅᭉ⦁߽ᄙߥ߁ࠃߩߎޕℂ↱߆ࠄޔ
VPIRB ߪޔၮᧄ⊛ߥή✢㔚ޔᶏ VHF ή✢ߒ߆タߒߡߥ⦁⥾ߦߪޔVHF ࠴
ࡖࡦࡀ࡞ 16 ߢวᚑ㖸ჿࡔ࠺ࡔ࠶ࠫࠍ↪ߡ⼊๔ࠍㅍାߔࠆޕ
VHF DSC ߣ VHF 㖸ჿࡔ࠶ࠫߪᦨೋߩ 30 ಽ㑆ߦ 5 ಽ㑆㓒ߢᓳߐࠇޔㅍାߏߣ
ߦᶏਛߩㆣ㔍⠪ߩ GPS ⟎ࠍᦝᣂߔࠆߩߘޕᓟࡔ࠶ࠫㅍାߩᓳߪ 10 ಽ㑆㓒ߦ
ಾࠅᦧࠊࠆ߇࠴࠶ࠗࠬߩ⟎ⵝޔߪࠇߎޕಾࠄࠇࠆ߹ߢࠆߥߊߥ߇࠹࠶ࡃߪߊߒ߽ޔ
߹ߢ⛯ߊޕ

EPIRB ߩ⟎ߦࠃߞߡߪᢙᤨ㑆⒟ᐲߩㆃࠇࠍ↢ߓࠆߎߣ߇ࠅ߁ࠆޕ
5.1.2 ៤Ꮺ↪ᢇή✢ᯏ(PLB)
PLB ߪዊဳߩ 406EPIRB ߢߡࠇߐ⸘⸳ߦ߁ࠃࠆߔ⌕ⵝߦ߿࠻࠶ࠤࡖࠫࡈࠗޔ
ࠆޕPLB ߪࡂࠗࠞ߿ࡄࠗࡠ࠶࠻⦁ޔਸ਼ࠅߚߜߦࠃߞߡ↪ߐࠇߡࠆޕ
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ߎࠇߦࠃࠅޔ121.5 ⺃ዉဳ MOB ࠪࠬ࠹ࡓߪታࠢࡠ࠭࠼࡞ࡊဳߣߥࠆޕ

5.1.4 MOB ࠪࠬ࠹ࡓ߹ߚߪᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ⵝ⟎(MSLD)
ᄙߊߩ㨬ੱ߇⪭᳓ߒߚ㨭⁁ᴫߢߪޔᲣ⦁߇ᦨㆡߥ⟎ߦߡㄦㅦߥኻᔕࠍߣࠆޕૐ᷷

∝ߩߚߦ⪭ޔ᳓ߒߡᢙಽߢᗧ⼂ࠍᄬ߁ߎߣߩࠆ㜞✲ᐲߩᶏၞߢߪ․ߦߎߩࠃ߁ߥ
ኻᔕ߇ߣࠄࠇࠆޕ

MOB ࠪࠬ࠹ࡓ߹ߚߪ MSLD ߪޔ⍴〒㔌ή✢ᮡ⼂ߣߒߡߦ․ޔᲣ⦁ߦ⦁ຬ߇⪭᳓ߒߚ
ߎߣࠍ⼊ႎߢ⍮ࠄߖࠆߚߦ⸳⸘ߐࠇߚ߮ࠃ߅⥾⦁ߩઁޕ/߹ߚߪᴪጯᒰዪ߳ߩ⼊ႎߪ
੍ᦼߖߧᚑᨐߣߺߥߐࠇࠆޕ
5.2

6

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߪޔVHF DSC ߅ࠃ߮ή✢㔚ࠍၮ⋚ߦߒߚ MSLD ߢࠆޕ
ߎߩ㗄ߢߪߎߩࠪࠬ࠹ࡓߩ․ᕈߣേᒻᘒࠍ⺑ߔࠆޕ
6.1

‛ℂ⊛․ᕈ

6.1.1 ᭴ㅧ

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߪ៤Ꮺᑼޔᚻߩ߭ࠄᄢߩⵝ⟎ߢ↪ޔ⠪߇ⵝ⌕ߔࠆࠃ߁ߦ⸳
⸘ߐࠇߡࠆޕ㒐᳓ᕈߢᄥ㓁శ߅ࠃ߮ᴤߦ㐳ᤨ㑆ᤴߐࠇߡ߽ᓇ㗀ࠍฃߌߥޔᵈ⋡ᐲ
ߩ㜞ޔ⠴ⴣ᠄ᕈߩ⚛᧚ߢ᭴ᚑߐࠇߡࠆޕ

MSLD ᛛⴚ

ߎߩ㗄ߢߪࠆ MSLD ᛛⴚࠍಽᨆߔࠆޕ
5.2.1 ㄭធဳࡓ࠹ࠬࠪဳࠣࡦࡐߪߊߒ߽ޔ
ㄭធဳ ߩဳࠣࡦࡐߪߊߒ߽ޔMSLD(ࡕࡆࡓ MOB ࠪࠬ࠹ࡓߥߤ)ࠍ↪ߔࠆ
ߦߪ⦁ޔߩฦੱ߇ࠢࡠ࠭࠼ࡢࠗࡗࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍㅢߓߡ⦁ߩਛᄩᓮ⋚
ߦ⛮⛯⊛ߦାภࠍㅍାߔࠆዊဳߩࡍࡦ࠳ࡦ࠻ࠍⵝ⌕ߒߡࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ੱ߇⪭᳓ߒޔାภ߇ㅜ⛘߃ࠆߣޔMSLD ࠪࠬ࠹ࡓ߇ࠕࡓࠍേߐߖࠆ⪭ޕ᳓⠪⊒
↢ߩ GPS ᐳᮡߪㅊ〔ᖱႎࠍឭଏߔࠆߚߦ࿑ⵝ⟎ߦ߽⸥㍳ߐࠇ⪭ࠆࠃߦ⦁ޔ᳓⠪
ߩᢇࠍน⢻ߦߔࠆޕ
ㄭធဳ ߩဳࠣࡦࡐߪߊߒ߽ޔMSLD ߪ㕖Ᏹߦᚑഞߒߡߡޔᅢ⹏ߢࠆ߇ࡠࠢޔ
࠭࠼࡞ࡊဳߢࠅ⼊ޔႎࠍㅍାߔࠆߩߪᲣ⦁ߦะߌߡߩߺߢࠆޕ

ࡕ ࡆ   ࡓ ߪ ᳓ ߦ ᶋ ߈  ޔ᳓ ᷓ 10m(33 ࡈ ࠖ  ࠻ ) ߩ ⠴ ᳓ ᕈ ߇  ࠆ  ޕ㊀ ㊂ ߪ ⚂
180g(6.35oz)ޕ
ࡕࡆࡓߩേ᷷ᐲ▸࿐ߪޔ៨᳁ࡑࠗ࠽ࠬ 20㨪ࡊࠬ 55 ᐲ(⪇᳁ࡑࠗ࠽ࠬ㧠㨪ࡊ
ࠬ 131 ᐲ)ޔሽน⢻ߥ᷷ᐲ▸࿐ߪޔ៨᳁ࡑࠗ࠽ࠬ 30㨪ࡊࠬ 70 ᐲ(⪇᳁ࡑࠗ࠽ࠬ
22 ᐲ㨪ࡊࠬ 158 ᐲ)ޕ

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߪ߹ߚޔATEX ၮḰ(2008 ᐕ 4 ᤨὐߢᛚᓙߜ)ߦᓥߞߡ⸳
⸘ߐࠇߡ߅ࠅޔෂ㒾ߥⅣႺ(ࠟࠬޔΆᢱ⫳᳇ߥߤ)ߢߩ↪߽น⢻ߢࠆޕ
ࡕࡆࡓߩ⇛࿑ࠍਅߦ␜ߔޕ

5.2.2 121.5 MHz ⺃ዉࠪࠬ࠹ࡓ
MSLD ߩᡷ⦟ဳߢߪዊဳߩᮡ⼂߇ࠊࠇߩ⥾⦁ޔฃାᯏᣇะត⍮ᯏ(DF)ࠪࠬ࠹ࡓߣ
ߣ߽ߦ⥶ޔⓨᵄᢙ 121.5MHz ߢേߔࠆޕ

ࡈࠠࠪࡉ࡞ࠕࡦ࠹࠽

ੱ߇⦁⥾ߩ㕙߆ࠄ⪭᳓ߒߚ႐วޔᮡ⼂ߪᚻേߢ⥄ߪߊߒ߽ޔേ⊛ߦേߒޔ
121.5MHz ߢ⼊ႎࠍㅍାߔࠆߩ⦁ࠅࠃߦࠇߎޕฃାᯏߩࠕࡓ߇േߔࠆޕDF ࠪ
ࠬ࠹ࡓߪߘߩᓟߢޔ᳓ਛߩㆣ㔍⠪ߩ⺃ዉߦ↪ࠄࠇࠆޕ

