
PLBによる救難活動のしくみ 仕様アンテナの収納テスト

テストボタンを使って、本体のテストができます。
テストボタンを押すことで、セルフチェック（自己診断)
をおこない、本体のライトの点滅で結果を知らせます。

テストボタンを１秒押すと本体のセルフチェックテストをおこないます。
５年の電池寿命の間に６０回、１ヶ月に１度テストする分の電池容量が計算
され、確保されています。

緑３回フラッシュ・・・・・・テスト開始
約３秒ごとに赤フラッシュ・・測位中
約２分以内に、
●緑 長いフラッシュのあと、ストロボなら成功
●２分以上かかって最終的に赤 長いフラッ
　シュならGPSで測位失敗
赤３回フラッシュの場合はテスト回数が12回
を越えているため、テストできません。

緑 フラッシュ＞緑  長いフラッシュ＞ストロボ・・合格

黄 フラッシュ＞緑 長いフラッシュ＞ストロボ・・合格　
ただしバッテリー２４時間以下

黄フラッシュ＞赤 長いフラッシュ＞ストロボ・・不合格　
バッテリー２４時間以下

緑 フラッシュ＞赤 長いフラッシュ＞ストロボ・・不合格　

緑LEDフラッシュのみ　バッテリー不合格
●バッテリー残が24時間以下の場合や不合格の場合は、
　バッテリー交換を依頼してください。

テストボタンを５秒以上押すとGPSの位置測定（測位）テストをおこない
ます。５年の電池寿命の間に１２回テストを行うことができます。
本体正面のGPSマークを隠さないようにして、空のひらけた場所でテスト
を行ってください。

Model : PLB-375 ResQLink+
Product Number : 2881.68

PLBは人工衛星を使った全世界をカバーする救難システム「コスパス-サー
サット」（COSPAS-SARSAT）の一部として運用されています。

１．遭難時にレスキューリンクを起動すると、上空の人工衛星に向けて
406MHzの救難信号が発信されます。406MHzの信号には内蔵のGPSによ
る緯度経度の位置情報と、レスキューリンクが誰のものかが判る識別番号が
含まれています。
２．人工衛星が受信した情報は、ただちに識別番号が登録された国の捜索救
助機関（日本の場合は海上保安庁）に送られます。
３．捜索救助機関は識別番号に登録された貴方の情報をもとに実際の緊急事
態であることを確認し、救助に向かいます。
レスキューリンクからは、同時に121.5MHzの電波が発信されています。
GPS位置情報により付近に到着した救助隊は、121.5MHzの電波を直接受
信し、電波の来る方向に向かって捜索することで貴方の発見に努めます。

●406 MHz 発振器
周波数 ： 406.037 MHz
出力 ： 5 W +/- 2 dB
安定性 ： ±2 ppb/100 ms

デジタルメッセージ
フォーマット ： 144 ビット
Longメッセージ ： シリアル化コード**
メッセージプロトコル ： 標準位置
持続時間 ： 520 ms
レート ： 400 bps
符号化 ： バイフェーズL
変調 ： ±1.1 ラジアン・ピーク
**ビーコンはACRにてシリアル化コードされ出
荷されますが、サービスセンターにて登録国を
含む他のコードに書き換える事が可能です。

●121.5 MHz発振器
周波数 ： 121.5 MHz
許容偏差 ： ±50 ppm
出力 ： >25 W PEP（基準 80 mW）

変調
種類 ： AM（A3X）
掃引範囲 ： 400 ～ 1,200 Hz
掃引速度 ： 3 Hz
デューティーサイクル ： 33.3%

空中線（アンテナ）
周波数 ： 406.037 MHz 及び121.5 MHz
偏波 ： 垂直
定在波比/VSWR ： 1.5:1以下

＊ResQLink+は浮力を有するPLBですが、
水中での使用には対応していません。水面より
上でご使用ください。アンテナを垂直に伸ば
し、障害物の無い空に向けてください。

●概要/ 環境
製品型番 ： PLB-375 ResQLink+
製品番号 ： 2881.68
外寸 ： 4.1 x 4.8 x 11.4 cm
重量 ： 153 g
浮力 ： カテゴリー１、浮力あり＊
材質 ： 高耐衝撃性・耐紫外線プラスチック
色 ： ACR-treuse™（高視認性の黄色）
ストロボ ： 明るい白色、3秒に1度点滅
起動 ： 手動
操作 ： 2段階（アンテナを展開し、ONボタ
ンを押す）　
防水性 ： 水深5mにて1時間、10mにて10
分(21.℃)
作動寿命 ： 24時間以上（-20℃～+55℃）
承認 ： コスパス・サーサット、FCC、カナ
ダ、R&TTE、AMSA、日本の電波法

製品保証 ： 5年
鉛の使用 ： 無し

温度領域
作動 ： -20℃～+55℃（クラス２）
保管 ： -30℃～+70℃

●電池
種類 ： 非危険物のリチウム電池（国連分類
による危険物クラスにて非危険物に適合）
電池交換 ： ビーコンの登録後5年又は緊急
時に使用した後に交換してください。

