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安全運用指針 / 雪崩ビーコン

雪崩ビーコン

バリーボックス安全運用指針には、バリーボック
スビーコンの安全な利用に関する内容が含まれ
ています。この文書は、バリーボックスパルス及
びバリーボックスエレメントのユーザーズマニュ
アル、レファレンスマニュアルの他、バリーボック
スの法令に関する指針、そして長年の民間組織
、軍事用途での実践から得られた知識に基づい
て作成されました。この文書は、ユーザーズマニ
ュアルに代わるものではなく、補足的なものとし
て、特にプロフェッショナルなユーザーや雪崩安
全に関わる組織の方々に役に立つことでしょう。

バリーボックスでは、人命救助に関わりうる装置
の安全性に関しては、重大な注意をもってしか
るべきであるので、ビーコンの安全性に関して、
細部にわたって厳密に見る必要があると考えて
います。従って、この安全運用指針には、非常
に稀にしか起こらないような問題であっても、起
こりうるものであれば、皆さんが知っておくべき
であるので、記載されています。特に、多数のビ
ーコン使用者を率いるような人には是非とも知っ
て頂きたい内容です。
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1.        基本的な確認事項：ビーコンの正常な動
作のために

ビーコンが正常に動作することを確認する、基
本的な安全確認事項には5つの段階があります
。

1.1       ビーコン本体と装着用ベルトの物理的損
傷の確認を行なう

ビーコン本体に損傷があると防水性を損なうこ
とがあり、粘り気のある食べ物のカスがスイッチ
に付着すると、正常に動作しなかったり、突然電
源がオフになってしまうことがあります。従って、
定期的にビーコンに損傷がないか確認する必
要があります。詳しくは「6.1重要な日常点検項
目」をご覧ください。

1.2       電源を入れたら必ずセルフテストの結果
と電池残量の表示を自分で確認する

セルフテストは基本的なテストです。

マニュアルに記された電池残量レベルになって
いたら、電池を交換してください。詳しくは「2.電
池」の章をご覧ください。
電池を交換する際には、電池ならびに電池端子
をよく見て、何も汚れていないこと、腐食や液漏
れのないことを
確認して下さい。腐食や液漏れのある装置や電
池は使用してはいけません。

1.3       グループテスト

入山の際に行われるグループテストは、安全確
認事項の中でも非常に重要なポイントです。な
ぜなら、他のビーコンや他の人による、独立した
第三者による確認となるからです。
グループテストによって人為的なミスや機器の
不具合を入山時に発見することができます。
詳しい手順については、レファレンスマニュアル
の「グループテスト」の項目をご覧ください。
近年発売された3本アンテナのビーコンだけのグ
ループであれば、ここで示されている安全確認
事項の考え方がとられているので、シングルグ
ループテストを行なうだけで問題ありません。そ
れは、パルスバリーボックスやエレメントバリー
ボックスなどの最新の3本アンテナビーコンでは
、セルフテスト結果が正常なのにもかかわらず

送受信に不具合があるということは極めて考え
にくいからです。古いビーコンや、ユーザーによ
ってどのようなメンテナンスが行われてきたかわ
からないビーコンを含むグループの場合は、新
たなグループで山に行く度にダブルグループテ
ストを行ない、その後1週間ごとにも行なうことが
推奨されます。

1.4       定期的なバリーボックスオフィシャルサ
ービスセンターもしくはバリーボックステ
スターによる点検

「6.2バリーボックスサービスポイント」の章に記
されるメンテナンス期間を経たら、それぞれのビ
ーコンを「バリーボックステスター」というテスト
機器によって厳密なチェックをしなければなりま
せん。
テスターによるチェックは、セルフテストやグル
ープテストより包括的かつ精密なものです。ビー
コンは人命救助に関わる機器ですので、予防的
メンテナンスとテストによる確認は非常に重要で
す。悲劇を生み出す故障が発生する可能性が
高くなる前に、潜在的な問題を発見し、適切な
手段を講じられるようにしておかなければならな
いからです。

1.5       最新のファームウエアにアップデートす
る

ファームウエアのアップデートによってビーコン
の性能や使用感、全体的なパフォーマンスがよ
り良いものになります。アップデートによって、レ
スキューセンド機能のようなユーザーの安全性
を向上させる新機能が追加されることもありま
す。それ故、最新のファームウエアのアップデー
トがリリースされた際にはバリーボックスオフィ
シャルサービスセンター、もしくは販売店でのア
ップデートを行なうことが推奨されます。
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電池