࠹ࠬ࠻ࡏ࠲ࡦ

ߎࠇࠄߩࠪࠬ࠹ࡓߪ 121.5MHzEPIRB ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߢേߔࠆߚߩߘޔᮡ⼂߇ታ㓙ߦ
EPIRB ߢࠆ߆ߤ߁߆ޔᒰೋߪᄙዋߩᷙੂ߇↢ߓߚޕ

ࠕࡒࡦࠣࡏ࠲ࡦ

121.5MHz ⺃ዉဳࠪࠬ࠹ࡓߪ߇⥾⦁ޔㅢᏱ 121.5MHz ߩฃାᯏࠍⵝߒߡࠆߚޔ
⦁ߩኾ↪ฃାᯏ߽ߒߊߪ DF ߣߣ߽ߦ↪ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ

ࠬࡉࡠ࠶ࠢࡏ࠲ࡦ

ࠬ࠻ࡠࡏࠗ࠻LED

ࠕࡦ࠹࠽ࠬࡠ࠶࠻
േࠬࡉ

ᮡ⼂ߪૐജߩߚޔ121.5MHz ߩ MSLD ߪࠦࠬࡄࠬࠨࠨ࠶࠻ࠪࠬ࠹ࡓߣߣ߽ߦ
↪ߐࠇࠆࠃ߁ߦ⸳⸘ߐࠇߡߥޔߦࠄߐޕ೨ㅀߒߚࠃ߁ߦ࠶ࠨࠨࠬࡄࠬࠦޔ
࠻ߪ 2008 ᐕߩ⚳ࠊࠅߦ 121.5MHz ߩ⋙ⷞࠍᱛߒߚޕ
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6.2.1 DSC ࡔ࠶ࠫߩ᭴ᚑ
6.1.2 GPS

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߪ⛔วߐࠇߚਗ 24 ࠴ࡖࡦࡀ࡞ GPS ฃାᯏ߇⚵ߺㄟ߹ࠇ

ή✢ᮡ⼂߆ࠄߩ DSC ࡔ࠶ࠫߪㆣ㔍⼊ႎߩᒻᑼߢㅍାߐࠇࠆޕ೨ㅀߒߚߣ߅ࠅޔ
DSC ㆣ㔍ࡔ࠶ࠫߦߪ㨬ㆣ㔍ߩ⒳㘃㨭߇߹ࠇࠆ ࡓࡆࡕߪࠇߎޕV100 VPIRB
ߢߪ㨬MOB(⪭᳓⠪⊒↢)㨭ߦ⸳ቯߐࠇߡࠆޕ

6.1.3 ࠬ࠻ࡠࡏ

ή✢ᮡ⼂ߩౝ⤳ GPS ฃାᯏߪ㒢ࠄࠇߚᤨ㑆ߢᱜ⏕ߥ⟎ࠍ࿕ቯឭଏߔࠆᤨޕ㑆߇
⪭᳓⠪⊒↢ᤨߩᦨ㊀ⷐⷐ⚛ߣߔࠇ߫ޔή✢ᮡ⼂߇േߒߡߔߋߦ⼊ႎࠍㅍାߔࠆߎߣ
߇ਇนᰳߢࠆޕ

ߡ߅ࠅޔࠅࠃߦࠇߎޔೋ࿁᷹ᤨ㑆ߪേᓟ 30 ⑽ߣߥߞߚޕ

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߦߪ⟎⏕ߦᓎ┙ߟࠬ࠻ࡠࡏࠗ࠻߇ઃߡࠆߪࠇߎޕ
Ფ⑽৻࿁⊒శߒޔ7 ࠞࡦ࠺ߢ 180 ᐲߩ▸࿐ࠍࠞࡃߔࠆޕേߔࠆߣߔߋߦ⊒
శࠍ㐿ᆎߒޔ㔚Ḯࠍಾࠆ߆ࡃ࠶࠹߇ߥߊߥࠆ߹ߢ⊒శࠍ⛯ߌࠆޕ

ᓥߞߡ ࡓࡆࡕޔV100 VPIRB ߆ࠄߩᦨೋߩ DSC ⼊ႎߩ⟎ᤨೞ␜ᰣߦߪೋ
ᦼ⸳ቯߩ㨬⟎ᤨೞᧂ⏕㨭߇␜ߐࠇࠆޕ
⛯ߡㅍାߐࠇࠆ DSC ࡔ࠶ࠫߦߪࠇߐ⏕ޔᰴ╙ GPS ߦࠃࠆ⟎ᤨೞᖱႎ߇
␜ߐࠇࠆ(ㅢᏱ 30 ⑽એౝ)ޕ

6.1.4 ᚻേ߅ࠃ߮⥄േߩേᣇᴺ

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߪᧄߩ೨㕙ߦࠆࠬࠗ࠶࠴ࠍࠬࠗ࠼ߐߖࠆߎߣߢࠕ

ࡒࡦࠣ߇⸃㒰ߐࠇ⪭ޔ᳓ߒߡ߆ࠄ 5 ⑽ߢή✢ᮡ⼂߇⥄േ⊛ߦേߔࠆޕ㔚ࡉࠩ߇
㡆ࠅ↪ޔ⠪ߦޔᚻേߢࠕࡦ࠹࠽ࠍߪߕߒޔή✢ᮡ⼂ࠍᦨᄢ㒢ߦേߐߖࠆࠃ߁ߦଦ
ߔޔࠅࠃߦࠇߎޕㆣ㔍ߒ߅ࠃ߮ GSP ᐳᮡߩലߥ▸࿐߇ᐢ߇ࠆߚߢࠆޕ

ᧄߩਔ㕙ߦࠆ 2 ߟߩࡏ࠲ࡦࠍߒߥ߇ࠄޔߢߣߎࠆߖߐ࠼ࠗࠬࠍࡉࠬޔ
ᚻേߢࠕࡦ࠹࠽ࠍߪߕߒޔή✢ᮡ⼂ࠍᦨᄢ㒢ߦേߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߎޕേߪ
หᤨߦᧄߩേ߽ⴕ߁ޔߜࠊߥߔޕ⸥ߒߚࠃ߁ߦ೨ߦࠕࡒࡦࠣ߇⸃㒰ߐࠇߡ
ߥߊߣ߽േߐࠇࠆޕ
ਇᵈᗧߦࠃࠆࠬࠗ࠶࠴ߩ⺋േ(⺋ႎߥߤ)ߩ㓙ࠍ࠴࠶ࠗࠬޔಾࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ޔ
߆ߥࠆㆣ㔍ߒߢࠇޔേ߆ࠄ 20 ⑽㑆ࠍ⟎ߡㅍାߐࠇࠆ(ߎߩᤨ㑆ߦή✢ᮡ
⼂߇േߐࠇߚߎߣ߇⡬ⷡⷞⷡ⊛ߦㅢ⍮ߐࠇࠆ)ޕ
6.1.5 ⡬ⷡⷞⷡߦࠃࠆㅍାߩㅢ⍮

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߦߪޔㅍାᯏ߇ታ㓙ߦߪߟㆣ㔍ࡔ࠶ࠫࠍㅍାߒߚߩ߆

6.2.2 ࿕ߩ⼂⇟ภ

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߪߘࠇߙࠇ․ޔᓽ⊛ߥᒻᑼߩ࿕ߩ⼂⇟ภࠍਈ߃ࠄࠇޔή
✢ᮡ⼂߆ࠄߩㅍାࠍ MSLD ߣߒߡ․ቯߔࠆޕ
ฦࡕࡆࡓߩ↪⠪/ᚲ⠪ߩᖱႎߪ߿⥾⦁ߩઁޔᴪጯή✢ዪߦࠃߞߡㆣ㔍ߒ߇
ᬌ⍮ߐࠇߚ႐วߦㅪ⛊వᖱႎ߇ಽ߆ࠆࠃ߁ߦޔSAR ᒰዪߦ⊓㍳ߐࠇࠆޕ
6.2.3 㖸ჿ⼊ႎ
ᇅᭉ⦁ߩਛߦߪ DSC ⸳ࠍタߒߚ⦁߽ࠆ߇ޔၮᧄ⊛ߥή✢㔚 VHF ή✢ߒ߆
タߒߡߥ⦁߽ᄙߩߎޕℂ↱߆ࠄ ࡓࡆࡕޔV100 VPIRB ߪޔേߐࠇࠆߣว
ᚑ㖸ჿࡔ࠺ࡔ࠶߽ࠫㅍାߔࠆޕ
ࡔ࠺ࡔ࠶ࠫߪ VHF ࠴ࡖࡦࡀ࡞ 16 ߢㅍାߐࠇࠆޕ