注意：リチウム電池が内蔵されています。焼
却をしたり、穴をあけたり、変形をさせたり、
ショートをさせたり、充電をしないでくださ
い。ユーザーにて整備可能な部品はございま
せんので、PLBを分解しないでください。
使用しなくなった場合は誤発射を防止するた
めにも購入された販売店に回収を依頼してく
ださい。

レスキューリンク・プラス

1. アンテナを倒す
2. 本体に沿って回し
3. スリットの下を通し
4. アンテナクリップに固定

アンテナは必ず正面右側のスリット
の下を通して本体外周を回してくだ
さい。
スリットの上を回して固定するとア
ンテナクリップが簡単に外れてアン
テナが飛び出してしまいます。
また、アンテナクリップを破損して
固定できなくなる場合もあります。
誤作動を防ぐために、保管時や携
行時には必ずアンテナを収納してく
ださい。

テストボタンを
1秒押すと本体テスト
5秒押すとGPSテスト

赤３回はテスト不可

最後に緑色とストロボなら測位成功

携帯用位置指示無線標識
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1. 海上以外では使用できません
PLBは我が国では海上においてのみ使用する事ができます。陸上（山岳、湖
沼、河川など）や上空では使用できません。

2. 海上遭難時以外には絶対に使用しないで下さい
PLBを作動させると、直ちに捜索救助活動が開始されます。したがって、海上
遭難時以外は絶対に作動させないで下さい。故意に使用すると法令により処
罰されるおそれがあります。なお、誤って作動させてしまった場合には、本体
の動作を解除し、たとえ数秒間であっても電話番号118番や船舶無線などで
海上保安庁に連絡して下さい。

3. 免許には有効期限が有ります
PLBの無線局の免許の有効期間は、免許の日から5年間です。有効期間が切
れた状態で使用すると、海上遭難の際、捜索救助活動が行われないばかり
か、不法無線局として法令により処罰されるおそれがあります。

4. 使用しなくなった場合は、購入した販売店に回収を依頼し
て下さい。
有効期間満了や廃止などで携帯用位置指示無線標識を使用しなくなったとき
は、誤発射を防止するためにも、購入した販売店に回収を依頼して下さい。

注意：本製品のテスト及びご使用前に本取扱い説明書を全てお読み
下さい。

飛行機への持ち込みに付いて：本製品はリチウム金属電池（２g以
下）が含まれており、IATA SP 188-PI 970 Air Cargoに遵守し
ています。他の規制が無いか各航空会社にお問い合わせ下さい。

PLBをご購入いただきましたら、すぐに免許申
請をおこなって下さい。
免許申請をしていないと、いざという時に捜索
が行われない可能性があります。
また、免許を取得していない状態で本品を所持
していると電波法違反となります。

1. 無線局の免許が必要です
本製品は購入してすぐに使用できません。電波法に
より定められた手続きを行い、遭難自動通報局の無
線局免許が必要です。（無線従事者資格は必要あり
ません。）

2. 本人（無線局免許状に記載された方）
以外は使えません
PLBは、無線局の免許を受けた本人が遭難したこと
を知らせるためのものです。他人へ貸したり電波法で
定める手続きを経ないで譲ったりすることはできませ
ん。他人が勝手に使用しないよう、保管の際にも十分
注意して下さい。

3. 日本の技術基準に適合したPLBしか
使えません
PLBは、技術基準適合証明等を取得したものでなけ
ればなりません。外国で販売されている技適マークの
ないPLBを使用した場合、電波法に違反するだけで
なく、遭難救助活動に支障が出るおそれがありま
す。

4. 万一に備え、本人以外にも連絡できる
方が必要です
PLBから電波が発射された場合、遭難の事実を確認
するために少なくとも2名の方と連絡がとれる電話番
号を無線局免許の際の申請書に記入して頂く必要が
あります。（変更があった時は届け出が必要です。）

日本におけるPLB使用条件 各部の名称 非常時の使い方 正しい使用方法重要事項

免許を申請し、登録が完了し
ましたら、登録情報ラベルを
指定の場所に貼付けて下さい

A. アンテナクリップ
B. ストロボライト
C. 緑色LED
D. 赤色LED
E. GPSレシーバー
 アンテナ位置
F. ON/OFFボタン
G. テストボタン
H. アンテナ
I. ステッカー
（背面ラベルブック固定用）

ON/OFFボタンを1秒押すと起動
　　　　　　　　5秒押すと解除

テストボタンを
1秒押すと本体テスト
5秒押すとGPSテスト

1. アンテナクリップをはずし、アンテナを展開、
 垂直に立てて下さい。
2. ON/OFFボタンを1秒しっかり押して下さい。

アンテナを空に向かって垂
直に立立ててお使い下さい

本機は防水ですが、アンテ
ナが水中にあると電波が人
工衛星に届きません。
水面から出してお使い下さ
い

アンテナは障害物の無い空に垂直に立ててお使い下さい。
GPSも障害物の無い空に向
けて下さい。GPSアンテナ
位置を隠さないで下さい

屋根や障害物の下では、人
工衛星に電波が届かない場
合があります

裏面へ続く

緊急時にのみお使い下さい。

●ON/OFFボタンを押すと最初の1分間で
ストロボライトが1秒に1回、赤いLEDライ
トが3秒に1回フラッシュし、起動したことを
知らせます。
●1分間をすぎ、ストロボライトと赤いLED
ライトがともに3秒に1回フラッシュすると、
遭難信号が発信されていることを示します。