2.         電池

アルカリ電池（型式LR03/AAA）がエレメント・パ
ルスに、リチウム電池（型式LR91/AAA)はパル
スのみに使用できます。市場には非常に多くの
種類の電池が出回っていて、特にアルカリ電池
に関しては、各ブランド、各モデルの性能の差
が大きく、流通している最も高品質な電池と最低
レベルのものとの差は歴然たるものがあります
。
信頼性の高い電池を使うことで、ビーコン運用
の安全性を格段に高めることが出来ます。確実
な電源供給のためには、3本の電池が必要で、
しかも電池とビーコンの電池端子が接する部分
がきれいでなければなりません！さらに言えば
、電池端子が電池の両極としっかりと接している
ことが不可欠なのです。
電池を覆う外皮が電池のマイナス極の金属より
も飛び出していないか、気をつけて見て下さい。
電池の規格にはそれに関する規定がないので、
確かめてみる価値はあります。

       ✔         ✘         ✘
図 1
左：電池のマイナス極の金属接点がきちんと出
ており、しっかりと接触している。
中：電池のマイナス極の金属接点が内側に入り
こんでいて、かろうじて接触している。
右：電池の外皮・被覆がマイナス極の金属接点
よりも外へ飛び出しており、接触力を著しく弱め
ている。

ビーコンは3本の電池を直列つなぎで使うため、
その中の1本の電池、もしくは1箇所の端子が接
触不良を起こすと、電源異常になってしまいま
す。そこで、3本の電池は同じ種類、同じ古さ、
同じ容量のものを使用し、3本同時に交換するこ
とが重要です。

NegativeNegativeNegative

電池端子は、常に汚れや腐食がないようにして
ください。必要であれば、後述する方法で手入
れをすることができます。全般的に、電池を涼し
くて乾燥した場所に保管することが大事です。
湿気はいつでも腐食を生み出す機会を狙ってい
ます。

2.1       電池残量インジケーター

2.1.1    アルカリ

ビーコンの電源を入れた際の電池残量インジケ
ーターは、同じ電池を使っても違う結果になるこ
とがあります。25度の温度で40％の残量を示し
た時、同じ電池で-15度では残量20％に届くか
どうかというレベルになります。これは、電池の
エネルギー供給能力が温度に依存することによ
ります。電池の容量自体は温度によって変化し
ませんが、電池がエネルギーを送り出す力は、
電池の温度が下がると直ちに弱まってしまうの
です。

2.1.2    リチウム

リチウム電池の性能、および非常に低温の環境
でも高い電流を送り出す能力は、アルカリに比
べて温度による低下が非常に小さくなっていま
す。このことは、特に捜索時に差を生みます。そ
れは、ビーコンが最も低温にさらされ、すぐに使
えるエネルギーを最も必要とする時だからです
。

リチウム電池の装填（パルスバリーボックスの
み対応）
ビーコンにリチウム電池が新たに装填されたの
を検知すると、電池残量カウンターは100％にリ
セットされます。リチウム電池の残量を表示する
ために、装填されてから使用されたエネルギー
を差し引く計算をしています。リチウム電池モー
ドの状態で電池を装置から取り出すと、電池残
量の値がメモリーされます。その後、再び電池を
装填した際には、今装填された電池が前と同じ
ものである（すなわちビーコンはメモリーされた
電池残量からの引き算を継続する）のか、もしく
は新品の電池である（カウンターを100％にリセ
ットする）のかについて、ビーコンがユーザーに
確認するように指示をします。
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上記のような確認機能はありますが、混乱を避
けるためにもリチウム電池を使用する際には、
電池交換の必要になる残量レベルになるまで、
電池ボックスから取り出さないことが推奨されま
す。

2.2       電池の交換

2.2.1    一般論

電池残量が少なくなればなるほど、急激な電圧
の低下や逆負荷などの電池の不具合が起こり
やすくなります。アルカリ電池の場合、電池残量
の低下とともに、液漏れの確率が高くなります。

電池を交換したら、必ず電池とビーコンの電池
端子との接触を確認し、腐食や異物、液漏れの
兆候がないかを確かめて下さい。新しい電池に
液漏れがある場合には、絶対にその電池を使
用せず、すぐに同時に購入したすべての電池を
チェックして下さい。

新しい電池を入れたら、そのまま保管せずに、
必ずビーコンの電源を入れてください。パルスバ
リーボックスの場合、電子コンパスの較正も行な
って下さい。パルスバリーボックスでは、電池の
交換を検知するために、常に電池をモニターす
る機能が組み込まれています。一度コンパスの
較正を行えば、その後の保管時の電池消費は
無視できるようなレベルになります。しかし、較
正前の段階では、電池残量に大きな影響が出
てしまうような浪費が生じてしまいます。

送信モードにおいて電池残量が突然低下するよ
うな電池や、新品なのに電池を装填して残量
99％に達しない電池は、すぐに取り替えて下さ
い。しかし、ビーコンを捜索モードで、特に低温
下で長時間使用した場合には、残量が急激に
低下することもあります。