ࠍ⍮ࠄߖࠆ㔚ࡉࠩ߇⚵ߺㄟ߹ࠇߡࠆ․ߩߎޕᕈߪ߹ߚߡߞ⺋ޔേߐࠇߚή✢
ᮡ⼂ߩ⟎⏕ߦ߽ᓎ┙ߟޕ

࿖㓙ή✢ㅢାⷙೣߦࠃࠅޔ㖸ჿㆣ㔍ࡔ࠶ࠫߪ⟎ᤨೞᖱႎࠍࠎߢࠆᔅⷐ߇
ࠆߚߪ࠺ࡔޔലߥ GPS ⟎ᤨೞ߇⏕ߐࠇߡ߆ࠄㅍାߐࠇࠆޕ

ⶄᢙ⦡ߩ㜞ノᐲ⊒శ࠳ࠗࠝ࠼(LED)ߪޔേਛޔGSP ⟎ฃାޔㅍାਛߥߤࠬࠪޔ
࠹ࡓߩߐ߹ߑ߹ߥ⁁ᘒࠍ␜ߔޕ

ࡔ࠺ࡔ࠶ࠫߪએਅߩᒻᑼߦࠃߞߡㅍାߐࠇࠆޕ

6.1.6 ࡃ࠶࠹ᜬ⛯ᤨ㑆

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߩౝ⤳ࡃ࠶࠹ߪᦨ⍴ 18 ᤨ㑆ߩㅍାࠍน⢻ߦߒޔኼߪ 10

ᐕߢࠆޕ
6.2

ή✢ࡄࡔ࠲

21

ࡔ࠺ޔ࠺ࡔޔ࠺ࡔޔ
ߎߜࠄߪ (࿕ߩ⼂⇟ภ)
⪭᳓⠪⊒↢
⟎ ✲ᐲ xx.xx ᐲ ⚻ᐲ xxx.xx ᐲ
ᤨೞ දቯ⇇ᤨ XXXX
➅ࠅߔ㧖
⟎ ✲ᐲ xx.xx ᐲ ⚻ᐲ xxx.xx ᐲ
22
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ᤨೞ දቯ⇇ᤨ XXXX

6.5

㧖⟎㨯ᤨೞࠍ➅ࠅߔߎߣߢฃାߩ⦁⥾߇ߘࠇࠍᦠ߈ขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ
6.3

േߩࠪࠬ࠹ࡓᔨ

6.5.1 ᵄᢙޔࠣࡦࡒࠗ࠲ޔᓳㅦᐲ

ࡔ࠶ࠫߩᓳ

৻ᐲᦨޔೋߩ DSC ㆣ㔍⼊ႎ߇ㅍାߐࠇࠆߣޔ⟎ᖱႎࠍ 2 ᐲ⋡ߩㆣ㔍⼊ႎߪޔ
ౝ⤳ GPS ߇ᱜ⏕ߥ⟎ࠍᛠីߔࠆߣߔߋߦ(ㅢᏱ 30 ⑽એౝ)ㅍାߐࠇࠆޕ

ᰴߩߪࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߩേᵄᢙޔࠣࡦࡒࠗ࠲ޔᓳㅦᐲࠍ߹ߣߚ߽
ߩߢࠆޕ

⟎ᖱႎࠍ DSC ࡔ࠶ࠫ߇ㅍାߐࠇࠆߣޔή✢ᮡ⼂ߪ࠴ࡖࡦࡀ࡞ 16 ߢ㖸ჿㆣ
㔍ࡔ࠶ࠫ(೨ㅀᷣߺ)ࠍㅍାߔࠆޕDSC ߅ࠃ߮㖸ჿࡔ࠶ࠫߪ 5 ಽߏߣߦᓳߐ
ࠇࠆޕ

ᤨ㑆
0

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB േ

ߎߩ৻ㅪߩಣℂߪ߇⟎ⵝޔᚻേߢᱛߐࠇߥ㒢ࠅޔ30 ಽ㑆⛯ߊ(ߟ߹ࠅ⟎ߩㅍା
߇ 6 ࿁)ޕ

20 ⑽

ࠬ࠻ࡠࡏࠗ࠻ ONޔLED ⊒శ߅ࠃ߮㔚ࡉࠩേ
GPS ฃାᯏേ

30 ⑽એౝ

㨬⪭᳓⠪⊒↢㨭ߣ㨬⟎㨯ᤨೞᧂ⏕㨭ࠍ␜ߔᦨೋߩ DSC ㆣ㔍⼊ႎ
ࠍ VHF ᶏ࠴ࡖࡦࡀ࡞ 70 ߢㅍା
GPSᐳᮡ࿕ቯޕ⟎߅ࠃ߮ᤨೞࠍឭଏ

30 ಽᓟޔᓳߪ 10 ಽߏߣߦಾࠅᦧࠊࠆ߇⟎ⵝߪࠇߎޕᱛߐࠇࠆ߆ࡃ࠶࠹߇ߥߊ
ߥࠆ߹ߢ⛯ߊޕ
6.4

േ

㨬⪭᳓⠪⊒↢㨭ߣ⟎߅ࠃ߮ᤨೞࠍ␜ߔDSCㆣ㔍⼊ႎDSCVHFᶏ
࠴ࡖࡦࡀ࡞70ߢㅍା

⼊ႎߩㅍା▸࿐

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߩ⼊ႎߩㅍା▸࿐ߪ৻⥸⊛ߥዊဳ⦁߆ࠄ 2 ᶏ㉿⒟ᐲߢࠆޕ
ࠕࡦ࠹࠽ߩ㜞ᄢဳ⦁߿ᴪጯή✢ዪߪࠃࠅ㆙ߊ߆ࠄㅍାߐࠇߚㆣ㔍ߒࠍฃାߔ
ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

ߘߩᓟޔ
วᚑ㖸ჿࡔ࠺ࡔ࠶ࠫࠍ⟎㨯ᤨೞߣߣ߽ߦ VHF ᶏ࠴
ࡖࡦࡀ࡞ 16 ߢㅍା
ߘߩᓟ 30 ಽ㑆ޔ5 ⸥ߩߣ߅ࠅޔDSC ㆣ㔍⼊ႎ߅ࠃ߮㖸ჿࡔ࠺ࡔ࠶ࠫࠍ
ಽߏߣ
ㅍା
ࡃ࠶࠹߇ߥߊߥ ⸥ߩߣ߅ࠅޔDSC ㆣ㔍⼊ႎ߅ࠃ߮㖸ჿࡔ࠺ࡔ࠶ࠫࠍ
ࠆ߆ⵝ⟎ߩࠬࠗ࠶ ㅍା
࠴ࠍಾࠆ߹ߢ 10 ಽ
ߏߣ

23
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ߎߩᤨὐ߹ߢߦޔή✢ᮡ⼂ߩౝ⬿ GPS ߇ᐳᮡࠍขᓧߒޔή✢ᮡ⼂ߪߎߩ⟎ᖱႎࠍ
ᣂߚߥ DSC ߒࠍㅍାߔࠆޕ

6.5.2 േ
ߎߩ㗄ߢߪࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߩേࠍคㅀ⊛ߦ⺑ߔࠆޕ
ࠕࡒࡦࠣ⁁ᘒߩࡕࡆࡓ V100 VPIRB ࠍⵝ⌕ߒߚੱ߇⪭᳓ߔࠆޕ
5 ⑽એ᳓ߣធ⸅ߒߡࠆߣޔ
ή✢ᮡ⼂ߪ⼊ᚓ⁁ᘒߦࠆޕ
ࠬ࠻ࡠࡏࠗ࠻߅ࠃ߮ LED
ߪ⊒శߒᆎޔ㔚ࡉࠩ߇㡆ࠅ↪ޔ⠪ߦ᳓߇ᬌ⍮ߐࠇߚߎߣࠍ⼊๔ߔࠆޕ20 ⑽
ㆃࠇߡޔGPS ฃାᯏ߇േߒޔή✢ᮡ⼂ߪᦨೋߩ DSC ㆣ㔍⼊ႎࠍㅍାߔࠆޕ
5 ⑽ᓟޔDSC ⼊ႎߪᲣ⦁ߢฃାߐࠇࠆޕVHF DSC ή✢ߦࠃࠅߦߋߔޔᄢ㖸㊂ㆣ㔍
ࠕࡓ߇േޕᚻേߢᱛߐࠇࠆ߹ߢ⛯ߊޕ
ή✢ᮡ⼂ߩ⼂⇟ภߪ⦁ߩ DSC ή✢↹㕙ߦ␜ߐࠇࠆߩߎޕ࿕ߩ⇟ภ߇ߩઁޔ
⦁ຬߦખ㑆ߩ 1 ੱ߇ߥߊߥߞߚߎߣࠍ⼊๔ߔࠆޕ

