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CEP100

警告

（使用）

1. ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
2. EPIRB は緊急遭難時以外に使用しないでください。誤発射した場合は捜索救助機
関に多大な迷惑をかける原因になります。
3. 遭難時は EPIRB 本体を水から引き上げないで下さい、遭難信号の送信が停止し
捜索救助活動に混乱を招く原因になります。
4. 海面に投下する場合は高さ 20ｍ以内にしてください。海面が凍結している時は
絶対に投下しないでください。本機破損の原因となります。もし遭難信号を誤っ
て送信したとき、送信していることに気付いた際は直ちに以下の措置をとってく
ださい。捜索救助機関に多大な迷惑をかける原因になります。

1.

速やかに送信を停止する。

2.

海上保安庁へ次の事項を通報してください。
・船名、船種、船籍
・EPIRB の海上移動業務識別（MMSI）
・発射位置（発射を停止した位置）および時刻
・発射原因
・EPIRB の型式、製造番号、製造年月

通報先
1.

海上保安庁

警備救難部

電話 03－3591－6106
2.

最寄りの海上保安部

管理課

運用指令センター

国際テレックス 222－5193

JMSAHQ J

CEP100

警告

（装備）

1. 本体に表示している船名、MMSIが船舶の名称および与えられたMMSIと合致して
いることを確認してください。遭難時はEPIRBの船名、MMSIをもとに情報収集し
救助体制が整えられ実行されます、誤った船名、MMSIでは適切な救助ができな
い原因になります。
2. 船名、MMSIが異なっている場合はお手数ですがお買い求めの販売店もしくは弊
社に正しい船名、MMSI を書き込むよう依頼してください。
3. コンパス等磁気の影響を受けやすいものから2ｍ以上離してください、また強い
磁界の発生する場所には絶対に装備しないでください。
4. EPIRB の自動離脱装置への取り付は正しく行ってください、遭難時 EPIRB が自動
離脱しない原因となります。

警告

（整備）

1. 本機の整備はお買い求めの販売店もしくは弊社に依頼してください、緊急遭難
時に使用するので整備には万全を期す必要があります
2. EPIRB は定められた期間ごとに国土交通省が認めたサービス･ステーションで整
備を受けてください、機器に異常があると非常時に動作せず捜索救助機関に通
報できなくなる恐れがあります。
3. 水センサー端子に汚れが付着している場合は定期的に清掃してください、水面
に浮揚しても遭難信号が発射されない原因となります。

警告

（廃棄・売船時）

1. 不要となった EPIRB はお買い求めの販売店もしくは弊社に廃棄の依頼をしてく
ださい、不適切な廃棄処理をすると不要となった EPIRB から電波が発射され捜
索救助機関に多大な混乱を招く原因になります。
2. 交換後、不要となった電池はショートさせたり、他の用途に使用しないでくだ
さい.お買い求めの販売店もしくは弊社に返送し廃棄の依頼をしてください.
3. 船舶の売船時はお買い求めの販売店もしくは弊社に MMSI の書き換えや船舶への
搭載許可、新船への搭載などを依頼してください。誤発射をおこしたり遭難時
に実際と異なる救難信号を発射したりして、捜索救助機関に多大な混乱を招く
原因になります。その際、船舶の所有者自身も管海官庁から厳重注意を受ける
こともあります。

CEP100
1. 説 明
1.1 製 品 概 要
CEP100（406MHz 衛星 EPIRB）は、海上での捜索、救出を求めるために用いられます。
CEP100 は、IMO SOLAS（GMDSS）と Cospas-Sarsat 技術規格（T.001）に適合するように設
計されています。
CEP100（406MHz 衛星 EPIRB）は 121.5MHz と 406MHz の 2 種類の遭難信号を 48 時間以上、
送信します。
GPS 受信機内蔵の CEP100 は、GEO 衛星を使って精度 10 メートル以下の自船位置を含む信
号を発射します。 遭難した際、信号はローカル・ユーザーターミナル地上受信局
（LUT）に中継されます。ミッション・コントロール・センター（MCC）経由で SAR 活動
を行う救助調整センター（RCC）に中継され迅速な捜索、救出行動に入ります。
自動離脱装置は水深 4ｍ以内で、水圧センサー装置（HRU）によって CEP100（406MHz 衛星
EPIRB）を自動的に離脱します。