●赤いLEDが緑に変わると、GPSが位置を
測定した合図です。遭難信号とともに、位置
情報が送信されています。

その場を動かず、救助隊をお待ち下さい。

間違ってON/OFFボタンを押し、起動してしまった場合はON/OFFボタンを
5秒押して解除して下さい。その上で必ず船舶無線や電話（118番）で海上保
安庁に報告してください。遭難時には絶対に解除しないで下さい。

ラベルブックを閉じ、同封の
丸ステッカーを使用して固
定して下さい

PLB（Personal Locator Beacon)「携帯用位置指示無線標識」は、個人用
の遭難時救命信号発信機です。
人工衛星により、携帯電話や無線等の届かない場所でも使えます。

ストロボ

赤LED 緑LED
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ています。他の規制が無いか各航空会社にお問い合わせ下さい。

PLBをご購入いただきましたら、すぐに免許申
請をおこなって下さい。
免許申請をしていないと、いざという時に捜索
が行われない可能性があります。
また、免許を取得していない状態で本品を所持
していると電波法違反となります。

1. 無線局の免許が必要です
本製品は購入してすぐに使用できません。電波法に
より定められた手続きを行い、遭難自動通報局の無
線局免許が必要です。（無線従事者資格は必要あり
ません。）

2. 本人（無線局免許状に記載された方）
以外は使えません
PLBは、無線局の免許を受けた本人が遭難したこと
を知らせるためのものです。他人へ貸したり電波法で
定める手続きを経ないで譲ったりすることはできませ
ん。他人が勝手に使用しないよう、保管の際にも十分
注意して下さい。

3. 日本の技術基準に適合したPLBしか
使えません
PLBは、技術基準適合証明等を取得したものでなけ
ればなりません。外国で販売されている技適マークの
ないPLBを使用した場合、電波法に違反するだけで
なく、遭難救助活動に支障が出るおそれがありま
す。

4. 万一に備え、本人以外にも連絡できる
方が必要です
PLBから電波が発射された場合、遭難の事実を確認
するために少なくとも2名の方と連絡がとれる電話番
号を無線局免許の際の申請書に記入して頂く必要が
あります。（変更があった時は届け出が必要です。）

日本におけるPLB使用条件 各部の名称 非常時の使い方 正しい使用方法重要事項

免許を申請し、登録が完了し
ましたら、登録情報ラベルを
指定の場所に貼付けて下さい

A. アンテナクリップ
B. ストロボライト
C. 緑色LED
D. 赤色LED
E. GPSレシーバー
 アンテナ位置
F. ON/OFFボタン
G. テストボタン
H. アンテナ
I. ステッカー
（背面ラベルブック固定用）

ON/OFFボタンを1秒押すと起動
　　　　　　　　5秒押すと解除

テストボタンを
1秒押すと本体テスト
5秒押すとGPSテスト

1. アンテナクリップをはずし、アンテナを展開、
 垂直に立てて下さい。
2. ON/OFFボタンを1秒しっかり押して下さい。

アンテナを空に向かって垂
直に立立ててお使い下さい

本機は防水ですが、アンテ
ナが水中にあると電波が人
工衛星に届きません。
水面から出してお使い下さ
い

アンテナは障害物の無い空に垂直に立ててお使い下さい。
GPSも障害物の無い空に向
けて下さい。GPSアンテナ
位置を隠さないで下さい

屋根や障害物の下では、人
工衛星に電波が届かない場
合があります

裏面へ続く

緊急時にのみお使い下さい。

●ON/OFFボタンを押すと最初の1分間で
ストロボライトが1秒に1回、赤いLEDライ
トが3秒に1回フラッシュし、起動したことを
知らせます。
●1分間をすぎ、ストロボライトと赤いLED
ライトがともに3秒に1回フラッシュすると、
遭難信号が発信されていることを示します。

●赤いLEDが緑に変わると、GPSが位置を
測定した合図です。遭難信号とともに、位置
情報が送信されています。

その場を動かず、救助隊をお待ち下さい。

間違ってON/OFFボタンを押し、起動してしまった場合はON/OFFボタンを
5秒押して解除して下さい。その上で必ず船舶無線や電話（118番）で海上保
安庁に報告してください。遭難時には絶対に解除しないで下さい。

ラベルブックを閉じ、同封の
丸ステッカーを使用して固
定して下さい

PLB（Personal Locator Beacon)「携帯用位置指示無線標識」は、個人用
の遭難時救命信号発信機です。
人工衛星により、携帯電話や無線等の届かない場所でも使えます。

ストロボ

赤LED 緑LED



1. 海上以外では使用できません
PLBは我が国では海上においてのみ使用する事ができます。陸上（山岳、湖
沼、河川など）や上空では使用できません。

2. 海上遭難時以外には絶対に使用しないで下さい
PLBを作動させると、直ちに捜索救助活動が開始されます。したがって、海上
遭難時以外は絶対に作動させないで下さい。故意に使用すると法令により処
罰されるおそれがあります。なお、誤って作動させてしまった場合には、本体
の動作を解除し、たとえ数秒間であっても電話番号118番や船舶無線などで
海上保安庁に連絡して下さい。