V100 ߆ࠄߩ⟎ᖱႎࠍ␜ߔࠆ VHF DSC ή✢↹㕙

ή✢ᮡ⼂ߪߘߩᓟޔή✢㔚ࡕ࠼ߦಾࠅᦧࠊࠅޔ㖸ჿࡔ࠺ࡔ࠶ࠫࠍㅍାߔ
ࠆޕ
ߎߩᤨޔหߓᶏၞߩઁߩ⦁⥾߽ DSC ㆣ㔍⼊ႎ߅ࠃ߮ࡔ࠺ࡔ࠶ࠫߢ MOB ㆣ
㔍⠪ߩ⟎ࠍฃାߒࠍ〝⥶ޔᄌᦝޔGPS ߩ⟎ߦ㓸߹ࠆޕ
ߘ߁ߞߚ⦁⥾ߩਛߦߪࠗࡦ࠲ࡈࠚࠬߢធ⛯ߐࠇߚ DSC ߣ㔚ሶ࿑ⵝ⟎ࠍタ
ߒߡࠆ߽ߩ߇ࠅ⥄ޔಽߩ⦁ߩ⟎ߦኻߔࠆ᳓ਛߩㆣ㔍⠪ߩ⟎ࠍ⥄ࠅ߹ߟޔಽߩ
⦁߆ࠄߩ〒㔌߿ᣇⷺࠍޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߢࠢ࠶ࠖࡈࠣޔ

V100 ߆ࠄߩ⼊ႎࠍ␜ߔࠆ VHF DSC ή✢↹㕙

⦁ຬߪ⦁ࠍㆣ㔍ὐߦㄭߠߌޔᝡ⚝ࠍ㐿ᆎߔࠆޕหᤨߦ⪭ޔ᳓⠪ߪᚻേߢⵝ⟎ߩࠕࡦ
࠹࠽ࠍߪߕߒޔㆣ㔍⼊ႎߩല▸࿐ࠍᐢߍࠆޕ

25
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ᰴߩ࿑ߪࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߩേࠍߔޕ

࿑ⵝ⟎ߩౖဳ⊛ߥ⟎ജ

VPIRB ߪ↪⠪ߩਸ਼⦁ߒߡߚ⦁߅ࠃ߮ㄭߊߩઁߩ⦁⥾ߔߴߡߦޔ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ 70 DSC ߅ࠃ߮࠴ࡖࡦࡀ࡞ 16 ή✢㔚ߦߡ⼊ႎࠍㅍାߔࠆ

〒㔌ᣇⷺᖱႎࠍ␜ߔࠆ࿑ⵝ⟎ߩ↹㕙

ㅢߒ߇ࠃߊ᧦ޔઙ߇⦟ᅢߢࠇ߫ޔᲣ⦁ߪߎߩᤨὐ߹ߢߦㆣ㔍⠪ߩ⟎ࠍ⏕ߒߡ
ࠆޕ
ㅢߒ߇ᖡߊߦࠄߐޔ/߽ߒߊߪᶏ߇⨹ࠇߡࠇ߫ޔGPS ⟎ߩ⥄േㅍାߪޔᝡ⚝▸
࿐ࠍ MOB ㆣ㔍⠪ߩඨᓘ⚂ 10m ߦ߹ߢ⛉ࠆޕ
ⵝ⟎ߩࠬ࠻ࡠࡏࠗ࠻ߪᦨ⚳Ბ㓏ߢㆣ㔍⠪ߩⷞⷡ⊛⺃ዉߦ↪ࠄࠇࠆޕ
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ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߩὐ

6.6

7

ᛛⴚ᭽

•

⪭᳓⠪ࠍ⊒ᢇߔࠆߚߦᦨㆡߥ⟎ߦࠆᲣ⦁ߦ⋥ធ⼊ႎࠍㅍାߔࠆ

ߎߩ㗄ߢߪ ࡓࡆࡕޔV100 VPIRB ߩᛛⴚ᭽߇ࡓࡆࡕߚ߹ޔ࿖㓙ᶏή✢ㅢ
ାⷙೣߩᨒ⚵ߺࠍߤߩࠃ߁ߦㆩߒߡࠆ߆⺑ߔࠆޕ

•

ㅢା▸࿐ౝߩߔߴߡߩ VHF DSC ߅ࠃ߮ή✢㔚ዪ́ઁߩ⦁⥾߿(น⢻ߢࠇ
߫)ᴪጯᒰዪ́ߦ߽⼊ႎࠍㅍାߔࠆ

7.1

•

ᄙ⋡⊛ⷫᯏߣߒߡ⥾⦁ߩઁޔᴪጯή✢ዪߩߒ߿ㆣ㔍⼊ႎߩㅍାߥߤߩઁ
ߩછോߦ߽↪ߢ߈ࠆޔᮡḰ VHF DSC ߽ߒߊߪ VHF ή✢ߦㆣ㔍ାภࠍㅍା
ߔࠆ

•

㜞ଔߥኾ↪ฃାၮዪ߿ᣇะᬌ⍮ེⴡޔᤊ⾓⾉ᤨ㑆ߥߤߩᔅⷐ߇ߥ

•

GPS ⟎ߦࠃࠆ᳓ਛߩㅊ〔߇น⢻㧙MOB ⟎ߪ㔚ሶ࿑ⵝ⟎ߦࠣࡈࠖ࠶
ࠢߢ␜น⢻

•

2 ㅢࠅߩ⟎ᜰ␜ߩᣇᴺ㧙GPS ߦࠃࠆ㔚ሶ⊛ߥᣇᴺߣࠬ࠻ࡠࡏࠗ࠻ߩⷞⷡ
⊛ߥᣇᴺ

•

⥄േ߽ߒߊߪᚻേߢߩേ㧙⺋ႎࠍ㒐ߋߚޔㅍାߪേ߆ࠄ 20 ⑽ㆃࠇࠆޕ

•

⡬ⷡ⊛ⷞⷡ⊛ߥേ⁁ᴫߩᜰ␜㧙GPS ᐳᮡ⏕ޔㅍା࠹࠶ࡃޔਇ⿷ߥߤ

•

ㆣ㔍ߒߩዪ⊛ߢࠆߎߣߚ߹ޔᚻേߢേߐߖߚߣ߈ߦㆃࠇ߇↢ߓࠆߎ
ߣߢ⺋ႎࠍㅍାߔࠆน⢻ᕈ߇ᷫዋߔࠆ

ᶏή✢ⷙᩰ

7.1.1 ࿖㓙ᶏή✢ⷙᩰ
ᣂߒᶏή✢ⷙᩰߩᚑߦ㑐ࠊߞߚਥⷐᯏ㑐ߪޔ࿖㓙ᶏᯏ㑐(IMO)ޔ࿖㓙ㅪวߩ
ታ⾰⊛ᶏᜂᒰᯏ㑐ߢࠆޕ
IMO ߪᶏή✢⸳ߩᕈ⢻ߩߚߩ㜞ᐲߥേࡄࡔ࠲ࠍ⸳ቯߒߚߩߘޕᓟޔ࿖㓙
㔚᳇ㅢାㅪว(ITÚ࿖ㅪߩ㔚᳇ㅢାᯏ㑐)ߦᛛⴚ᭽ߩᚑࠍᆔછߒߚޕ
ITU ߪߎߩછോࠍޔౝㇱ⎇ⓥࠣ࡞ࡊ(ㅢᏱޔᐭᯏ㑐߆ࠄㆬߐࠇߚᶏή✢ኾ㐷ኅ
߆ࠄߥࠆࡏࡦ࠹ࠖࠕᆔຬળ)ࠍㅢߓߡⴕߞߚޕ
ITU ⎇ⓥࠣ࡞ࡊߪ ITU-R M ߣ߁৻ㅪߩ൘๔᩺ࠍᚑߒߚᦠߩࠄࠇߎޕ㘃ߢߪޔᶏ
ή✢⸳ࠪࠬ࠹ࡓߩ․ቯߩേ߅ࠃ߮ᛛⴚⷐઙ߇ቯ⟵ߐࠇߚޕ
ߣߒߡߪޔ
DSC ᛛⴚ߅ࠃ߮േ᭽ߪ ITU-R M ൘๔᩺ߦ߹ࠇࠆ(ITU- R M.493-11
and ITU-R M.451-9)ޕ
ߒ߆ߒ⹜ޔ㛎ᣇᴺ߿ࠃࠅߒᛛⴚⷐઙޔᄤ߅ࠃ߮⠴ਭᕈߦ㑐ߔࠆ⚦㗄ߥߤ߇
߹ࠇߡߥߚޔITU-R M ൘๔᩺ߪታ㓙ߦⷙᩰߣߒߡ↪ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥޕ
ၮᧄ⊛ߥ⸳ᛚߩߚߩታ㓙⊛ߥ࿖㓙ᶏⷙᩰߩᚑߪޔ࿖㓙㔚᳇ㅢାᆔຬળ
(IEC)ߦᆔછߐࠇߚޕIEC ߪߩߡߴߔޔ㔚᳇㔚ሶ㑐ㅪᛛⴚߩ࿖㓙ⷙᩰߩḰࠍ⊒ޔ
ઃ⸤ߐࠇߡࠆ࡛ࡠ࠶ࡄߩᯏ㑐ߢࠆޕ
ߎࠇࠄߩⷙᩰߪޔ࿖ౝߩᮡḰൻߩၮ␆ߣߒߡߚ߹ޔ࿖㓙ᧅ߿ᄾ⚂ࠍ⨲ߔࠆ㓙ߦෳ
ᾖߐࠇࠆᓎഀ߇ࠆޕ
IEC ߅ࠃ߮ ITU ⷙᩰߪᧄ⾰⊛ߦᴺ⊛ߥലജࠍᜬߚߥߦࠆߔ↪ޕᒰߚߞߡߪ࿖ኅ⊛
ߥᴺᓞߦࠃࠆክ⼏߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
ᄙߊߩ࿖ኅⷙᩰ(․ߦࠝࠬ࠻ࠕߣࠕࡔࠞวⴐ࿖ߢߪ)ߪޔኻᔕߔࠆ IEC ⷙᩰࠍ
ߔߴߡෳᾖߔࠆ߆ޔዪ⊛ⷐઙߦวࠊߖߚᡷ⸓ ࠍෳᾖߔࠆޕ
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7.2