特徴
GPS レシーバー内蔵で高い位置精度
GMDSS に適合
小型で軽量な設計
406MHz、121.5MHz の 2 周波数対応
小型、軽量化による容易な装備
シンプルな構造と簡単なメンテナンス
耐錆、耐劣化構造
MED・HK 型式承認品
リチウムイオン電池有効期限 5 年(交換用電池キットを用意)
水圧センサーユニット有効期限 2 年(交換用キットを用意)
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CEP100
構成

a) アンテナ
b) 動作 LED
c) 表示灯
d) GPS ｱﾝﾃﾅ

e) セレクトスイッチ
Test/Ready/On

f) 水センサー
g) 曳航ロープ

[ CEP100 本体]

h) ロックピン
j) 水圧センサー

[ 自動離脱装置 ]
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CEP100
a) アンテナ

121.5MHz・406MHz 信号送信用。

b) 動作 LED 全部で 4 つの LED が両側にあります。
121.5MHz と 406MHz LED、遭難信号が送信されるとそれぞれが点滅します。
バッテリーLED はバッテリー電圧が少なくなったときに点灯します。
GPS LOCK LED は、GPS が衛星から信号を受信し測位したときに点灯します。
c) 表示灯

CEP100 が起動しているとき強い LED ストロボで 3 秒毎に光ります。

d) GPS アンテナ

GPS 信号受信用。

e) セレクトスイッチ

EPIRB を手動でコントロールすることができます。

●「READY」中央 通常、この位置で設定されています。
●「テストモード」左側 本体の機能チェックが実施できます。
●「ACTIVATE」右側 手動にて強制起動して、遭難信号を送信します。

f) 水センサー EPIRB の自動起動装置です、水センサーが水を検知してから自動的に遭
難信号を送信します。左右に 1 個づつあります。

g) 曳航ロープ

遭難時に CEP100 本体を浮器や生存艇などにつないで使用します。

h) ロックピン 水圧センサー（HRU）と自動離脱装置を固定しています、EPIRB を取り
出す時は穴からピンを引き抜いてください。水圧センサーは樹脂製です、不用意な衝
撃や応力が加わると破損する恐れがあります、ご注意ください。

i) 水圧センサー(CHR110)
水面から 2ｍから 4 メートル未満で自動的に離脱装置のカ
バーを分離し EPIRB を水面上に浮揚させます。
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CEP100
1.2 諸 元 表

型式

本体：CEP100
自動離脱装置：

外筺材

ABSプラスチック

色

黄色

耐水性

水深 10ｍに 5 分間放置後、異常なし

衝撃

高さ20ｍから2回水面上に自由落下

動作温度

-20℃から+55℃

保管温度

-30℃から+70℃

動作

48時間以上

質量

本体：0.875 kg 自動離脱装置：1.45kg

寸法(高さ)

本体:405.7 mm 自動離脱装置 : 416.3mm

寸法(幅)

本体:120.4 mm 自動離脱装置 : 176.6mm

寸法(アンテナ長)

199 mm

送信周波数

406.037MHz

送信出力

5W ± 2dB

406 MHz

送信時間

520ms

送信機

伝送速度

400bps

変調方式

位相変調（±1.1radian ±0.1）

符号形式

バイフェーズ L

送信周波数

121.5MHz

送信出力

50mW ±3dB PERP

変調方式

振幅変調

変調周波数

300Hz～1600Hz

掃引周期

2Hz～4Hz

アンテナ

内蔵型パッチアンテナ

中心周波数

L1-1575.42MHz

捕捉衛星数

12

周波数

121.5MHz・406.037MHz

特性

無指向性・垂直偏波・VSWR1.5以内

一般

121.5 MHz
送信機

GPS受信機

アンテナ
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CLASSⅡ

±1KHz

±1%

±6.075KHz

CEP100

電池

表示灯

型式

CBT120

電圧

10.8V

種類

リチウム電池

有効期限

装備後5年間

種類

白色LED

有効期限

輝度0.75カンデラ以上

3.6Vｘ3セル
(Li/SOCI2)

1分あたり20回
水圧センサー
(CHR110)