3. 免許には有効期限が有ります
PLBの無線局の免許の有効期間は、免許の日から5年間です。有効期間が切
れた状態で使用すると、海上遭難の際、捜索救助活動が行われないばかり
か、不法無線局として法令により処罰されるおそれがあります。

4. 使用しなくなった場合は、購入した販売店に回収を依頼し
て下さい。
有効期間満了や廃止などで携帯用位置指示無線標識を使用しなくなったとき
は、誤発射を防止するためにも、購入した販売店に回収を依頼して下さい。

注意：本製品のテスト及びご使用前に本取扱い説明書を全てお読み
下さい。

飛行機への持ち込みに付いて：本製品はリチウム金属電池（２g以
下）が含まれており、IATA SP 188-PI 970 Air Cargoに遵守し
ています。他の規制が無いか各航空会社にお問い合わせ下さい。

PLBをご購入いただきましたら、すぐに免許申
請をおこなって下さい。
免許申請をしていないと、いざという時に捜索
が行われない可能性があります。
また、免許を取得していない状態で本品を所持
していると電波法違反となります。

1. 無線局の免許が必要です
本製品は購入してすぐに使用できません。電波法に
より定められた手続きを行い、遭難自動通報局の無
線局免許が必要です。（無線従事者資格は必要あり
ません。）

2. 本人（無線局免許状に記載された方）
以外は使えません
PLBは、無線局の免許を受けた本人が遭難したこと
を知らせるためのものです。他人へ貸したり電波法で
定める手続きを経ないで譲ったりすることはできませ
ん。他人が勝手に使用しないよう、保管の際にも十分
注意して下さい。

3. 日本の技術基準に適合したPLBしか
使えません
PLBは、技術基準適合証明等を取得したものでなけ
ればなりません。外国で販売されている技適マークの
ないPLBを使用した場合、電波法に違反するだけで
なく、遭難救助活動に支障が出るおそれがありま
す。

4. 万一に備え、本人以外にも連絡できる
方が必要です
PLBから電波が発射された場合、遭難の事実を確認
するために少なくとも2名の方と連絡がとれる電話番
号を無線局免許の際の申請書に記入して頂く必要が
あります。（変更があった時は届け出が必要です。）

日本におけるPLB使用条件 各部の名称 非常時の使い方 正しい使用方法重要事項

免許を申請し、登録が完了し
ましたら、登録情報ラベルを
指定の場所に貼付けて下さい

A. アンテナクリップ
B. ストロボライト
C. 緑色LED
D. 赤色LED
E. GPSレシーバー
 アンテナ位置
F. ON/OFFボタン
G. テストボタン
H. アンテナ
I. ステッカー
（背面ラベルブック固定用）

ON/OFFボタンを1秒押すと起動
　　　　　　　　5秒押すと解除

テストボタンを
1秒押すと本体テスト
5秒押すとGPSテスト

1. アンテナクリップをはずし、アンテナを展開、
 垂直に立てて下さい。
2. ON/OFFボタンを1秒しっかり押して下さい。

アンテナを空に向かって垂
直に立立ててお使い下さい

本機は防水ですが、アンテ
ナが水中にあると電波が人
工衛星に届きません。
水面から出してお使い下さ
い

アンテナは障害物の無い空に垂直に立ててお使い下さい。
GPSも障害物の無い空に向
けて下さい。GPSアンテナ
位置を隠さないで下さい

屋根や障害物の下では、人
工衛星に電波が届かない場
合があります

裏面へ続く

緊急時にのみお使い下さい。

●ON/OFFボタンを押すと最初の1分間で
ストロボライトが1秒に1回、赤いLEDライ
トが3秒に1回フラッシュし、起動したことを
知らせます。
●1分間をすぎ、ストロボライトと赤いLED
ライトがともに3秒に1回フラッシュすると、
遭難信号が発信されていることを示します。

●赤いLEDが緑に変わると、GPSが位置を
測定した合図です。遭難信号とともに、位置
情報が送信されています。

その場を動かず、救助隊をお待ち下さい。

間違ってON/OFFボタンを押し、起動してしまった場合はON/OFFボタンを
5秒押して解除して下さい。その上で必ず船舶無線や電話（118番）で海上保
安庁に報告してください。遭難時には絶対に解除しないで下さい。

ラベルブックを閉じ、同封の
丸ステッカーを使用して固
定して下さい

PLB（Personal Locator Beacon)「携帯用位置指示無線標識」は、個人用
の遭難時救命信号発信機です。
人工衛星により、携帯電話や無線等の届かない場所でも使えます。

ストロボ

赤LED 緑LED



1. 海上以外では使用できません
PLBは我が国では海上においてのみ使用する事ができます。陸上（山岳、湖
沼、河川など）や上空では使用できません。

2. 海上遭難時以外には絶対に使用しないで下さい
PLBを作動させると、直ちに捜索救助活動が開始されます。したがって、海上
遭難時以外は絶対に作動させないで下さい。故意に使用すると法令により処
罰されるおそれがあります。なお、誤って作動させてしまった場合には、本体
の動作を解除し、たとえ数秒間であっても電話番号118番や船舶無線などで
海上保安庁に連絡して下さい。

