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1 安全性
安全表示の区分

  警告: - この表示がある項目の内容は「 悪の場合、死亡・重症
事故につながる危険が想定される」内
容です。

 注意:  - この表示がある項目の内容は「間接的に死亡・重症事故
につながる可能性、または重度の物損
事故が起こると想定される」内容です。

 メモ: - この表示がある項目の内容は「軽症程度の事故につなが
る可能性、または軽度の物損事故が起
こると想定される」内容です。

 ヒント: - 機器の特徴や機能の使い方のヒントを表した内容で
す。

安全上の注意

  警告: ダイブコンピュータを使用するダイバーは必ずダイビング
器材の正しい使い方を習得してから使用して下さ
い。ダイビングに関する正しいトレーニングの習得、知識に勝るコン
ピュータはありません。誤った講習や、不十分な知識は重大な障害ま
たは生命に危険を及ぼす可能性があります。
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  警告: たとえダイブテーブルまたはダイブコンピュータが作成し
た潜水計画に従ったとしても、すべてのダイブプロファイルには減圧
症（DCS）のリスクが存在します。減圧症及び酸素中毒を防ぐ事ができ
るダイブコンピュータはありません。個人の体調は日々変化します
が、ダイブコンピュータはそれらの変化を把握することはできませ
ん。減圧症の危険を 小限にするためにも、機器が設定する曝露限界
内に必ず留まるようにしてください。安全のためにも、潜水前に医師
による体調チェックを行いましょう。

  警告: 使用の際にはダイブコンピュータのクイックガイドとオン
ラインユーザガイドに必ず目を通してください。これを怠ると、誤っ
た使用、重大な怪我、死亡事故につながる恐れがあります。

  警告: 弊社の製品は工業規格に準拠していますが、直接肌に触れ
たときにアレルギーまたは痒みが起こることがあります。そのような
場合は直ちに医師の診察を受けてください。

  警告: 本製品は職業ダイバー用ではありません。スント社のダイ
ブコンピュータはレクリエーション用のために設計されています。コ
マーシャルおよびプロフェッショナルダイビングは、ダイバーを減圧
症のリスクを高める深度と状況にさらす恐れがあります。そのため、
スント社ではこのようなダイビングを計画するダイバーには本製品を
使用する事をおすすめしておりません。
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  警告: スント社ではスポーツダイバーが 大深度を 40 m までに制
限するか、または選択された O2%と 大 PO2 の 1.4 bar をもとにコンピ
ュータが計算した深度までに制限するよう強く推奨します。深度が深
くなるほど酸素中毒および減圧症のリスクが高まります。

  警告: 減圧停止を必要とするダイビングは推奨されていません。
ダイブコンピュータが減圧停止を要求する表示に変わったら、直ちに
浮上し、減圧を開始しなければなりません。

  警告: バックアップ器材を用意してください。ダイブコンピュー
タでダイビングをする際には、常にバックアップ器材（水深計、残圧
計、タイマーまたは時計など）を持ち、ダイブテーブルをいつでも参
照できるようにしてください。

  警告: 製品の事前の点検を必ず行ってください。ダイビング開始
前に全ての液晶表示、バッテリー残量が充分あるか、ガス設定、高度
／個人調整等、安全停止が正しく設定されているかを必ず確認して下
さい。
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  警告: ダイブコンピュータが飛行禁止時間をカウントダウンして
いる間は、飛行機搭乗は避けてください。飛行前には必ずダイブコン
ピュータを起動し、飛行禁止の残り時間を確認してください。飛行禁
止時間内の飛行機搭乗および高地への旅行は、減圧症のリスクを非常
に高めます。レジャー・スクーバダイビング事故者に対する緊急医療
援助システム（DAN）が発信する情報を参考にしてください。潜水後の
飛行機搭乗において、減圧症を完全に防ぐことを保証する規則は存在
しません。

  警告: ダイブコンピュータを使用中は、他のダイバーとの間で交
換および共有しないでください。ダイビングまたは反復潜水を通して
コンピュータを着用しなかった場合、コンピュータの情報は適用され
ません。ダイブプロフィールはユーザのものと一致しなければなりま
せん。ダイブコンピュータ使用しなかった場合、その後の潜水に関し
てダイブコンピュータが提供する情報は誤ったものとなります。いか
なるダイブコンピュータでも、そのダイブコンピュータを使わずに行
ったダイビングを考慮に入れることはできません。そのため、ダイブ
コンピュータを使用しないでダイビングをした場合には安全のため
に、4日以内はダイブコンピュータを使用することを避けてください。