起動

有効期限

装備後2年間

動作水深

1.5ｍ以上4.0ｍ以下

有効期限

装備後2年間

自動

EPIRB本体が自動離脱後水を検知して起動

手動

セレクトスイッチをONにして起動

[5]

CEP100

2. 装 備
本機を装備する際は以下の事項に注意して装備してください。
直接波浪を受けない場所
自動離脱の際に動作を妨げない場所
作業や通行の邪魔にならない場所
緊急時すぐに持ち出せる場所
手動でも操作が容易に行える場所
水平に装着できる場所
床面より 40cm 以上の間隔が維持できる場所
漁具やクレーンによりダメージが加わらない場所
磁気コンパスなどから 2m 離れた場所
レーダーアンテナから 2ｍ以上離れた場所
盗難やいたずらされにくい場所

2.1 自 動 離 脱 装 置 の 取 り 付 け
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CEP100
取り付け穴を加工する際は、寸法ガイドとして自動離脱装置の背面プレートを使ってく
ださい。
1.

4 箇所の取り付けボルト位置は背面プレートを使ってマークしてください。

2.

マークした場所へ穴あけします。

3.

タップを切る場合は十分に深くまで切ってください。

4.

取り付けボルトを使用する場合は壁面から 40mm 以下としてください。

2.2 自 動 離 脱 装 置 へ の EPIRB 収 納
自動離脱装置に EPIRB を収納する際は以下の手順に従ってください。
Step 1.

セレクトスイッチが上面を向いていることを確認してください。

Step 2.

EPIRB を自動離脱装置に入れてください。

Step 3.

アンテナが水圧センサーの棒に干渉していないか確認してください。

Step 4.

自動離脱装置の前カバーを装着してください。

Step 5.

ロックピンを水圧センサーの穴に差し込んでください。

EPIRB を入れる

前カバーをはめる

ロックピンを挿入

注意: EPIRBを自動離脱装置に入れる前にセレクトスイッチが中央のREADYにな
っているかを確認してください。収納後もきちんとロックピンが挿入され自動離
脱装置のカバーが固定されているかも確認してください。脱落や誤発射の原因と
なりますので注意してください。
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3. 運 用
3.1 起 動
CEP100 は自動起動と手動起動の 2 種類の方法で起動することができます。 CEP100 が起
動するとき、下記の順序にて遭難信号を送信し始めます。
(1) BATT LED が一度点灯します。
(2) 3 秒毎に表示灯がストロボ点灯します。
(3) GPS データを受信している間、GPS LOCK LED は点滅します。(未受信時は無点灯)
(4) 406MHz のメッセージを送信している間、406MHz の LED が点灯します。
(5) 121MHz の信号を送信している間、121MHz の LED が点灯します。
送信を停止するときはセレクトスイッチを READY にしてください。

警告: 緊急遭難時に手動起動するとき以外はセレクトスイッチをACTIVATE位置にしない
で下さい。いかなる場合でもEPIRB本体が起動して50秒後に遭難信号を送信します。

遭難時 EPIRB が起動した場合や、動作中は下記の条件に注意してください。

・ EPIRB は海面より上にとどまり続けなければなりません。
・ EPIRB は空に向いた場所で動作しなければなりません。
・ EPIRB より上に障害物があってはいけません。
・ 大きな構造物の近くにも EPIRB を置かないでください。
・ 救命いかだにおいても、できるだけ高い位置に EPIRB を上げてください。
・ 曳航ロープを浮器や生存艇などに EPIRB つないで曳航してください。
・ 動作中にアンテナを手で触れないでください。
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CEP100
自動起動
CEP100 は、浮揚式で設計されています。 船が沈むときは自動離脱装置のふたが開いて、
EPIRB をスプリングにて放出します。自動離脱装置は水センサー装置で制御されます。水
センサー装置が 2～4 メートルの深さに達する前に、ふたを保持するプラスチック棒が切
れます。 プラスチック棒が切れることにより自動離脱装置のふたが開いて EPIRB が放出
され海面に浮揚します。磁気スイッチならびに水センサースイッチで自動的に起動し遭
難信号を送信します。