3. 免許には有効期限が有ります
PLBの無線局の免許の有効期間は、免許の日から5年間です。有効期間が切
れた状態で使用すると、海上遭難の際、捜索救助活動が行われないばかり
か、不法無線局として法令により処罰されるおそれがあります。

4. 使用しなくなった場合は、購入した販売店に回収を依頼し
て下さい。
有効期間満了や廃止などで携帯用位置指示無線標識を使用しなくなったとき
は、誤発射を防止するためにも、購入した販売店に回収を依頼して下さい。

注意：本製品のテスト及びご使用前に本取扱い説明書を全てお読み
下さい。

飛行機への持ち込みに付いて：本製品はリチウム金属電池（２g以
下）が含まれており、IATA SP 188-PI 970 Air Cargoに遵守し
ています。他の規制が無いか各航空会社にお問い合わせ下さい。

PLBをご購入いただきましたら、すぐに免許申
請をおこなって下さい。
免許申請をしていないと、いざという時に捜索
が行われない可能性があります。
また、免許を取得していない状態で本品を所持
していると電波法違反となります。

1. 無線局の免許が必要です
本製品は購入してすぐに使用できません。電波法に
より定められた手続きを行い、遭難自動通報局の無
線局免許が必要です。（無線従事者資格は必要あり
ません。）

2. 本人（無線局免許状に記載された方）
以外は使えません
PLBは、無線局の免許を受けた本人が遭難したこと
を知らせるためのものです。他人へ貸したり電波法で
定める手続きを経ないで譲ったりすることはできませ
ん。他人が勝手に使用しないよう、保管の際にも十分
注意して下さい。

3. 日本の技術基準に適合したPLBしか
使えません
PLBは、技術基準適合証明等を取得したものでなけ
ればなりません。外国で販売されている技適マークの
ないPLBを使用した場合、電波法に違反するだけで
なく、遭難救助活動に支障が出るおそれがありま
す。

4. 万一に備え、本人以外にも連絡できる
方が必要です
PLBから電波が発射された場合、遭難の事実を確認
するために少なくとも2名の方と連絡がとれる電話番
号を無線局免許の際の申請書に記入して頂く必要が
あります。（変更があった時は届け出が必要です。）

日本におけるPLB使用条件 各部の名称 非常時の使い方 正しい使用方法重要事項

免許を申請し、登録が完了し
ましたら、登録情報ラベルを
指定の場所に貼付けて下さい

A. アンテナクリップ
B. ストロボライト
C. 緑色LED
D. 赤色LED
E. GPSレシーバー
 アンテナ位置
F. ON/OFFボタン
G. テストボタン
H. アンテナ
I. ステッカー
（背面ラベルブック固定用）

ON/OFFボタンを1秒押すと起動
　　　　　　　　5秒押すと解除

テストボタンを
1秒押すと本体テスト
5秒押すとGPSテスト

1. アンテナクリップをはずし、アンテナを展開、
 垂直に立てて下さい。
2. ON/OFFボタンを1秒しっかり押して下さい。

アンテナを空に向かって垂
直に立立ててお使い下さい

本機は防水ですが、アンテ
ナが水中にあると電波が人
工衛星に届きません。
水面から出してお使い下さ
い

アンテナは障害物の無い空に垂直に立ててお使い下さい。
GPSも障害物の無い空に向
けて下さい。GPSアンテナ
位置を隠さないで下さい

屋根や障害物の下では、人
工衛星に電波が届かない場
合があります

裏面へ続く

緊急時にのみお使い下さい。

●ON/OFFボタンを押すと最初の1分間で
ストロボライトが1秒に1回、赤いLEDライ
トが3秒に1回フラッシュし、起動したことを
知らせます。
●1分間をすぎ、ストロボライトと赤いLED
ライトがともに3秒に1回フラッシュすると、
遭難信号が発信されていることを示します。

●赤いLEDが緑に変わると、GPSが位置を
測定した合図です。遭難信号とともに、位置
情報が送信されています。

その場を動かず、救助隊をお待ち下さい。

間違ってON/OFFボタンを押し、起動してしまった場合はON/OFFボタンを
5秒押して解除して下さい。その上で必ず船舶無線や電話（118番）で海上保
安庁に報告してください。遭難時には絶対に解除しないで下さい。

ラベルブックを閉じ、同封の
丸ステッカーを使用して固
定して下さい

PLB（Personal Locator Beacon)「携帯用位置指示無線標識」は、個人用
の遭難時救命信号発信機です。
人工衛星により、携帯電話や無線等の届かない場所でも使えます。

ストロボ

赤LED 緑LED



1. 海上以外では使用できません
PLBは我が国では海上においてのみ使用する事ができます。陸上（山岳、湖
沼、河川など）や上空では使用できません。

2. 海上遭難時以外には絶対に使用しないで下さい
PLBを作動させると、直ちに捜索救助活動が開始されます。したがって、海上
遭難時以外は絶対に作動させないで下さい。故意に使用すると法令により処
罰されるおそれがあります。なお、誤って作動させてしまった場合には、本体
の動作を解除し、たとえ数秒間であっても電話番号118番や船舶無線などで
海上保安庁に連絡して下さい。