2.2.2    アルカリ

通常の使用では、アルカリ電池は残量40％（温
度20度で測定）で交換することが推奨されます
。

2.2.3    リチウム

通常の使用では、リチウム電池は残量30％で
交換することが推奨されます。

2.2.4    バッテリーの被覆と電池ボックスの清潔
さ

電池端子の清潔さに加えて、電池外皮・電池ボ
ックス内も清潔に保ち、粘り気のあるゴミが付着
しないようにしなければなりません。ビーコン本
体への物理的影響、たとえば物理的な衝撃や
落下は電池ボックス内の電池を微妙に移動させ
ることがあります。電池が妨げなく移動できるよ
うになっていれば、端子のバネの力で元の位置
に戻り、電池の接触が絶たれることはありませ
ん。しかし、粘り気のあるゴミが付着していると、
電池が適正な位置に戻るのを妨げ、接触が悪く
なって電源異常を起こすことがあります。



7

視覚的、機械的健全性

3.         視覚的、機械的健全性

3.1.      堅牢性および衝撃で影響を受けるパー
ツ

バリーボックスには、フェライトアンテナという衝
撃に弱いものが使われています。アンテナはビ
ーコンの中で最も衝撃による破損をしやすいパ
ーツなのでビーコンを最大限の注意を払って扱
わなければなりません。ビーコンに誤ってそのよ
うな衝撃を与えてしまった場合には、バリーボッ
クステスターによるテストを行なうか、サービス
センターにおいて定期点検を受けて下さい。

3.2       液晶スクリーン

液晶スクリーンはビーコンの外面の中で一番衝
撃に弱い部分です。ビーコンを装着する位置に
関わらず、液晶スクリーンは常に体側に向くよう
にして装着して下さい。ビーコンを運搬する時に
は、装着用のハーネスに入れて衝撃に備える
十分な保護をするか、鋭利なものや物理的な圧
力で液晶が損傷しないような形をとってください
。練習でビーコンを埋める際には、十分に保護
をした上で、液晶が下向きになるように埋めて
下さい。液晶および液晶の表示窓の損傷は保
証の対象になりません。
偏光レンズのサングラスやゴーグルを使用する
と、角度によって液晶画面の一部分が暗く見え
ることがあるので注意して下さい。これはビーコ
ンの不具合によるものではありません。

3.3       湿気と水密性

欧州電気通信規格300718号は雪崩捜索機器に
必要とされる防水性について、「常温において
15cmの水の中に1時間沈めた後に、完全に動
作をしなければならない」と定めています。
腐食や電池の放電を避けるため、特に連日ビ
ーコンを使用している際には、夜の間にビーコ
ンと装着用ベルトを乾燥室などの暖かくて乾燥
した場所で乾かしてください。
ストラップを装置の周りに巻きつけると乾燥しに
くくなりますのでおやめください。
イグルーや雪洞での滞在時など、乾燥させるこ
とが難しい場合には、日中に装着している時の
ような、出来る限り体に近い場所でビーコンを保
持して下さい。

3.3.1    液晶画面の結露

湿気の多い環境でビーコンを保管すると、内部
の湿気が増加します。その際にビーコンが冷た
くなると、内部の相対湿度が上昇し、液晶の表
面に結露が生じることがあります。これは故障
ではありません！そのような場合にはビーコン
を乾いた場所に置いておくだけで、液晶のくもり
は消えてなくなります。その際くれぐれも装着用
ベルトのひもを本体や液晶画面の周りに巻きつ
けないでください。

3.4       ビーコンの視覚的、機械的な健全性の
チェック

ビーコンの機械的健全性（構成部品等の劣化
等がなく、正常な状態が保たれていること）を視
覚的にチェックする際には、以下の様な点に焦
点を合わせる必要があります。その際には、「
機能テスト」で用いられ、「機能テストレポート」
の中で述べられているテスト基準と順序に従う
ことになります。

3.4.1    メインスイッチ

➜ メインスイッチが、ロックが解除されている
状態でOFF、SEND、SEARCHの間をスムー
ズに動く

➜ メインスイッチのロック機構がスイッチのそ
れぞれの位置において正しく機能する

➜ 上面の大きなロック解除ボタンを押しただ
けで誤って電源をオフにしてしまうことを防
ぐための、安全ボタンのロック機構が正しく
機能する。この位置を押しただけでメインス
イッチがOFFに動いてしまってはいけませ
ん。ロック解除ボタンと安全ボタンの両方を
同時に押した時のみにOFFの位置に動くよ
うにならなければいけません。
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写真 1