EPIRB 自動送信
EPIRB が浮きます

水深 2～4ｍで水圧
センサーのシャフ
トが外れます

離脱装置の上部カ
バーが外れます

1. 船が沈むとき、自動離脱装置の中は海水でいっぱいになります。自動離脱装置が水面
から 2～4 メートルの深さの下に沈む時に水圧センサーが作動します。水圧センサー
はプラスチック棒を切ります。
2. 自動離脱装置の上部カバーが外れてからバネの応力により EPIRB を押します。
3. 磁気スイッチが外れ EPIRB が水センサーにより自動的に起動します。
4. EPIRB は海面に浮揚し遭難信号を送信し続けます。
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CEP100
手動起動
水面下沈まない場合や差し迫った危険で手動で EPIRB を起動させるときは EPIRB を自動
離脱装置から出してください。 EPIRB を自動離脱装置から出す手順については第 3.5 節
を参照してください。
自動離脱装置から EPIRB を取り出したら、下記の手順で手動起動します。

EPIRB を出す

赤いｽﾄｯﾊﾟｰを引き上げて
折り、右いっぱいまでス
ライドさせる

送信開始

(1) できるだけアンテナが垂直になる場所を選んで使用ください、また周辺に障害物が
無く上空にも妨げが無い場所を選んでください。
注： EPIRB が金属壁や構造物の近くであったり、手でアンテナ触ってしまうと衛星向け
にきちんと遭難信号が届かない場合が発生します。
(2) 赤いｽﾄｯﾊﾟｰを引き上げて折り、右いっぱいまでスイッチをスライドさせます。
(3) EPIRB が起動し遭難信号を発射します。

3.2 テ ス ト モ ー ド

EPIRB を出す

左いっぱいまでスライド
させる
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テストモード開始

CEP100
左いっぱい(TEST)までセレクトスイッチをスライドさせます。
テストモードが開始します、以下の順序で動作を確認してください。
(1) BATT LED が一度点灯します。
(2) 表示灯ストロボが点滅開始します。
(3) BATT LED と 406MHz LED が一度点灯します。
(4) 121MHz LED が一度点灯します。
(5) BATT LED が一度点灯します。
確認が終了したらセレクトスイッチを中央の READY に速やかに戻してください。

注）セルフテストはテスト用に許可された遭難信号を 1 バーストのみ送信します、繰り
返しのテストは絶対に行わないで下さい。
テストは衛星での処理の軽減のため、必ず毎時 0 分～5 分の間で実施してください。
衛星 EPIRB は定期検査等で累計 2 時間以上送信した場合、そのリチウム電池は交換
しなければなりません。これは緊急時に必要とされる 48 時間動作するのに必要な容
量を確保するためです。リチウム電池交換については第 4.3 節を参照してください。

3.3 自 動 離 脱 装 置 か ら の 外 し 方
CEP100 を自動離脱装置から外す手順は以下の通りです。.

ﾛｯｸﾋﾟﾝを引き抜きます

自動離脱装置の上
面ｶﾊﾞｰを外します
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EPIRB を外します