3. 免許には有効期限が有ります
PLBの無線局の免許の有効期間は、免許の日から5年間です。有効期間が切
れた状態で使用すると、海上遭難の際、捜索救助活動が行われないばかり
か、不法無線局として法令により処罰されるおそれがあります。

4. 使用しなくなった場合は、購入した販売店に回収を依頼し
て下さい。
有効期間満了や廃止などで携帯用位置指示無線標識を使用しなくなったとき
は、誤発射を防止するためにも、購入した販売店に回収を依頼して下さい。

注意：本製品のテスト及びご使用前に本取扱い説明書を全てお読み
下さい。

飛行機への持ち込みに付いて：本製品はリチウム金属電池（２g以
下）が含まれており、IATA SP 188-PI 970 Air Cargoに遵守し
ています。他の規制が無いか各航空会社にお問い合わせ下さい。

PLBをご購入いただきましたら、すぐに免許申
請をおこなって下さい。
免許申請をしていないと、いざという時に捜索
が行われない可能性があります。
また、免許を取得していない状態で本品を所持
していると電波法違反となります。

1. 無線局の免許が必要です
本製品は購入してすぐに使用できません。電波法に
より定められた手続きを行い、遭難自動通報局の無
線局免許が必要です。（無線従事者資格は必要あり
ません。）

2. 本人（無線局免許状に記載された方）
以外は使えません
PLBは、無線局の免許を受けた本人が遭難したこと
を知らせるためのものです。他人へ貸したり電波法で
定める手続きを経ないで譲ったりすることはできませ
ん。他人が勝手に使用しないよう、保管の際にも十分
注意して下さい。

3. 日本の技術基準に適合したPLBしか
使えません
PLBは、技術基準適合証明等を取得したものでなけ
ればなりません。外国で販売されている技適マークの
ないPLBを使用した場合、電波法に違反するだけで
なく、遭難救助活動に支障が出るおそれがありま
す。

4. 万一に備え、本人以外にも連絡できる
方が必要です
PLBから電波が発射された場合、遭難の事実を確認
するために少なくとも2名の方と連絡がとれる電話番
号を無線局免許の際の申請書に記入して頂く必要が
あります。（変更があった時は届け出が必要です。）

日本におけるPLB使用条件 各部の名称 非常時の使い方 正しい使用方法重要事項

免許を申請し、登録が完了し
ましたら、登録情報ラベルを
指定の場所に貼付けて下さい

A. アンテナクリップ
B. ストロボライト
C. 緑色LED
D. 赤色LED
E. GPSレシーバー
 アンテナ位置
F. ON/OFFボタン
G. テストボタン
H. アンテナ
I. ステッカー
（背面ラベルブック固定用）

ON/OFFボタンを1秒押すと起動
　　　　　　　　5秒押すと解除

テストボタンを
1秒押すと本体テスト
5秒押すとGPSテスト

1. アンテナクリップをはずし、アンテナを展開、
 垂直に立てて下さい。
2. ON/OFFボタンを1秒しっかり押して下さい。

アンテナを空に向かって垂
直に立立ててお使い下さい

本機は防水ですが、アンテ
ナが水中にあると電波が人
工衛星に届きません。
水面から出してお使い下さ
い
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●1分間をすぎ、ストロボライトと赤いLED
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遭難信号が発信されていることを示します。

●赤いLEDが緑に変わると、GPSが位置を
測定した合図です。遭難信号とともに、位置
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人工衛星により、携帯電話や無線等の届かない場所でも使えます。

ストロボ
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PLBによる救難活動のしくみ 仕様アンテナの収納テスト

テストボタンを使って、本体のテストができます。
テストボタンを押すことで、セルフチェック（自己診断)
をおこない、本体のライトの点滅で結果を知らせます。

テストボタンを１秒押すと本体のセルフチェックテストをおこないます。
５年の電池寿命の間に６０回、１ヶ月に１度テストする分の電池容量が計算
され、確保されています。

緑３回フラッシュ・・・・・・テスト開始
約３秒ごとに赤フラッシュ・・測位中
約２分以内に、
●緑 長いフラッシュのあと、ストロボなら成功
●２分以上かかって最終的に赤 長いフラッ
　シュならGPSで測位失敗
赤３回フラッシュの場合はテスト回数が12回
を越えているため、テストできません。

緑 フラッシュ＞緑  長いフラッシュ＞ストロボ・・合格

黄 フラッシュ＞緑 長いフラッシュ＞ストロボ・・合格　
ただしバッテリー２４時間以下

黄フラッシュ＞赤 長いフラッシュ＞ストロボ・・不合格　
バッテリー２４時間以下

緑 フラッシュ＞赤 長いフラッシュ＞ストロボ・・不合格　

緑LEDフラッシュのみ　バッテリー不合格
●バッテリー残が24時間以下の場合や不合格の場合は、
　バッテリー交換を依頼してください。

テストボタンを５秒以上押すとGPSの位置測定（測位）テストをおこない
ます。５年の電池寿命の間に１２回テストを行うことができます。
本体正面のGPSマークを隠さないようにして、空のひらけた場所でテスト
を行ってください。