  警告: ダイブコンピュータを酸素を 40%以上含む混合ガスにさらさ
ないようにしてください。酸素割合の高いエンリッチド・エアーには
火災または爆発の危険が存在し、重大な怪我または死亡事故を引き起
こす恐れがあります。
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  警告: このダイブコンピュータでは、酸素濃度の値として小数点
以下を受け入れません。酸素割合の小数点以下の値を繰り上げないで
ください。例えば 31.8%の酸素分析値は 31%として設定してください。
分析値を繰り上げることにより窒素割合が過小評価され、減圧計算に
誤った影響を与えます。コンピュータがより控えめな計算を提供する
ように調整する場合、減圧計算に影響する個人調整の設定を低くする
か、入力された O2%と PO2 値に従って酸素曝露に影響する PO2 を低く設
定してください。安全対策のため、ダイブコンピュータの酸素計算は
設定した酸素割合の 1%をプラスした O2%で行われます。

  警告: 高度調整は正しく設定してください！高度 300 m 以上で潜
水する際には、コンピュータが減圧状況を計算できるよう高度設定を
正しく行ってください。ダイブコンピュータは高度 3000 m 以上の場所
での潜水用には設計されていません。不正確な高度設定、 大高度以
上の場所での潜水は、誤った潜水とプランニングデータの原因となり
ます。

  警告: 個人調整は正しく設定してください！減圧症の可能性を増
大すると思われるダイバー（体調不良等）には、さらに安全に計算で
きる調整を選
択する事ができます。誤った個人調整モードを選択すると、誤ったデ
ータが表示され、減圧症の危険が増大しますのでご注意
下さい。
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  警告: 大浮上速度を超過しないでください。急速浮上は傷害の
リスクを高めます。 大浮上速度を超過したときには、必ず強制安全
停止および推奨安全停止を行わなければなりません。強制安全停止を
完了しなかった場合、次回の潜水時に、減圧モデルによるペナルティ
が与えられます。

  警告: 実際の浮上時間が、機器に表示された浮上時間より長いこ
ともあります。次のような場合には浮上時間が増加します：(1) 深い
深度に留まる (2) 10 m/分より遅い速度で浮上 (3) シーリングより深
いところで減圧停止をする (4) 使用中の混合ガス切り替えを忘れる。
これらの要因は、水面に到達するまでに必要となる呼吸ガスの量を増
やす可能性もあります。

  警告: シーリングより浅い深度に浮上しないでください！減圧中
はシーリングより浅い深度まで上してはいけません。誤ってに浮上し
てしまうことを防ぐために、シーリングの下に留まるようにしてくだ
さい。

  警告: 必ずガスの内容を自分自身で確認し、且つ、自分のダイブ
コンピュータにその分析値を入力してから潜水してください。シリン
ダーの中身の確認を怠ったり、ダイブコンピュータにガスの値を正確
に入力しない場合、誤った潜水計画情報の原因となります。

10



  警告: 混合ガス潜水は空気潜水のものとは異なるリスクがありま
す。これらのリスクは明白ではないため、リスクを理解し、それを避
けるためにはトレーニングを必要とします。リスクには重大な傷害と
死亡事故の可能性が含まれます。

  警告: 高地への移動は体内に蓄積された窒素の均衡に一時的な変
化をもたらすことがあります。そのため、高所での潜水前に少なくと
も 3時間待機し、体を高度に順応させることをお勧めします。

  警告: 酸素割合限界が 大限に到達したことを示した場合、直ち
に酸素曝露を減らさなければなりません。警告が出された後も酸素曝
露を減らさない場合、酸素中毒、傷害、死亡事故のリスクが著しく増
加します。

  警告: 複数のガスでダイビングをするときの浮上時間は、ガスメ
ニューにあるすべてのガスを使うことを前提に計算されることに注意
してください。潜水前には必ず、現在の潜水計画に必要なガスのみが
設定されていることを確認してください。潜水に不要なガスは設定し
ないでください。

  警告: 複数のダイバーがワイヤレストレンスミッターを使用する
場合、潜水前に必ずそれぞれのダイバーが別々のコードナンバーを取
得していることを確認してください。
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  警告: 個人調整設定 P0–P-2 は減圧症または傷害、死亡事故のリス
クを高めます。

  警告: Suunto DM5 のようなダイブプランナーソフトウェアを使用
しても、正しい潜水トレーニングに代わるものではありません。混合
ガスを使用した潜水は空気潜水とは異なるリスクがあります。トライ
ミックス、トライオックス、ヘリオックス、ナイトロックス、または
それらすべてを使って潜水する際、ダイバーはその種の潜水を行うた
めの特別なトレーニングを受けなければなりません。

  警告: 潜水計画を立てるときには、常に現実的な SAC レートと控
えめなターンプレッシャーを使用してください。ガス計画が過度に楽
観的または誤っている場合、減圧時またはケーブダイビング、レック
ダイビングの時に呼吸ガス不足に陥る恐れがあります。

  警告: デバイスの防水性を点検してください。デバイス内、バッ
テリーカバー内の湿気は装置に多大なダメージを与えます。スント認
定サービスセンターのみでサービスを受けてください。

  警告: 可燃性ガス付近でスントの USB ケーブルを使用しないでく
ださい。爆発する可能性があります。

  警告: いかなる場合においてもスントの USB ケーブルを分解・改
造しないでください。電気ショックまたは発火する可能性がありま
す。
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  警告: スントの USB ケーブルまたは部品が破損している場合には
使用しないでください。