写真1のように、メインスイッチが食べかすや粘
り気のある液体、衣類の繊維、砂、土などで汚
れた場合は、汚れを除去してください。

3.4.1.1 メインスイッチの清掃手順

食べかす等の汚れ、砂糖の入ったお茶、日焼け
止め、泥などの粘り気のある液体によって、メイ
ンスイッチが正常に機能しなくなることがありま
す。誤ってメインスイッチの位置が動いてしまう
こと（例えばSENDからOFF）を防ぐために、スイ
ッチの上面にロック機構が設けられています。メ
インスイッチがスムーズに動かなかったり、2つ
のロックボタンがメインスイッチを確実にロックで
きない場合には、そのビーコンをバリーボックス
サービスセンターに送るか、スイッチを以下の手
順に従って清掃しなければなりません。
ビーコンを上下逆さまに立てて、水を入れた容
器に入れます。水の量は写真2で示す量を超え
てはいけません。この位置で5分間置きます。そ
して、水から取り出し、メインスイッチをOFF-
SEND-SEARCHの3つ全ての位置に数回動かし
ます。この時にロックボタンも使用してください。
残った汚れを水で洗い流し、乾いた布でスイッ
チをくまなく拭いて、上下逆さまにして最低24時
間乾燥させてください。この清掃手順によっても
問題が解決しない場合はバリーボックスサービ
スセンターでの修理が必要です。
清掃の際、薬品の使用や高圧での洗浄を行わ
ないでください。

写真 2
メインスイッチの清掃手順

3.4.2    ディスプレイ

ディスプレイの液晶スクリーンには、情報を読む
のに大きな妨げとなるひび割れが入っていては
なりません。画面が壊れていたりひび割れてい
るビーコンは絶対に使用せず、バリーボックス
サービスセンターで修理をしてください。

3.4.3    本体ケースとサイドボタン

本体のケースにはひび割れが入っていてはなり
ません。サイドボタンなどの柔らか目のゴムの
ようなパーツに穴や他の部分からの浮き上がり
がないか、確認して下さい。

写真 3
上面の右端が破損した本体ケース。このような状態に

なったら、絶対に使用せず、バリーボックスサービスセ

ンターで修理を受けてください。

水

2 mm
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視覚的、機械的健全性

3.4.4    電池ボックスとフタ

電池ボックスがきちんとロックし、清潔で乾燥し
ていることを確認して下さい。写真4のように、電
池ボックスのロック機構が部分的にでも壊れた
り損傷した場合、絶対に使用せず、バリーボック
スサービスセンターで修理を受けてください。

写真 4
電池ボックスのロックが損傷もしくは完全に割れてし

まった状態

写真 5
電池ボックスが損傷すると、フタはきちんと閉まらなく

なります。

写真 6
ユーザーが不適切な道具を使用し、直接ロック用の突

起を押して電池ボックスを開けようとして損壊した例。こ

のような損傷は保証の対象になりません。

図 1
図の位置に道具を差し込み、電池ボックスを開けたり

、フタのロックを解除しないでください。

図 2
リストストラップのフックを利用すると、電池ボックスを

正しく開ける事ができます。

NO

1

2
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3.4.5    電池端子

電池ボックス内の端子と、それぞれの電池の電
極の端子との接触が確実であることは、ビーコ
ン装置の安全、性能、信頼性にとって非常に重
要なことです。接触を確実にするためには、十
分なバネの圧力と、端子の表面に汚れがないこ
とが重要です。

電池端子のテストは、「機能テスト」における視
覚的、機械的チェックに含まれるもので、テスト
手順と機能テストレポートの中に「電池端子」と
して挙げられています。

3.4.5.1 電池端子の機械的健全性とバネの圧力
のテスト

電池端子を曲げないでください。端子に曲がり
や損傷があったり、バネの力が弱い場合は、端
子の交換が必要になりますので、サービスセン
ターに依頼をしてください（「3.4.5.5電池端子の
交換」の項を参照）。

写真 7
新しい電池端子

端子のバネの力が許容範囲に収まっているか
を確かめるためには、端子の本体に接する面と
バネの面（電池に接する面）との間の距離を見
て確認して下さい。バネが端子の本体側の面に
触れていてはいけません。そこが接触している
とバネが縮む力を得られません。高い位置から
の落下などの大きな力を受けると、バネがつぶ
れて変形して戻らなくなってしまい、バネの力が
足らなくなり、端子の交換が必要になります。
本体側の面とバネの面との距離が通常よりも広
くなりすぎたり、バネが力を受けて変形している
場合も、端子には異常な力がかかったというこ
とであり、交換が必要です。
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視覚的、機械的健全性

3.4.5.2 清潔さと腐食

電池端子は、腐食がなく、きれいな状態に保た
れていなければなりません。
端子が腐食している場合には、直ちにサービス
センターで端子の交換を行ってください（「3.4.5.5
電池端子の交換」の項を参照）。端子に腐食が
あると、高い確率で電源供給に関係するトラブ
ルが起こるようになります。下の3枚の写真（写
真8）は、明らかな液漏れの様子を示しており、
端子の交換が必要です。写真15は液漏れが付
着した電源コネクタです。バネの電池端子とは
異なり、2つの主電源コネクタは交換ができない
ので、使用が不可能になり、本体を丸ごと交換
する以外に道はありません。

写真 8
明らかな電池の液漏れが見られる端子

写真9は電池の液漏れではない端子の汚れの
写真です。この写真程度の汚れであれば、以下
に記す手順で汚れを除去することが出来ますが
、汚れを簡単に取り除けなかったり、頑固でしつ
こい汚れであれば、バリーボックスサービスセン
ターで端子を交換してください。