Model : PLB-375 ResQLink+
Product Number : 2881.68

PLBは人工衛星を使った全世界をカバーする救難システム「コスパス-サー
サット」（COSPAS-SARSAT）の一部として運用されています。

１．遭難時にレスキューリンクを起動すると、上空の人工衛星に向けて
406MHzの救難信号が発信されます。406MHzの信号には内蔵のGPSによ
る緯度経度の位置情報と、レスキューリンクが誰のものかが判る識別番号が
含まれています。
２．人工衛星が受信した情報は、ただちに識別番号が登録された国の捜索救
助機関（日本の場合は海上保安庁）に送られます。
３．捜索救助機関は識別番号に登録された貴方の情報をもとに実際の緊急事
態であることを確認し、救助に向かいます。
レスキューリンクからは、同時に121.5MHzの電波が発信されています。
GPS位置情報により付近に到着した救助隊は、121.5MHzの電波を直接受
信し、電波の来る方向に向かって捜索することで貴方の発見に努めます。

●406 MHz 発振器
周波数 ： 406.037 MHz
出力 ： 5 W +/- 2 dB
安定性 ： ±2 ppb/100 ms

デジタルメッセージ
フォーマット ： 144 ビット
Longメッセージ ： シリアル化コード**
メッセージプロトコル ： 標準位置
持続時間 ： 520 ms
レート ： 400 bps
符号化 ： バイフェーズL
変調 ： ±1.1 ラジアン・ピーク
**ビーコンはACRにてシリアル化コードされ出
荷されますが、サービスセンターにて登録国を
含む他のコードに書き換える事が可能です。

●121.5 MHz発振器
周波数 ： 121.5 MHz
許容偏差 ： ±50 ppm
出力 ： >25 W PEP（基準 80 mW）

変調
種類 ： AM（A3X）
掃引範囲 ： 400 ～ 1,200 Hz
掃引速度 ： 3 Hz
デューティーサイクル ： 33.3%

空中線（アンテナ）
周波数 ： 406.037 MHz 及び121.5 MHz
偏波 ： 垂直
定在波比/VSWR ： 1.5:1以下

＊ResQLink+は浮力を有するPLBですが、
水中での使用には対応していません。水面より
上でご使用ください。アンテナを垂直に伸ば
し、障害物の無い空に向けてください。

●概要/ 環境
製品型番 ： PLB-375 ResQLink+
製品番号 ： 2881.68
外寸 ： 4.1 x 4.8 x 11.4 cm
重量 ： 153 g
浮力 ： カテゴリー１、浮力あり＊
材質 ： 高耐衝撃性・耐紫外線プラスチック
色 ： ACR-treuse™（高視認性の黄色）
ストロボ ： 明るい白色、3秒に1度点滅
起動 ： 手動
操作 ： 2段階（アンテナを展開し、ONボタ
ンを押す）　
防水性 ： 水深5mにて1時間、10mにて10
分(21.℃)
作動寿命 ： 24時間以上（-20℃～+55℃）
承認 ： コスパス・サーサット、FCC、カナ
ダ、R&TTE、AMSA、日本の電波法

製品保証 ： 5年
鉛の使用 ： 無し

温度領域
作動 ： -20℃～+55℃（クラス２）
保管 ： -30℃～+70℃

●電池
種類 ： 非危険物のリチウム電池（国連分類
による危険物クラスにて非危険物に適合）
電池交換 ： ビーコンの登録後5年又は緊急
時に使用した後に交換してください。

注意：リチウム電池が内蔵されています。焼
却をしたり、穴をあけたり、変形をさせたり、
ショートをさせたり、充電をしないでくださ
い。ユーザーにて整備可能な部品はございま
せんので、PLBを分解しないでください。
使用しなくなった場合は誤発射を防止するた
めにも購入された販売店に回収を依頼してく
ださい。

レスキューリンク・プラス

1. アンテナを倒す
2. 本体に沿って回し
3. スリットの下を通し
4. アンテナクリップに固定

アンテナは必ず正面右側のスリット
の下を通して本体外周を回してくだ
さい。
スリットの上を回して固定するとア
ンテナクリップが簡単に外れてアン
テナが飛び出してしまいます。
また、アンテナクリップを破損して
固定できなくなる場合もあります。
誤作動を防ぐために、保管時や携
行時には必ずアンテナを収納してく
ださい。

テストボタンを
1秒押すと本体テスト
5秒押すとGPSテスト

赤３回はテスト不可

最後に緑色とストロボなら測位成功

携帯用位置指示無線標識



PLBによる救難活動のしくみ 仕様アンテナの収納テスト
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●２分以上かかって最終的に赤 長いフラッ
　シュならGPSで測位失敗
赤３回フラッシュの場合はテスト回数が12回
を越えているため、テストできません。
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●バッテリー残が24時間以下の場合や不合格の場合は、
　バッテリー交換を依頼してください。

