
この製品を使用する高所作業には危険が伴います。
作業中の行為、判断についてはユーザー各自がそ
の責任を負うこととします。
この製品は、高所作業に伴う危険について理解し、
承知の上で使用してください。
使用する前に必ず：
- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品の機能と限界について理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な説明や指
導を受けてください

これらの注意事項を無視または軽視す
ると、重度の傷害や死につながる場合
があります。
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スペルジカ C44スペルジカ
(JP) ダブルランヤード
(EN) Double lanyard

Made in France
３年保証

各部の名称 点検のポイント

1. 使用前の準備 2. ハーネスへの取り付け

3. トラバース
3A 3B

3C 3D 3E. ヴィアフェラータ

4. ロープと構造物を使用した登高

5. 垂直方向への登高 6. エネルギーの分散

作動荷重 最大衝撃荷重
（落下係数２、質量  80  kg）

破断強度

テスト EN354



取扱説明

ダブルランヤード

各部の名称
(1) ストリング
(2) ランヤード（長）
(3) ランヤード（短）

点検のポイント
毎回、使用前に、ウェビング、縫製部分を点検し
てください。使用によるウェビングの切れ目、磨
耗がないか、熱、化学製品との接触による損傷が
ないかを確認してください。特に縫製部分にほつ
れがないか注意して点検してください。

使用方法

使用の制限
この製品は個人保護用具です。ロープクランプや
水平ライフラインにユーザーを接続したり、アン
カーポイントの中間地点を通過したりするために
設計された製品です。
スポーツで使用する際の注意： この『スペルジカ』
ランヤードは、ヴィアフェラータでセルフビレ
イをするためのエネルギーアブソーバー (EN 958)
ではありません。ヴィアフェラータでの使用は命
にかかわる危険がありますのでやめてください。

作業で使用する際の注意： 『スペルジカ』は
EN354 基準に適合したダブルランヤードで、
フォールアレストシステムを構成する用具の１つ
です。この製品を単体でフォールアレスターとし
て使用しないで下さい。
このランヤードをエネルギーアブゾーバーと併用
する場合は、エネルギーアブソーバー、ランヤー
ド、コネクターを含む全体の長さが２メートルを
超えないようにしてください。

図 1. 使用前の準備
ランヤードの両端に『ストリング』を図の様に取
り付けてください。カラビナをランヤードの両端
と『ストリング』にクリップしてください。カラ
ビナはオートロッキングカラビナが最適です。ス
トリングはカラビナを正しい向きに維持すると同
時にランヤードを磨耗から守ります。
『スペルジカ』は必ず『ストリング』を付けて使
用してください。

図 2. ハーネスへの取り付け

図 3. トラバース
3A. 中間のアンカーポイントを通過する際、両端
のうち片方のランヤードは必ず命綱にクリップし
た状態にしてください。

3B. 支点は常にユーザーの体より上に取ってくだ
さい。支点の最小破断強度はすべて 10kN 以上で
なければなりません。

3C. 危険： エネルギーを分散できず、アンクリッ
プが困難。

3D. 用具の延長 : 危険、落下係数１での不十分な
エネルギーの分散、アンクリップが困難。

注意： このランヤードはエネルギーアブソーバー
ではありません。ヴィアフェラータでの使用は命
にかかわる危険があるのでやめてください。

図 4. ロープと構造物を使用した登高

図 5. 垂直方向への登高

図 6. エネルギーの分散
『スペルジカ』は、特殊縫製が施されたスタティッ
クウェビングで作られており、この縫製が引き裂
かれることで落下エネルギーを分散します。
この分散システムにより、『スペルジカ』はダイ
ナミックロープの基準 (EN892) における衝撃荷重
の要求事項を満たすのに十分な衝撃吸収力があり
ます。
ペツルの実験室で、質量 80kg、落下係数２の落
下テストをした結果、『スペルジカ』の最大衝撃
荷重は 12kN でした。(EN892 基準におけるダイ
ナミックロープの衝撃荷重に関する要求事項 = 質
量 80kg、落下係数 1.7 の落下テストで 12kN 以下 )