写真 9: 汚れた電池端子

写真10、11は許容範囲内の少々の汚れのつい
たものです。この段階で端子を交換する必要は
ありません。

写真 10:  使用可能な電源端子

写真 11: 使用可能な電源端子
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3.4.5.3 端子の清掃手順

端子に液漏れの影響や物理的な損傷がなけれ
ば、清掃が可能です。液漏れした端子は例外な
く交換しなければなりません。端子をユーザー
が清掃することは問題ありません。以下のよう
なしかたで十分に注意をして、乾いた作業環境
で、端子の表面がよく見えるようにしっかりと明
るく照らして作業を行なってください。
少し湿らせた布を使ってください。薬品や表面を
こそぎ落とすような道具を使わないでください。
水分が多すぎると本体の中に水が入り込みます
のでご注意ください。写真12のように、端子の上
から下に向かって、丁寧に拭いてください。上下
両方向に拭くと、上方向に動かす際に端子のバ
ネに布が引っかかり、端子を外側に曲げて破壊
してしまう可能性があります。拭く際には、バネ
の力で端子が元の圧迫されていない時の位置
に戻る範囲の力をかけてください。一度に2つ以
上の端子を清掃しないでください。

写真 12: 電池端子の清掃

清掃の後、必ず端子が正しい位置にロックされ
ていることを確認して下さい。

写真 13: 正しい位置にロックされていない端子

写真 14
端子はガイドレールの中に正しく横から挿入され、上

部がロック用の爪によって固定されている。
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視覚的、機械的健全性

3.4.5.4 電池の液漏れ

液漏れした電池の液は、電池端子にとって極め
て有害で、非常に腐食を起こしやすくします。現
在使用している電池が液漏れしているのではな
い場合でも、端子に液漏れの形跡が確認できた
場合（写真8を参照）は、過去に使用した電池に
よって端子が損傷している可能性があるので、
端子を交換してください（「3.4.5.5電池端子の交
換」の項目を参照）。もし、写真15のように、回路
基板につながる主電源コネクタが1つでも液漏
れの影響を受けた場合は、将来的に予兆無く動
作異常を起こす可能性があるので、そのビーコ
ンは丸ごと交換しなければなりません。このよう
に、電池の液漏れの徴候のあるビーコンについ
ては、厳格に使用を認めない立場をとっていま
す。

写真 15: 液漏れの影響を受けた主電源コネクタ

アルカリ：
液漏れの確率は、電池の品質、古さ、放電レベ
ルによって変わってきます。電池が古ければ古
いほど、また電池残量が少なければ少ないほど
、液漏れによるトラブルの発生可能性が高くなり
ます。
長い間使用しない期間（夏の間など）には、液
漏れの可能性を防ぐ為に必ず電池を取り外して
ください。

リチウム：
リチウム電池が漏れを起こすことは極めて稀で
あり、低レベルの残量まで使用することが出来
ます。（2.1.2および2.2.3リチウムをご参照くださ
い）

3.4.5.5 電池端子の交換

バリーボックスサービスセンターで装置のテスト
を受け、端子の交換ならびに必要なら他の部品
の交換を行なってください。
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4.         操作と警告メッセージ

4.1       ビーコンを送信モードにする

4.1.1    スイッチのロック位置
           
バリーボックスビーコンは、スイッチがSENDの位置に

カチッとロックされる前に、電気的に電源が入り、送信

モードに切り替わります。従って、スイッチがSENDの

位置に正しくロックされたことをしっかりと確認すること

が重要になります。

4.1.2    装置をOFFからSENDに切り替える

メインスイッチをOFFからSENDに切り替える際
には、マニュアルに記載されているように上部
のロック解除ボタンを押しながら動かす必要が
あります。メインスイッチを損傷させないために
、解除ボタンを押さずにある程度の力をかけた
場合にもOFFからSENDへとスイッチが動くよう
にできています。しかし、この機能はあくまでも、
バックパックに入れて運んでいる時などに、期
せずしてスイッチに力がかかってしまった場合
のスイッチの損傷を防ぐためのものであるので
、日常的にロック解除ボタンを押さずに電源をい
れないでください。繰り返し行なうとスイッチを損
傷する恐れがあります。

4.2       警告メッセージ

バリーボックスは、ビーコンの性能を一時的もし
くは恒久的に低下させるような問題が生じた時
には、即座に分かりやすくユーザーに知らせる
ような戦略を取っています。
レファレンスマニュアルの「トラブルシューティン
グ」の項をお読みください。大部分の警告メッセ
ージはビーコンの性能に悪影響を与える外的な
干渉によるものだとお気づきになるでしょう。例
えばSENDモードの際に金属の物体や電気製品
がすぐそばに携行されている場合です。警告メ
ッセージが外的な干渉によって一時的に引き起
こされて発せられているのか、それとも警告が
装置の恒常的な問題について示しているのか、
これらを区別できることが重要です。装置が警
告メッセージを発したら、まず外的干渉によって
メッセージが出た可能性を検討してください。「5.
電波の干渉」の項目では、干渉を引き起こしうる
様々な要因を列挙してあります。発せられた警
告メッセージが持続的な技術的問題によるのか
、単に外的な干渉によるのかを判断するために
は、次の手順に従ってください。