テストボタンを５秒以上押すとGPSの位置測定（測位）テストをおこない
ます。５年の電池寿命の間に１２回テストを行うことができます。
本体正面のGPSマークを隠さないようにして、空のひらけた場所でテスト
を行ってください。
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る緯度経度の位置情報と、レスキューリンクが誰のものかが判る識別番号が
含まれています。
２．人工衛星が受信した情報は、ただちに識別番号が登録された国の捜索救
助機関（日本の場合は海上保安庁）に送られます。
３．捜索救助機関は識別番号に登録された貴方の情報をもとに実際の緊急事
態であることを確認し、救助に向かいます。
レスキューリンクからは、同時に121.5MHzの電波が発信されています。
GPS位置情報により付近に到着した救助隊は、121.5MHzの電波を直接受
信し、電波の来る方向に向かって捜索することで貴方の発見に努めます。
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周波数 ： 406.037 MHz
出力 ： 5 W +/- 2 dB
安定性 ： ±2 ppb/100 ms

デジタルメッセージ
フォーマット ： 144 ビット
Longメッセージ ： シリアル化コード**
メッセージプロトコル ： 標準位置
持続時間 ： 520 ms
レート ： 400 bps
符号化 ： バイフェーズL
変調 ： ±1.1 ラジアン・ピーク
**ビーコンはACRにてシリアル化コードされ出
荷されますが、サービスセンターにて登録国を
含む他のコードに書き換える事が可能です。

●121.5 MHz発振器
周波数 ： 121.5 MHz
許容偏差 ： ±50 ppm
出力 ： >25 W PEP（基準 80 mW）

変調
種類 ： AM（A3X）
掃引範囲 ： 400 ～ 1,200 Hz
掃引速度 ： 3 Hz
デューティーサイクル ： 33.3%

空中線（アンテナ）
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偏波 ： 垂直
定在波比/VSWR ： 1.5:1以下
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水中での使用には対応していません。水面より
上でご使用ください。アンテナを垂直に伸ば
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ストロボ ： 明るい白色、3秒に1度点滅
起動 ： 手動
操作 ： 2段階（アンテナを展開し、ONボタ
ンを押す）　
防水性 ： 水深5mにて1時間、10mにて10
分(21.℃)
作動寿命 ： 24時間以上（-20℃～+55℃）
承認 ： コスパス・サーサット、FCC、カナ
ダ、R&TTE、AMSA、日本の電波法
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鉛の使用 ： 無し
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作動 ： -20℃～+55℃（クラス２）
保管 ： -30℃～+70℃

●電池
種類 ： 非危険物のリチウム電池（国連分類
による危険物クラスにて非危険物に適合）
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時に使用した後に交換してください。

注意：リチウム電池が内蔵されています。焼
却をしたり、穴をあけたり、変形をさせたり、
ショートをさせたり、充電をしないでくださ
い。ユーザーにて整備可能な部品はございま
せんので、PLBを分解しないでください。
使用しなくなった場合は誤発射を防止するた
めにも購入された販売店に回収を依頼してく
ださい。
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1. アンテナを倒す
2. 本体に沿って回し
3. スリットの下を通し
4. アンテナクリップに固定

アンテナは必ず正面右側のスリット
の下を通して本体外周を回してくだ
さい。
スリットの上を回して固定するとア
ンテナクリップが簡単に外れてアン
テナが飛び出してしまいます。
また、アンテナクリップを破損して
固定できなくなる場合もあります。
誤作動を防ぐために、保管時や携
行時には必ずアンテナを収納してく
ださい。

テストボタンを
1秒押すと本体テスト
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PLBによる救難活動のしくみ 仕様アンテナの収納テスト
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態であることを確認し、救助に向かいます。
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GPS位置情報により付近に到着した救助隊は、121.5MHzの電波を直接受
信し、電波の来る方向に向かって捜索することで貴方の発見に努めます。
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周波数 ： 406.037 MHz
出力 ： 5 W +/- 2 dB
安定性 ： ±2 ppb/100 ms

デジタルメッセージ
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持続時間 ： 520 ms
レート ： 400 bps
符号化 ： バイフェーズL
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**ビーコンはACRにてシリアル化コードされ出
荷されますが、サービスセンターにて登録国を
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変調
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注意：リチウム電池が内蔵されています。焼
却をしたり、穴をあけたり、変形をさせたり、
ショートをさせたり、充電をしないでくださ
い。ユーザーにて整備可能な部品はございま
せんので、PLBを分解しないでください。
使用しなくなった場合は誤発射を防止するた
めにも購入された販売店に回収を依頼してく
ださい。

レスキューリンク・プラス

1. アンテナを倒す
2. 本体に沿って回し
3. スリットの下を通し
4. アンテナクリップに固定

アンテナは必ず正面右側のスリット
の下を通して本体外周を回してくだ
さい。
スリットの上を回して固定するとア
ンテナクリップが簡単に外れてアン
テナが飛び出してしまいます。
また、アンテナクリップを破損して
固定できなくなる場合もあります。
誤作動を防ぐために、保管時や携
行時には必ずアンテナを収納してく
ださい。

テストボタンを
1秒押すと本体テスト
5秒押すとGPSテスト

赤３回はテスト不可

最後に緑色とストロボなら測位成功

携帯用位置指示無線標識