7.1.2 ࠝࠬ࠻ࠕᶏή✢ⷙᩰ
ࠝࠬ࠻ࠕߢߪࠕ࠻ࠬࠝޔㅢାࡔ࠺ࠖࠕዪ(ACMA)ߦࠃࠅή✢ᵄࠬࡍࠢ
࠻࡞ߩⷙ߇ⴕࠊࠇߡࠆޕ
ࠝࠬ࠻ࠕߢ⽼ᄁߐࠇߡࠆή✢⸳ߦߪⶄဳ⥸৻(ࠬࡦࠗ⚖╬ޔᢙߩ⸳
⟲ߦㆡ↪㧙ㅢᏱߪ EPIRB ߩࠃ߁ߥૐജⵝ⟎)(ࠬࡦࠗ⟎ⵝߪߊߒ߽ޔ࿕ဳ⸳
ߦㆡ↪)ߩߕࠇ߆߇ㆡ↪ߐࠇࠆޕ
7.1.3 ࠝࠬ࠻ࠕߩᚑㆊ⒟ⷙᩰ
ACMA ߪࠝࠬ࠻ࠕⷙᩰදળ(Standards Australia)ߦή✢ⷙᩰߩᚑࠍᆔછߒߚޕ
ࠝࠬ࠻ࠕⷙᩰදળߪޔᐭ߿↥ᬺ߆ࠄㆬᛮߒߚળຬߣߣ߽ߦޔᆔຬળߩㆊ⒟ࠍ
ㅢߓߡⷙᩰࠍ╷ቯߒߚޕ
RC/4 ᆔຬળߪޔEPIRB ߅ࠃ߮ MSLD ࠍޔᶏή✢ⷙᩰߩᚑߦ㑐ߔࠆ⽿છࠍ⽶
߁ޕ
࿖㓙ⷙᩰߣห᭽ߦޔRC/4 ߦࠃߞߡᚑߐࠇߚࠕࠬ࠻ࠕⷙᩰ߽߹ߚᴺ⊛ലജࠍ
ᜬߚߕޔᴺᓞߦࠃࠆክ⼏߇ᔅⷐߣߥࠆޕ
ACMA ߩ╬⚖ࠗࡦࠬߪޔ㑐ㅪߔࠆࠝࠬ࠻ࠕⷙᩰදળߦክ⼏ࠍ⻁ࠆߚߩᴺ
⊛ߥવ㆐ᚻᲑߣߒߡ↪ࠄࠇࠆޕ

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߩⷙᩰㆩ

ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߪㆡ↪ߐࠇࠆߔߴߡߩ࿖ౝ߅ࠃ߮࿖㓙ᶏή✢ޔMSLD ⷙᩰ
ࠍㆩߔࠆࠃ߁⸳⸘ߐࠇߡࠆޕਥⷐߥⷙᩰߦߟߡ⚦ࠍᰴ㗄ߢㅀߴࠆޕቢోߥ
ࠬ࠻ߪઃዻᢥᦠ A ࠍෳᾖߐࠇߚޕ
ࡕࡆࡓ V100 VPIRB ߩᛛⴚ᭽ߪઃዻᢥᦠ AޔB ߅ࠃ߮ C ߦ␜ߔޕ
7.2.1 ࿖㓙 DSC ᛛⴚࡊࡠ࠻ࠦ࡞
DSC ࡔ࠶ࠫⷙ⚂ߪ࿖㓙㔚᳇ㅢାㅪว(ITU)ߩ൘๔᩺ ITU-R M.493-11 ߦቯ⟵ߐࠇ
ߡࠆޕ
7.2.2 ࿖㓙ᄤߣ⠴ਭᕈߦ㑐ߔࠆⷙᩰ
ᶏή✢⸳ߩߚߩⅣႺ‛ℂ⊛ⷐઙ(ᾲޔ᠄ⴣޔᝄേߥߤ)ߪ࿖㓙㔚᳇ᛛⴚᆔຬળ
(IEC)ⷙᩰ 60945 ߦቯ⟵ߐࠇࠆޕ
7.2.3 ࠕࡔࠞวⴐ࿖ߩⷙᩰ
☨ᶏή✢ⷙᩰ╷ቯᯏ㑐ޔ㨬ᶏᬺോߩߚߩή✢ᛛⴚᆔຬળ㨭ߪޔDSC ․㗄⋡
㨬RTCM ⷙᩰ 11901.0́ᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ⵝ⟎㨭ࠍ MSLD ⷙᩰࠍ╷ቯߒߚޕ
7.2.4 ࠝࠬ࠻ࠕߩⷙᩰ
ᤨὐߢߪ ߦ․ޔDSC MSLD ߦㆡ↪ߐࠇࠆࠝࠬ࠻ࠕߩⷙᩰߪߥ߽ᦨޕ㑐ଥ
ߩࠆ߽ߩߪޔ121.5MHz ߢേߒߡࠆ 121.5MHz MSLS㨬AS/NZS 4869.1:2006 ᶏ
ㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ࠪࠬ࠹ࡓ(MSLS)㨭ߩߚߩⷙᩰߢࠆޕ
ࠝࠬ࠻ࠕⷙᩰᆔຬળ RC/4 ߪ ߦ․ޔDSC ߦㆡ↪ߐࠇࠆ MSLS ⷙᩰࠍ╷ቯ
ਛߢࠆⷙߩߎޕᩰߪޔ࿖㓙߅ࠃ߮☨࿖ߩⷙᩰࠍᴺ⊛ߥၮ⋚ߣߔࠆޕ
VHF ᶏή✢ㅍାᯏߩߚߩ৻⥸⊛ߥⷐઙߪࠕ࠻ࠬࠝޔㅢାࡔ࠺ࠖࠕዪߩ╬⚖
ࠗࡦࠬ́(ή✢ㅢା VHF ή✢㔚⸳́ᶏ⒖േᬺോ)ⷙᩰ 2004 ߅ࠃ߮ࠝࠬ࠻
ࠕ VHF ᶏή✢ⷙᩰ́AS/NZS 4415.2:2003 ߦቯ⟵ߐࠇߡࠆޕ
7.3

ࠝࡍ࠲⾗ᩰ

EPIRB ߩࠝࡍ࠲߇ⷐ᳞ߐࠇࠆ⾗ᩰߪߥ ࡓࡆࡕޕV100 VPIRB ߪ EPIRB ߣ
߹ߞߚߊหߓᣇᑼߢേߔࠆ߇ࡓࡆࡕޔߜࠊߥߔޕേߒߡ߽ߒߥߊߡ߽ࠝࡍ
࠲ߪ⾗ᩰࠍⷐ᳞ߐࠇߥޕ
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RTCM ⷙᩰ 11901.0 – ᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ⵝ⟎