1: 電源スイッチをOFFにして、完全に電源が
落ちるまで待つ。

2: 干渉が起きない環境（手でビーコンを持っ
て腕を伸ばし、体や金属製の物、電気製品
から離す）で再び電源を入れる。

3: セルフテストがOKであれば警告メッセージ
は外的な干渉によって起きていたということ
なので、干渉を避けること以外に特にすべ
きことはありません。

4: セルフテストで再び警告メッセージが出たら
、ビーコンには恒常的な問題があるというこ
とになり、マニュアルの「トラブルシューティ
ング」の項目に示されている手段を講じる
必要があります。
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電波の干渉

5.         電波の干渉

5.1       はじめに

電子機器は、各国の法制に応じて異なる基準や
規格に適合している必要があります。そのような
基準の中で、干渉の問題は2つの要素に分けら
れます。放射妨害波と電磁波耐性です。この2つ
の基準を利用して、次のような説明ができます。
携帯電話から放出される不要波（目的とする電
波以外の「不要な」電波成分）によるビーコンへ
の干渉は「放射妨害波」の基準で、高周波の通
信信号のような「必要な」電波による干渉は「電
磁波耐性」の基準で考えられます。ビーコンから
電子機器への干渉も同様に考えられます。しか
しながら、ユーザーはビーコンから生じる干渉と
他の電子機器から生じる干渉の両者を考えてい
かなければなりません。許容値の範囲と測定の
手順は、それぞれの基準のもとに定められてい
ます。
さらに、ビーコンは457kHzの磁場によって機能
するので、アンテナの近く（20cm以内）に導電性
のあるもの（電子機器の本体、携帯電話など）
があると、アンテナのチューニングを狂わせ、受
信距離や感度などの性能を低下させる可能性
があります。
コンプライアンスの問題、法的基準や干渉の問
題に関しては、他に「Barryvox Legal and Regulatory
Guide」（www.barryvox.com内にあります）にも取り
上げられています。

5.2       性能VS干渉の許容度

ビーコンの電波が届く距離は可能な限り長くす
るべきである一方、それは他方では干渉への感
度を高めることになります。

5.3       干渉によって生じる距離・方向表示を判
別するには？

電子機器による干渉は、広い周波数帯へ影響
を与えます。それには、雪崩ビーコンが動作す
る457kHzも含まれています。干渉電波の457kHz
の部分は、ビーコン捜索の際に、遠い距離にい
る埋没者の発する弱い電波だと認識されるため
、ビーコンには距離と方向が表示されます。しか
し、アナログ音を聞いてみると（パルスバリーボ
ックスのみ可能）、通常の「ピーッ、ピーッ、ピー
ッ」という音が聞こえないことがすぐに分かりま
す。これによって、捜索者は容易に外部電波の
干渉が引き起こす「偽物の反応」と埋没者の発
する本物の電波とを確実に区別できます。この
アナログ音を利用可能な設定になっているかを
確かめるためには、パルスバリーボックスのレフ
ァレンスマニュアルの「プロファイル」「アナログ
モード」の項目をお読みください。

5.4       干渉を引き起こしうる機器に関する勧告

原則

ウエア
磁石式のボタンや、大きな金属パーツ、伝導性
のあるパーツ（電熱式グローブの熱線ネットなど
）の付いている衣類を身につけない。

保管
ビーコンを強力な磁場を発するもののそばに保
管しないでください。長期的に見ると、アンテナ
が磁気を帯びてしまう可能性があります。

磁石
永久磁石は、ビーコンのアンテナに長期的に悪
影響を与えます。短時間であっても、すぐそばに
磁石を置くと、ビーコンには長時間に渡って磁
化の影響が出る場合があります。従って、原則
的にビーコンを磁石の近くに保管しないでくださ
い。磁石による悪影響をうけるリスクがあります
。スピーカーには強力な永久磁石が入っている
ので、ビーコンを使用ないし保管する際には、ス
ピーカーから20cm以上離してください。捜索モ
ードの際、パルスバリーボックスは方向表示を
素早く行なうために搭載された電子コンパスを
使用しています。コンパスは非常に敏感に磁石
に反応するので、安全のためスピーカーから
50cm以上離してください。
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送信モード
送信モードではビーコンと金属物や電子機器と
の距離を20cm以上に保つようにしてください。
送信モードで深刻な干渉の影響が出るのは、よ
り短い距離（3cm未満）に近づけた場合ですが、
装着用ベルトや衣服などの干渉を起こしうる物
が、雪崩に巻き込まれた際に物理的な衝撃を受
けて、通常の位置から移動して干渉する可能性
もあるので、安全のマージンをとった距離を保
つことが推奨されます。