一般注意事項

重要な注意事項： 使用前に適切なトレーニング
が必要です
使用前にこの説明書をよく読み、製品の正しい使
用方法と使用範囲に関する使用説明書や注意事項
は全て保管するようにして下さい。
図で示された×印がついていない技術だけが認め
られています。
その他の使用方法は認められていません： 命に
かかわる危険があります。
間違った使用方法及び禁止行為の事例もいくつか
明記しました（×印や、ドクロマークで示された
もの）。
他にも多くの誤った使用方法が存在しますが、そ
れら全てを推測、仮定し、ここに明記することは
不可能ですので、疑問点や不明な点は ㈱アルテ
リア（TEL：04-2969-1717）にご相談ください。
高所での活動は危険を伴い、場合によっては重大
な傷害を引き起こし、死に至ることもあります。
適切な技術及び確保技術を用いた上で十分にト
レーニングを積み、ユーザー各自で責任を持つよ
うにしてください。
この製品の使用中、あるいは誤った使用方法から
生ずるいかなる損害、傷害、死亡に関してはユー
ザー各自がそのリスクと責任を負うこととしま
す。
各自で責任がとれない場合や、その立場にない場
合は製品を使用しないで下さい。

使用について
この製品は使用方法を熟知していて責任能力のあ
る人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直
接指導を受けられる人のみ使用して下さい。
PPE（個人保護用具）はダイナミックロープやエ
ネルギーアブソーバー等のエネルギー吸収システ
ムと併用しなければ使用できません。
この製品がお手持ちのシステムの用具と併用でき
るか確認し、製品の詳しい説明をお読み下さい。
この製品を長く使用するためには、使用中及び持
ち運ぶ際に注意が必要です。
衝撃を受けたり、表面のざらざらした箇所や鋭く
とがった箇所と摩擦しないようにして下さい。
この製品を使用中に、レスキューを必要とするよ
うな事態が起こることを想定し、それに備えるの
は、ユーザー各自の責任となります。

大きな墜落及び衝撃
大きな墜落や衝撃 （製品落下や製品に衝撃がかか
ること）を受けた後にこの製品を継続して使用し
ないで下さい。
外側からは目に見えなくても、変形によって機能
の一部が損なわれたり、内側に損傷が起こってい
る場合があり、強度の低下につながります。

不明な点は㈱アルテリア（TEL：04-2969-1717）
にご連絡下さい。

安全確認
製品の強度や、機能を制限する磨耗が見受けられ
た時は、すぐにその商品を処分して下さい。
安全を守るため、以下のような３段階の確認を行
うことをお薦めします。
- 使用の前後に製品の状態を点検する
- 使用中、製品の状態及びシステムに含まれる他
の用具との連結部に常に注意を払う
- 更に、専門家による綿密な点検を行う（３ヶ月
ごと）

より安全性を追求し、お手持ちの用具をよりよく
管理するためには、製品ごとに点検記録をとるこ
とをお勧めします。
また、各 PPE ユーザーはそれぞれ個人で用具を所
有することが望ましいです。

ペツル製品の耐用年数は、新しい技術の発達及
び他の製品との併用を考慮して 10年間です
使用年数は、使用の際に製品にかかった強度及び
使用頻度、使用された環境により異なります。

1. 極めて異例な環境においては 1回の使用で磨耗
や損傷が生じ、その後使用不可能になる場合が
あります

2. 次のような物質が含まれる特定の環境では著し
く磨耗します： 塩分、砂、雪、氷、湿気、化
学品（この限りではありません）

3. スリング、ランヤード及びエネルギーアブソー
バーは、表面のざらざらした箇所や鋭くとがっ
た箇所と接触することが多く、磨耗しやすい為、
耐用年数は使用頻度が高い場合で平均６ヶ月、
標準的利用で 12 ヶ月、使用頻度が低い場合で
最大 10 年です。

これらの製品の綿密な点検を３ヶ月ごとに行うこ
とをお勧めします。
点検して問題がなければ、その時点から３ヶ月使
用が可能です。

保証
この製品には、原材料及び製造過程における欠陥
に対し３年間の保証期間が設けられています。
ただし、通常の磨耗、酸化、改造や改変、正しく
ない保管方法、保守整備の不足、事故または過失
による損傷、不適切または誤った使用方法では、
保証の対象外とします。

責任
ペツル総輸入販売元である株式会社アルテリア
は、製品の使用から生じた直接的、間接的、偶発
的結果またはその他のいかなる損害に対し、一切
の責任を負いかねます。
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