ઃዻᢥᦠ A – ෳ⠨ᢥ₂

GMDSS ߦ㑐ߔࠆ৻⥸ෳ⠨⾗ᢱ

ᶏή✢߅ࠃ߮ MSLD ⷙᩰ
IEC 60529 – ╲ߦࠃࠆຠ⾰⼔╬⚖(IP ࠦ࠼)

ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻㧦

IEC 60945 – ᶏ⥶ᴺ߅ࠃ߮ή✢ㅢା⸳㨯ࠪࠬ࠹ࡓߩ৻⥸ⷐઙ(᳇ߣ⠴ਭᕈ)́⹜
㛎ᣇᴺߣⷐ᳞ߐࠇࠆ⹜㛎⚿ᨐ(2002-08)

www.gmdss.info

IEC 61097-3 – ో⇇⊛ߥᶏㆣ㔍ోࠪࠬ࠹ࡓ(GMDSS)́ࡄ࠻ 3㧦࠺ࠫ࠲࡞ㆬ
ᛯߒ)DSC)⸳́േ߅ࠃ߮ᕈ⢻ⷐઙ⹜ޔ㛎ᣇᴺߣⷐ᳞ߐࠇࠆ⹜㛎⚿ᨐ
IEC 61097-7 – ో⇇⊛ߥᶏㆣ㔍ోࠪࠬ࠹ࡓ(GMDSS)́ࡄ࠻ 7㧦ᶏャㅍ↪
VHF ή✢㔚ㅍାᯏ㨯ฃାᯏ́േ߅ࠃ߮ᕈ⢻ⷐઙ⹜ޔ㛎ᣇᴺߣⷐ᳞ߐࠇࠆ⹜㛎⚿ᨐ

www.vhf-dsc.info

ࡑ࠾ࡘࠕ࡞㧦
ή✢ାภߩᶏァࠬ࠻ ࡏࡘࡓ 5́GMDSS
(Admiralty List of Radio Signals Volume 5 – GMDSS)

IEC 62238 – ᶏ⥶ᴺ߅ࠃ߮ή✢ㅢା⸳㨯ࠪࠬ࠹ࡓ́ࠢࠬ D ࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯߒ
(DSC)ࠍౝ⬿ߒߚ VHF ή✢㔚⸳́⹜㛎ᣇᴺߣⷐ᳞ߐࠇࠆ⹜㛎⚿ᨐ
IEC 61108-1 – ᶏ⥶ᴺ߅ࠃ߮ή✢ㅢା⸳ࠪࠬ࠹ࡓ́ో⊛⥶ᴺⴡᤊࠪࠬ࠹ࡓ
(GNSS)́ࡄ࠻ 1㧦ࠣࡠࡃ࡞ࡐ࡚ࠫࠪ࠾ࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓ(GPS)́ฃାⵝ⟎́ᕈ⢻
ၮḰ⹜ޔ㛎ᣇᴺߣⷐ᳞ߐࠇࠆ⹜㛎⚿ᨐ(2003-07)
ITU-R M.493-11 – ᶏ⒖േᬺോߢ↪ߐࠇࠆ࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯߒࠪࠬ࠹ࡓ
ITU-R M.821-1 – ᶏ⒖േᬺോߢ↪ߐࠇࠆ࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯߒࠪࠬ࠹ࡓߩછᗧ⊛

ᄢ

ITU-R M.541-9 – ᶏ⒖േᬺോߢ↪ߐࠇࠆ࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯߒࠪࠬ࠹ࡓߩᠲᚻ

㗅

ITU-R M.693 – ࠺ࠫ࠲࡞ㆬᛯߒࠍ↪ߚ VHF 㕖Ᏹ↪⟎ᜰ␜ή✢ᮡ⼂(DSC
VHF EPIRB)ߩᛛⴚ⊛․ᕈ
ITU-R SM.332-4 – ฃାᯏߩㆬᛯᕈ
ITU-R M.690-1 – ៝ㅍᵄᢙ 121.5MHz ߅ࠃ߮ 243MHz ߢേߔࠆ㕖Ᏹ↪⟎ᜰ␜ή
✢ᮡ⼂(EPIRB)ߩᛛⴚ⊛․ᕈ
AS/NZS 4869.1:2006 ᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ࠪࠬ࠹ࡓ(MSLD)́121.5MHz ߢേ
AS/NZS xxxxx ᶏㆣ㔍⠪⟎ᜰ␜ࠪࠬ࠹ࡓ(MSLD)́121.5MHz એᄖߩᵄᢙߢ
േ(⨲᩺́㐿⊒ਛ)
AS/NZS 4415.2:2003 – VHF Ꮺၞߢേߒߡࠆޔᶏ⒖േᬺോߩߚߩή✢㔚ㅍ
ାᯏ߅ࠃ߮ฃାᯏ́ᛛⴚ⊛․ᕈ߅ࠃ᷹߮ቯᣇᴺ
33

34

MOBILARM V100 VPIRB

MOBILARM V100 VPIRB

ઃዻᢥᦠ B –ᛛⴚ᭽

ή✢㔚ㅍାᯏ

(ㆡ↪ߐࠇࠆߔߴߡߩⷙᩰࠍ૬วߒߚ)

ᵄᢙ㧦156.8MHz(ዪ⊛ߥᬌ⸛㗄ߦࠃࠅᔅⷐߥ႐วߪઁߩᵄᢙ߽ࠅ߁ࠆ)

DSC ㅍାᯏ

㔚ᵄߩᒻᑼ㧦G3E (Ფࠝࠢ࠲ࡉ6dBߩࡊࠛࡦࡈࠔࠪࠬߦࠃࠆᵄᢙᄌ⺞)

ITU ൘๔᩺ ITU-R M.493-11 ߦᓥ߁:

ᵄᢙ⸵ኈᏅ㧦10ppm ᧂḩ

ᵄᢙ㧦156.525 MHz

ᦨᄢᏅ㧦r5 kHz

㔚ᵄߩᒻᑼ㧦G2B

ࠬࡊࠕࠬ⊒㧦ࠕࡦ࠹࠽߆ࠄ 10m ߩ〒㔌ߩု⋥㕙ߢ᷹ቯߒߚߣ߈ߦ 75 dBμV/m ࠍ
߃ߥ

ᵄᢙ▸࿐㧦 10ppm ᧂḩ

ജ㧦ᦨૐ 1W

ᔅⷐߥᏪၞ㧦16 kHz ᧂḩ
ࠬࡊࠕࠬ⊒㧦ࠕࡦ࠹࠽߆ࠄ 10m ߩ〒㔌ߩု⋥㕙ߢ᷹ቯߒߚߣ߈ߦ 75 dBμV/m ࠍ
߃ߥ
ജ㧦ᦨૐ 1W

㔚ᵄߪု⋥ᵄ
ή✢㔚ㆣ㔍ࡔ࠶ࠫߩᒻᑼ
ή✢ᮡ⼂ߪޔౝ⤳ GPS ฃାᯏ߆ࠄലߥᤨ㑆႐ᚲᖱႎࠍฃାߒߚᓟߦߩߺޔวᚑ
㖸ჿࡔ࠶ࠫࠍㅍାߢ߈ࠆޕ

㔚ᵄߪု⋥ᵄ
Ფࠝࠢ࠲ࡉ 6dB ߩࡊࠛࡦࡈࠔࠪࠬߦࠃࠆᵄᢙᄌ⺞(⋧ᄌ)ߢޔᄌ⺞៝ㅍᵄ
ߩᵄᢙᄌ⺞߇ 1300㨪2100Hz㧧៝ㅍᵄߪ 1700Hz

ࡔ࠶ࠫߩᒻᑼ㧦
ࡔ࠺ޔ࠺ࡔޔ࠺ࡔޔ
ߎߜࠄߪ (࿕ߩ⼂⇟ภ)
⪭᳓⠪⊒↢
⟎ ✲ᐲ xx.xx ᐲ ⚻ᐲ xxx.xx ᐲ
ᤨೞ දቯ⇇ᤨ XXXX
➅ࠅߔ
⟎ ✲ᐲ xx.xx ᐲ ⚻ᐲ xxx.xx ᐲ
ᤨೞ දቯ⇇ᤨ XXXX

1300 ߅ࠃ߮ 2100Hz ࠻ࡦߩᵄᢙ⸵ኈᏅ㧦r10Hz㧧
ᄌ⺞ㅦᐲ㧦1200 ࡏ
ᄌ⺞ᜰᢙ㧦2.0 + l0%.
DSC ࡔ࠶ࠫߩᒻᑼ
ITU ൘๔ᦠ ITU-R M.493-11 ޔ4.1ޔ1 ⴕ⋡ߦᓥ㧦