捜索モード

ビーコン捜索を行なう人
捜索モードにしている際は、ビーコンと次節に挙
げる捜索と併用可能な機器との間に、最低
50cmの距離を保つようにしてください。

ビーコン捜索を行わない人と現場で用いるその
他の機器
➜ 携帯電話、衛星電話、衛星利用個人用捜

索救助システム（PLB)：ビーコン捜索が終
了するまではこれらの機器の電源を切るこ
とをおすすめします。

➜ 二次雪崩の際にバックアップとして送信す
る機能のついた機器

➜ ヘッドランプ

5.5       ビーコンと併用可能な機器の完全リスト

上記の規則に従うことでビーコンと併用できる
装備・機器の完全なリストです。このリストには
、レスキューに関わる機器や、山行を進めるに
あたり不可欠な装備も含まれています。レスキ
ューや山行で不可欠なもので、上記の送信時に
20cm、受信時に50cmの安全距離よりも厳しい
基準を必要とするものに関しては、例外として
特記されています。

一般的な装備
➜ バックパックの金属フレーム
➜ 幕営用具、調理用具、魔法びん
➜ エンジンを利用しないスノースポーツの用

具（スキー、スノーボード、スノーシュー）
➜ クライミングギア（カラビナ、アックス、クラン

ポンなど）

➜ ヘッドランプ（ただし、切り替え式電圧調整
装置の付いているものを除く。）一般的に、
最大輝度が明るければ明るいほど干渉が
大きくなる傾向があると考えられています。
消費電力を節約するために明るさを落とし
て使う際に稼働する切り替え式電圧調整装
置が最大の干渉をもたらす傾向があります
。もしヘッドランプによる干渉が起こったら、
ライトを一番明るい状態で使用するか、もし
くは状況が許せばライトを消してください。

➜ 積雪観察用具（金属のスノーソーも含む）
➜ ポケットナイフや多機能修理用工具等の、

簡易的な補修用品や工具
➜ 筆記用具
➜ 腕時計で通信機能のないもの（腕に装着し

た場合）。大きな画面の付いた多機能腕時
計はビーコン捜索を行う際にビーコンを持
つ手の側に着けないでください。

➜ 金属ホイルにくるまれた食べ物、飴、タバコ
の箱

捜索、救助、サバイバル用の装備
➜ エアバッグ（リモコンによって開くタイプも含

む。）、アバラング、アバランチボール
➜ ビーコン
➜ 二次雪崩の際にバックアップとして送信す

る機能のついた機器
➜ RECCO（レッコ）の捜索機械（ビーコンと同

時捜索の場合は3m以上離れ、機械を他の
捜索者に向けないようにしてください。）

➜ レッコの反射板（反射板は近くに置いても全
く干渉のリスクはありません。）

➜ プローブとシャベル（プローブは、金属製で
もカーボン製であっても、ビーコンでピンポ
イント捜索をする時には雪上に放置しては
いけません。）

➜ 組織的レスキューで夜間捜索に用いる高
性能照明と発電機（強い干渉が広範囲に
わたって起こる可能性があります。干渉が
どの程度起こっているかをアナログモード
の最大感度のビーコンでチェックをして、適
切な対処をしてください。）
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電波の干渉

車輌
➜ スノーモービル、圧雪車、自動車、除雪車、

ロータリー除雪車（これらの車輌内からの捜
索は、エンジンの回転や金属板、車内の電
気製品の干渉によって、著しく妨害されます
。送信モードでは、ビーコンと車輌の金属部
品との距離によって、電波の到達距離が減
少する可能性があります。車輌の付近では
、捜索の精度が悪くなることがあります。）

➜ ヘリコプター（ヘリコプター内からの捜索は、
専用のビーコンを使わなければ有効な捜索
はできません。）

医療機器
➜ ペースメーカー、植込み型除細動器（これら

の機器を装着している人は、ビーコンを右
側に装着してください。装着用ストラップの
長さを調節してください。干渉の影響につい
ては、ペースメーカーの説明書を参照してく
ださい。）

➜ 携帯式心拍数モニター（捜索の際や、ビー
コンから50cm以内の位置にある場合は、電
源を切ってください。）

➜ 金属製の副木を含むファーストエイドキット
➜ トボガン橇、固定用具、担架

通信機器
➜ VHFとUHFのアナログ無線で送信出力5Wまでの

もの（ビーコン捜索中の人が無線を送信すると
干渉が起こる可能性はあります。）

➜ VHFとUHFのデジタル無線で送信出力5Wま
でのもの（ネットワークの同期を含む通信時
、テキストメッセージやデータの送受信の際
には干渉の可能性があります。）捜索時に
は、他の捜索者への影響もあるので、電源
を切ってください。捜索が続く間は、全ての
デジタル無線の電源を切ることが強く推奨
されます。