CEP100
4. 保 守 ・ 点 検
4.1 本 体 の 清 掃
CEP100 は本体に樹脂を材料に使用しています、樹脂材料は塗料の溶剤やアルカリ性洗剤
などの影響を受けやすい性質を持っています。
船体の整備時、機器の清掃を行うときには十分に注意してください。
船体の塗装、補修などの本体に塗料が付着する恐れのあるときは覆いをするなど十分な
養生をしてください。
高圧洗浄などで船体を清掃するときも CEP100 を自動離脱装置ごと外すなどの処置をし
て洗浄液がかからないよう注意してください。
清掃方法
(1) CEP100 および自動離脱装置は温水（ぬるま湯）に濡らしたやわらかい布で丁寧に拭
いてください。
4.2 水 セ ン サ ー 端 子 の 清 掃
CEP100 は自動離脱した際、水センサーにより水を検知して遭難信号を送信します。
自動離脱装置に収納されていても水センサー端子に汚れが付着することもあります、水
センサー端子に汚れが付着している場合、正常に水を検知できずに起動できない可能性
があります。
また、海水等の影響により水センサー端子に大量の塩分が付着している場合など降雨や
清掃の際に水がかかり、悪い条件が重なるとセレクトスイッチが READY のままでも
CEP100 を自動離脱装置から外すことにより磁気スイッチが OFF となり遭難信号が発射さ
れる恐れもあります。
清掃方法
(1) CEP100 のセレクトスイッチが READY になっていること、本体が濡れていないこと
を確認してください。
(2) CEP100 を自動離脱装置から外してください。
(3) 水道水などの真水で濡らしたやわらかい布で丁寧に拭いてください。
(4) 拭く際に左右の水センサー端子を同時に布にあたらないように片側ずつ拭いてくだ
さい。
(5) きれいになったことが目視確認できましたら CEP100 を自動離脱装置に取り付けて
ください。
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CEP100
4.3 水 圧 セ ン サ ー （ CHR110） 交 換
水圧センサー(CHR110)の有効期限は装備後 2 年です。
有効期限を過ぎた水圧センサーを装備されていた場合自動離脱装置から正常に EPIRB を
放出できなくなる恐れがあり、遭難信号を送信できなくなる原因となります。有効期限
は水圧センサー上で記載されています。水圧センサー交換は下記に従ってください。
(1) 自動離脱装置のロックピンを引き抜き、上カバーを開けてください。
(2) 自動離脱装置の 4 本の固定ネジのネジを抜いてください。
(3) 自動離脱装置の後ろから水圧センサーを取り外してください。
(4) 2 年後の有効期限を新しい水圧センサーのステッカーに記入してください。
(5) 自動離脱装置の後ろから新しい水圧センサーを装着してください。
(6) 自動離脱装置取り付け、EPIRB を収納してください。
(7) 上カバーを閉じてロックピンを挿入してください。

自動離脱装置を外し
後から水圧センサー
を抜く

新しい水圧センサーに 2
年後の年月を記入する

新しい水圧センサー
後から挿入する

水圧センサーの交換は必ず、お買い上げの販売店もしくは弊社までご連絡ください。
お客様による交換は絶対に行わないでください。
国土交通省が認めたサービス・ステーションの有資格者以外の交換はできません。
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CEP100
4.4 リ チ ウ ム 電 池 の 交 換
リチウム電池の有効期限は装備後 5 年です。
有効期限は CEP100 本体に表示記載されています。有効期限を過ぎて使用なされないよう
に定期的にチェックしてください。
有効期限を過ぎたリチウム電池を装備されていた場合正常に遭難信号を送信できなくな
る恐れがあり、48 時間遭難信号を送信できなくなる原因となります。
セレクトスイッチを ACTIVATE にする赤いストッパーが折れていると手動起動により遭難
信号を送信したとみなされリチウム電池の交換が必要となります。
定期検査等により送信累計時間が 2 時間を超過した場合も交換が必要です。
リチウム電池の交換は必ず、お買い上げの販売店もしくは弊社までご連絡ください。
お客様による交換は絶対に行わないでください。
国土交通省が認めたサービス・ステーションの有資格者以外の交換はできません。

4.5

衛 星 EPIRB の 耐 用 年 数 （ 寿 命 ）

衛星 EPIRB の耐用年数は 7 年です(7 年ごとに新品に交換することをお勧めします)。
衛星 EPIRB は、沈没時に遭難位置を知らせるため、自動的に本船から離脱・浮上し、自
動的に遭難電波を発射する機能を有しています。このため、浮上するときに周囲に障害
物が少ない甲板部などに設置されます。ここでは風雨、波浪、直射日光にさらされるた
め、長い年月においては保守整備を行っても性能の劣化は避けられません。
衛星 EPIRB の機能の一部は保守整備時の使用部品の交換で復旧しますが、交換保守の際
に多額の費用が発生することがあります。特に筐体は耐候性のあるプラスチック系の材
質を使用していますが、風化によるケースの変質や微小の亀裂が生じると、水の浸入に
よる故障の原因になります。これを交換するには多額の費用が発生します。
装備後約 7 年を経過した衛星 EPIRB においては、部品交換を主とした保守を継続したと
きの費用と、機器の新替えの費用を比較した場合、機器の新替えの方が安価であり、機
器の信頼性も飛躍的に向上します。
つきましては、装備後 7 年に近づいた衛星 EPIRB について、定期検査、定期保守の結果
により機器の交換をお勧めする場合があります。人命の安全確保のためにも、衛星 EPIRB
に耐用年数(寿命)があることをご理解いただき、早めに新品交換することをお勧めいた
します。
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