ⵝ⟎ߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞

ㆣ㔍ߩ⒳㘃ߩ␜㧦”⪭᳓⠪⊒↢(Man Overboard)”(ࠪࡦࡏ࡞ 110)

ⵝ⟎ߦߪએਅߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞߇ขࠅઃߌࠄࠇߡࠆ㧦
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ARMED ࡕ࠼ߢߪޔㅍାᯏߪㅢᏱ㕖ࠕࠢ࠹ࠖࡉ⁁ᘒߛ߇ᧄޔ߇᳓
ߦᴉߣ⥄േ⊛ߦേߔࠆޕ

ON

ON ࡕ࠼ߢߪޔㅍାᯏߪ᳓ਛߢ߽ޔ᳓ਛߢߥߊߡ߽േߒߡࠆޕ
ߎߩᯏ⢻ߪ⥄േേⵝ⟎ߣߪߩⵝ⟎ߦࠃࠆ߽ߩߢߥߊߡߪߥࠄߥ
ޕ

TEST

ਅ⸥ߩ࠹ࠬ࠻ࡕ࠼ෳᾖޕ
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ࡃ࠶࠹ⷐ᳞

OFF ࡕ࠼ߢߪޔㅍାᯏߪᱛ⁁ᘒޕ

ή✢ᮡ⼂ߪࡃ࠶࠹ࠍౝ⬿ߒޔേਛߦᄖㇱ߆ࠄߩ㔚Ḯଏ⛎ߥߒߦേߔࠆޕ

ή✢ᮡ⼂߇ᚻേߢ⥄ߪߊߒ߽ޔേ⊛ߦേߐࠇࠆߣޔേߒߡ 20 ⑽㑆ߪ(↪⠪߇⺋
ߞߡേߒߚ႐วߦᱛߢ߈ࠆࠃ߁ߦ)ㅍାߪߐࠇߥޕ

ࡃ࠶࠹ߪⵝ⟎ߦౝ⬿ߐࠇߡࠆ↪ޕ⠪߇⥄ಽߢ឵น⢻ߥࡃ࠶࠹ߩ႐วޔᲧセ
⊛ኈᤃߦ឵น⢻ߢࠅࠍ࠹࠶ࡃޔਇᱜ⏕ߦ⸳⟎ߒߥߚߩ࠲ࡦࠗࠆߥ߆ޔ
ࡈࠚࠬធ⛯߽น⢻ߢࠆޕ

᳓ߣߩធ⸅ߦࠃࠆ⥄േേᯏ⢻ߪޔᶏ᳓ߩߒ߱߈߿㔎ߦࠃࠅ⺋ߞߡേߒߥࠃ߁
⼔ߐࠇߡࠆߩߎޕᯏ⢻ߪ᳓ߒ߱߈߆ࠄ‛ℂ⊛ߦ⼔ߐࠇߥߊߡߪߥࠄߥޔߚ߹ޕ
᳓ߦࠃࠆ⥄േേᯏ⢻߇⺋ߞߡേߒߥࠃ߁ޔേᤨߩ㔚ሶ⊛ߥ⍴ㆃࠇ߇↪ࠄ
ࠇߥߊߡߪߥࠄߥޕ

ࡃ࠶࠹ࠍㅒᭂߦ⸳⟎ߔࠆߎߣ߇น⢻ߥ႐วޔ࿁〝ߪਔᭂߣ߽╬ߒߊߊࠃ߁ߦ⸳⸘
ߐࠇߡࠆޕή✢ᮡ⼂ߪ࠹࠶ࡃޔ឵ߦ㓙ߒߡቢో㒐᳓߇⏕ታߦߐࠇࠆࠃ߁ಣ⟎߇
ߥߐࠇࠆ߽ߩߣߔࠆޕ
߹ߚߪ࠹࠶ࡃޔ㧧

࠹ࠬ࠻ࡕ࠼

•

ή✢ᮡ⼂ߦߪޔή✢ᵄᢙ࿁〝ߩ࠹ࠬ࠻ߩߚߩ⥄േ࠹ࠬ࠻ᯏ⢻߇ࠆޔߪࠇߎޕㅍ
ାᯏߩേߦᔅⷐߥㅢᏱߩ߽ߩߣߪోߊߩᯏ᪾⊛ᠲߦࠃߞߡߩߺേߐߖࠆߎ
ߣ߇ߢ߈ࠆޕ

•
•
•

߆ߥࠆ᷷ᐲ᧦ઙਅߢ߽(ࡑࠗ࠽ࠬ 10 ᐲ㨪ࡊࠬ 55 ᐲ)ޔㅪ⛯ߒߡᦨ⍴ 12
ᤨ㑆ߪή✢ᮡ⼂ࠍേߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ
߆ߥࠆ᧦ઙਅߢ⸳⟎ߐࠇߡ߽ߚ߹ޔേߒߡ߽ᶧṳࠇߒߥ
2 ᐕ㑆ߩࡃ࠶࠹ኼ߇ࠆ
ౣల㔚น⢻ߢߪߥ

ߎࠇࠄߩᠲߪࡁࡦࡠ࠶ࠠࡦࠣߣߒ࠻ࠬ࠹ޔᯏ⢻ߩ⺋േࠍߥߊߔߎߣ߇⋡⊛ߢࠆޕ
⥄േ࠹ࠬ࠻ᯏ⢻߇േߒߡࠆ㑆ߪޔή✢ᮡ⼂ߪޔㆣ㔍⼊ႎ߇⊒ାߐࠇߥࠃ߁ߦㅍ
ାࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ

ࡃ࠶࠹ߪ⸥ߐࠇߚኼߩඨಽߢ឵ߔࠆࠃ߁ផᅑߐࠇߡࠆᦼ↪ޕ㒢ߪࡃ࠶࠹
ߩㇱಽ⚵┙ຠߩㆡಾߥ▎ᚲ߅ࠃ߮ⵝ⟎ߩᄖߦᄖߥߊޔ⠴ਭ⊛ߦ⸥ߐࠇࠆ߽ߩ
ߣߔࠆޕ

ࠬ࠻ࡠࡏࠗ࠻

៨᳁ࡊࠬ 20 ᐲߢ৻ቯߦߚࠇߚⅣႺߢߩࡃ࠶࠹↪ᦼ㒢ߪ⸥ߐࠇߥߊߡߪߥ
ࠄߥޕ

ή✢ᮡ⼂߇േߒޔή✢ᵄࠛࡀ࡞ࠡࠍߔࠆߣߔߋߦޔౝ⬿ߩࠬ࠻ࡠࡏࠗ࠻
ߪേߒᆎᧄޔߩࠬࠗ࠶࠴߇ᱛߐࠇࠆ߆⊒ߢ߹ࠆߥߊߥ߇࠹࠶ࡃߪߊߒ߽ޔ
శߒ⛯ߌࠆޕ
ㅍାߩ⡬ⷡ⊛ᜰ␜
ή✢ᮡ⼂ߪή✢ᵄࠛࡀ࡞ࠡࠍߒߡࠆߎߣࠍ⍮ࠄߖࠆ⡬ⷡ⊛ߥ⼊๔ࠍ⊒ߔ
ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߪࠇߎޕታ㓙ߦㅍାࠍⴕߞߡࠆߣ߈ߦߩߺേߔࠆޕ

ౝ⬿ GPS ฃାᯏ
ᧄߦߪ GPS ฃାᯏ߇ౝ⬿ߐࠇߡ߅ࠅߩߎޔฃାᯏߪ IEC ⷙᩰ 61108-1́ᶏ⥶ᴺ
߅ࠃ߮ή✢ㅢା⸳ࠪࠬ࠹ࡓ́ో⊛⥶ᴺⴡᤊࠪࠬ࠹ࡓ(GNSS)́ࡄ࠻ 1㧦ࠣ
ࡠࡃ࡞ࡐ࡚ࠫࠪ࠾ࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓ(GPS)́ฃା⸳́ᕈ⢻ⷙᩰ⹜ޔ㛎ᣇᴺ߅ࠃ߮
ⷐ᳞ߐࠇࠆ⹜㛎⚿ᨐ(2003-07)ࠍㆩߔࠆޕ
GPS ฃାᯏߩೋ࿁᷹ᤨ㑆(TTFF)ߪޔή✢ᮡ⼂ߩേ⸳ቯߦ߆߆ࠊࠄߕ 10 ಽᧂḩߣ
ߔࠆޕ
ᧄߦߪޔGPS ߇⟎ᐳᮡࠍឭଏߒߡࠆߎߣࠍ⍮ࠄߖࠆ LED ߇ࠊߞߡࠆޕ
ലߥ GPS ᐳᮡ߇ᓧࠄࠇߥ႐วߪޔDSC ࡔ࠶ࠫߩ㨬⟎㨭ߩᰣߪ 9 ᩴߩᢙሼߦޔ
㨬ᤨೞ㨭ߩᰣߪ 8 ᩴߩᢙሼߦ⟎߈឵߃ࠄࠇࠆޕ
ᦨೋߩ GPS ᐳᮡ߇ᓧࠄࠇߡ߆ࠄലߥᐳᮡߩᦝᣂ߇⛽ᜬߐࠇߥ႐วᦨޔᣂߩ╓ภ
ൻߐࠇߚലߥ⟎(߅ࠃ߮ᤨೞ)߇ޔ3 ᤨ㑆ᒁ߈⛯߈ㅍାߐࠇࠆޕ
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ߎߩ㑆ߦޔലߥᐳᮡ߇ᓧࠄࠇߚ႐วޔᣂߚߦᦝᣂߐࠇߚ⟎߇ㅍାߐࠇࠆޕ3 ᤨ㑆
⚻ߞߡ߽ലߥᐳᮡ߇ᓧࠄࠇߥ႐วߪޔDSC ࡔ࠶ࠫߪޔవߦ⺑ߒߚ⟎
ᤨೞᧂ⏕ߩ⁁ᘒߦᚯࠆޕ