➜ 携帯電話、衛星電話、衛星利用個人用捜
索救助システム（PLB)（ネットワークの同期
を含む通信時、テキストメッセージやデータ
の送受信の際には干渉の可能性がありま
す。）捜索時には、他の捜索者への影響も
あるので、電源を切ってください。捜索が続
く間は、携帯電話、衛星電話、PLBの電源
を切ることが強く推奨されます。

位置確認機器
➜ 高度計（デジタル、アナログ）
➜ コンパス（デジタル、アナログ）
➜ 携帯式GPS受信機（無線通信機能を持つも

のを除く）

軍隊や取り締まり機関の装備
➜ 鉄砲、拳銃、銃弾（光学照準器を付属する

ものは良いが、電気的なシステムを含む兵
器は除く。武器を体の前面に斜めがけに携
行する場合は、ビーコンを体の脇に装着し
てください。

➜ 防弾チョッキ（ビーコンを体の脇に装着して
ください）

レスキューにかかわらない、山行の進行上
重要ではない装備（上に挙げた以外のあら
ゆる装備）
様々な電子機器（ゲーム、動画、写真、リモコン
機器など）で、現場でビーコン捜索と同時に使用
したいものが、近年増加の一途をたどっていま
す。ある種の機器が、あるビーコンには干渉の
問題がなくても、他のビーコンには問題を引き
起こしたり、他の機器があるビーコンに問題を
起こすが、他のビーコンには問題を起こさなか
ったりします。それ故に、それぞれの電子機器と
それぞれのビーコンとの相性を示すことは難し
いのです。干渉によって捜索が失敗したり、大き
く妨げられたり、必要以上に時間のかかった過
去のケースを見ると、電子機器は非常に予測が
難しくて大きな影響をビーコンに与えることがわ
かります。
従って、雪崩捜索時には上記のリストに出てい
ない機器は全て電源を切り、ビーコン捜索にか
かる時間は全体のレスキュー活動の中では短
時間にすぎないので、その間は電源を入れずに
おくことが推奨されます。

恒久的に設置された機器やインフラ設備
高圧電線、地上の電線や遠隔通信ケーブルだ
けでなく、電波塔といったものも雪崩ビーコンの
性能を著しく損なう可能性があります。しばしば
デジタル捜索モードが全く機能しなくなり、非常
に狭い範囲の捜索幅でアナログ音を使った捜
索をしなければならなくなります。
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6.         メンテナンス

6.1       重要な日常点検項目

セルフテストと電池残量については、毎回テスト
の結果を点検してください（レファレンスマニュア
ルの「装置の電源を入れる」「電池残量インジケ
ーター」の項目を確認して下さい）。また、警告メ
ッセージの確認も必要です（レファレンスマニュ
アル「トラブルシューティング」の項目）。山に入
る前には、グループテストをレファレンスマニュ
アルの「グループテスト」の項目に示された形で
実行してください。日常的にビーコンをチェックし
て、本体ケースの物理的な損傷や、スイッチの
正常な動作、電池ボックスのふた、電池の接点
の汚れを確認することはユーザー自身の責任
においてしっかりと行なうことをおすすめします
。問題があった場合は、レファレンスマニュアル
の「ユーザー登録と点検」にリストとして挙げら
れているサービスセンターで必ず点検を受けな
ければなりません。

6.2       バリーボックスサービスポイントでの定
期点検

ビーコンが正常に動作をしているかを確認する
ために、3年毎もしくは使用時間が3000時間に
達した時に、バリーボックスサービスセンターも
しくはバリーボックスサービスポイント（点検料金
がかかります）でチェックを受けてください。
機能テストはセルフテストやグループテストとは
異なり、非常に包括的で正確なテストです。この
機能テストには、電子部品から始まり、ケースな
どの本体パーツ、メインスイッチ、サイドボタン、
電池の接点、電池ボックス、ふた、手首用ストラ
ップまで、あらゆるパーツがチェックされます。チ
ェックにおいて、不適切な使用や長期的にわた
るハードな利用による異常な摩耗が見られた場
合は、交換用のビーコンを購入しておくことをお
すすめします。
また、この点検は夏の間に受けておくことをおす
すめします。そうすれば、次の冬のシーズンが
始まるときには点検が終わってすぐに使える状
態になります。ビーコンのスタートメニューの「メ
ンテナンス」タブには、次回の点検の時期が表
示されています。

6.3       装着用ベルトの洗濯

ビーコンの装着用ベルトは、ウエアの一番内側
に身につけるので、定期的に洗濯することをお
すすめします。洗濯の際、パーツや洗濯機を破
損しないために、洗濯ネットに入れるか同様の
保護をしてください。低温（30度）で、
液体の中性洗剤を使用し、柔軟剤は使用しない
でください。乾燥機は使用せず、吊るして干し、
ベルトが早く乾くようにしてください。装着用ベル
トに付属の洗濯方法の表示をご覧ください。