ࡑࠠࡦࠣ

ઃዻᢥᦠ C – ‛ℂ⊛߅ࠃ߮ᄤ⠴ਭᕈⷐઙ

ᧄᄖㇳߩߔߴߡߩࡌ࡞ߪᄥ㓁శߦ㐳ᤨ㑆ߚࠆߎߣߦࠃࠆഠൻߦ⠴ᕈ߇ࠅޔᶏ
᳓߿ᴤߦㆊᐲߦᓇ㗀ߐࠇߕߚ߹ޔ⠴ᡂᕈߢߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ

(IEC 60945 ࠃࠅᛮ☴)

ᧄߩᄖㇳߦߪᶖ߃ߥࠃ߁ߦޔએਅߩߎߣ߇⸥ߐࠇࠆޕ

ၮᧄ᭴ㅧ
ߎߩⵝ⟎ߪએਅߩ᭴ㅧⷐઙࠍḩߚߔ㧦

z
z
z
z
z
z
z

◲ẖߥᠲᜰ␜
ㅧᬺ⠪ฬߣߘߩᚲ
ဳ⇟ภ߽ߒߊߪࡕ࠺࡞⼂␜
▤߅ࠃ߮േ᷷ᐲ▸࿐
⥄േ࠹ࠬ࠻ᜰ␜
⏛᳇ࠦࡦࡄࠬో〒㔌
㨬ᗧߩ⺋↪ߦߪ෩ߒೃ⟏߇⺖ߖࠄࠇࠆߎߣ߇ࠅ߹ߔ㨭ߣ߁⸥ㅀ

•

ⵝ⟎ߩㅧߪㆡಾߥ⚛᧚ࠍ↪ߡⴕᧄޔߪⴣ᠄ޔᝄേߩᦼᤨޔᓇ㗀ޔ
㔎ޔᶏ᳓ߩߒ߱߈ߩߢࠬࡎޔᵞᵹߒޔㆊᐲߥᾲྃޔઁߩߘߚ߹ޔᶏ
ߢޔ㔺ߒߚ↲᧼ߢߎࠅ߿ߔⅣႺ᧦ઙߢ߽ޔᶏᵗⅣႺߢ⏕ታߦ
േߔࠆࠃ߁⸳⸘ߐࠇޕࠆࠇࠄߡ┙ߺ⚵ޔ

•

ᄖⵍߦߪ⠴ⴣ᠄ᕈߩ⚛᧚ࠍ↪ࠆ߽ߩߣߔࠆߪ᧚⚛ޕᄥ㓁శߦ㐳ᤨ㑆ᤴߐ
ࠇࠆߎߣߦࠃࠆഠൻߦኻߔࠆ⠴ᕈ߇ࠅޔᶏ᳓߿ᴤߦㆊᐲߦᓇ㗀ߐࠇߥޕ

•

㔚ሶ⊛ߥㇱຠߪಝ⚿ࠍޔ㜞Ḩᐲߩ᧦ઙਅߦ㐳ᤨ㑆ࠆߎߣߢ↢ߓࠆ⺋
േࠍ㒐ߋߚߩ⼔߇ߥߐࠇࠆ߽ߩߣߔࠆޕ

៨᳁ࡑࠗ࠽ࠬ 30 ᐲ㨪ࡊࠬ 70 ᐲ(⪇᳁ࡑࠗ࠽ࠬ 22 ᐲ㨪ࡊࠬ 158 ᐲ)

•

ㅍାᯏߪᦨޔᄢജߢㅍାࠍⴕߞߡࠆߣ߈ߦߩ࠽࠹ࡦࠕޔ⍴⛊࿁〝߽ߒ
ߊߪ㐿࿁〝ߦࠃࠆ࠳ࡔࠫࠍ㒐ߋߚലᨐ⊛ߥ⼔߇ߥߐࠇࠆ߽ߩߣߔࠆޕ

᳇߅ࠃ߮⠴ਭᕈⷐઙ

•

ή✢ᮡ⼂ߪኈᤃߦ㈩ߢ߈ࠆ߽ߩߣߔࠆޕ

•

ⵝ⟎ߪ㒐᳓ߩᣉߐࠇߚනߣߒߡㅧߐࠇޔᄖⵍߪޔⓨ᳇ᵈᑼߩᢇࡏ
࠻߿ోⵝౕޔPFD(ᢇ⢵)ࠍ࠻࠶ࠤࡖࠫࡈࠗޔ⎕៊ߐߖࠆᕟࠇߩ
ࠆ㍈⓭‛(ࠕࡦ࠹࠽ࠍ)ߩߥṖࠄ߆ߥ࠺ࠩࠗࡦߣߔࠆޕ

•

ᧄߪ᳓㕙ߦᶋߊߚߦචಽߥᱜߩᶋജࠍᜬߟ߽ߩߣߔࠆޕ

•

ߍߪⰯశߩࠝࡦࠫ߿㤛⦡ߥߤޔචಽߦ⋡┙ߟ⦡ߦߔࠆޕ

⸥ߩ⹜㛎ߪ IEC ⷙᩰ 60945 ߦⷙቯߐࠇߡࠆ㗅ߦⴕࠊࠇࠆ㧦
ੇᾲ⹜㛎

•

Ḩᾲ⹜㛎

•

ૐ᷷⹜㛎

•

ᾲⴣ᠄⹜㛎

•

⪭ਅ⹜㛎

•

ᝄേ⹜㛎

•

ᶐẃ⹜㛎

චಽߦ⋡┙ߟ⦡ઃ߈(Ⱟశߩࠝࡦࠫ߿㤛⦡ߥߤ)ޔ㒐⣣ടᎿ߇ᣉߐࠇߚ⠴
ᡂᕈߢޔᶋജߩࠆᦨૐ 2m ߩ࠹ࠩ(ଥ⇐⚌)ߩࠩ࠹ޕ⎕ᢿ߭ߕߺߪ 120N
એߩ࠹ࠩࡐࠗࡦ࠻ࠍޔߪߚ߹ޕ

•

ᄥ㓁⹜㛎

•

⠴ᴤᕈ⹜㛎

•

⣣㘩⹜㛎

ࡀ࠶ࠢࠬ࠻࠶ࡊ߿ࠬ࠻ࠬ࠻࠶ࡊߥߤߩੱ↪࠹ࠩⵝ⟎ޕ

•

㕒㔚㔚ߦኻߔࠆ∉ᕈ⹜㛎

ή✢ᮡ⼂ߪએਅߩߕࠇ߆ࠍ߃ߡࠆ߽ߩߣߔࠆޕ

•

ᧄⵝ⟎ߪ៤Ꮺ↪ⵝ⟎ߩߚߩ IEC ⷙᩰ 60945 ߦᜰቯߐࠇߡࠆ᳇߅ࠃ߮⠴ਭᕈ⹜
㛎ߦวᩰߒߡࠆޕ

•

࠹ࠩ(ଥ⇐⚌)ߩขࠅઃߌ

•

▤᷷ᐲ
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⪭ਅ⹜㛎ߢߪޔหߓⵝ⟎ߩࠨࡦࡊ࡞ 3 ߟࠍหᤨߦ⪭ਅߐߖࠆߎߣ߇ࠆޕ
⏛᳇ࠦࡦࡄࠬో〒㔌
ή✢ᮡ⼂ߪޔേߒߡߥߣ߈ߦޔIEC ⷙᩰ 60945 ߦⷙቯߐࠇߡࠆ⏛᳇ࠦࡦࡄࠬ
ో〒㔌⹜㛎ࠍⴕ߁߽ߩߣߔࠆޕ
એ
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