 注意: 特定動作温度の下でのみ使用してください。

 注意: スントの USB ケーブルはスントのダイブコンピュータのみ
に使用してください。使用前に互換性を確認してください。

 注意: スントの USB ケーブルが汚れていない、水に濡れていない
状態でのみを使用してください。スントのダイブコンピュータにダメ
ージを与えないよう、接続前にコネクターサーフェイスをきれいにし
湿気を取ってください。

 注意: スントの USB ケーブルをスントダイブコンピュータのデー
タトランスファー端子に接続してください。

 注意: 決して、ワイヤレスタンク圧トランスミッターの部分を持
ってシリンダーを持ち上げたり運んだりしないでください。カバーの
破損により装置の流出の原因となります。レギュレータのファースト
ステージに取り付けたトランスミッターが接続されたままシリンダが
落下した場合、そのトランスミッターをつけて潜水をする前にトラン
スミッターが損傷していないか確認してください。

 メモ: ゲージモードにしてダイブコンピュータを使用した後の飛
行禁止時間は、常に 48 時間です。
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2 はじめに

2.1 状態とビューの表示

Suunto EON Steel には、サーフェス（水面上）と潜水の状態で、時
刻/無減圧限界時間およびコンパスという 2つのメインビューがありま
す。中央のボタンを押してビューを変更します。

 メモ: メインビューはカスタマイズ可能です。3.9 カスタマイズ
参照

Suunto EON Steel は、サーフェスと潜水の状態を自動的に切り替えま
す。水深 1.2 m でダイブモードが自動的に作動します。

タンク圧画面使用時には、Suunto EON Steel に以下の表示が示されま
す：
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• 現深度　19.0 m
• 使用中のガス ナイトロックス 32%
• 潜水時間 22 分
• タンク残圧 120 bar
• 無減圧限度時間 50 分
• 安全停止まで 3.0 m
• 潜水で使用可能な残り時間　21 時間

2.2 アイコン

Suunto EON Steel は、次のアイコンを使用します:

飛行禁止時間

水面（休息）時間

バッテリー状況（デバイス：充電中、OK、低；　Tank
POD：OK、低）

バッテリーレベル数字は残りの潜水可能時間を示しま
す

タンク/ガス圧情報
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Tank POD 警告（デバイスが Tank POD からシグナルを受
けていない）

2.3 セットアップ

Suunto EON Steel を 大限に活用するために、時間をかけて機能と表
示をカスタマイズしてください。そして、自分のコンピュータについ
て完全に理解し、思い通りの設定でダイビングに臨みましょう。

はじめに

1. USB ケーブルでデバイスを PC/Mac または USB 電源に接続し、起動さ
せます。

2. スタートアップウィザードに従い、デバイスの設定を行います。設
定が終了すると、デバイスはサーフェス状態になります。
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3. 初めての潜水の前に完全に充電してください。

スタートアップウィザードで設定できる事項：

• 単位設定
• 時間表記（12h/24h）
• 日付表記（dd.mm / mm.dd）
• DM5 に接続（オプション）
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3 機能

3.1 製品情報 Suunto EON Steel

お使いの Suunto EON Steel の情報は General（一般）/About EON（EON
について）で見ることができます。この情報にはデバイス履歴、ソフ
トウェアバージョン、ラジオ・コンプライアンスが含まれます。

Suunto EON Steel 情報にアクセスする

1. 中央のボタンを長押しして、メインメニューへアクセスします。
2. 上下ボタンで GENERAL（一般）までスクロールし、中央のボタンを

押します。
3. 中央のボタンを押し About EON（EON について）にアクセスしま

す。

3.2 アラームと警告と通知

Suunto EON Steel には色分けされたアラームと警告、そして通知があ
ります。これらは警報音（オンの場合のみ）とともに、目立つように
ディスプレイ上に表示されます。アラームは常に赤色です。警告は赤
または黄色です。通知は常に黄色です。

アラームは非常事態を示し、即時の行動を要します。非常事態が通常
に戻ると、アラームは自動的に止まります。警告があった場合はボタ
ン（どのボタンでもよい）を押して警告を認識した後、適切な行動を
とってください。
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アラーム: 説明

浮上速度が推奨速度の 10 ｍ/分を 5秒以
上超えています。

減圧潜水で減圧のシーリングを 0.6 m 以
上超えて浮上しています。直ちにシーリ
ング深度より下に下り、その後通常通り
に浮上してください。

酸素分圧が安全レベル（>1.6）を超えて
います。直ちに浮上するか、酸素割合の
低いガスに切り換えてください。
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アラーム: 説明

酸素分圧が安全レベル（<0.18）を下回
っています。直ちに潜るか、酸素割合の
高いガスに切り換えてください。

アラーム、警告、通知が発生すると、メッセージがポップアップとし
て表示されます。ポップアップメッセージはボタン（どのボタンでも
よい）を押して認識できます。注意を必要とする情報は、状況が正常
に戻るまで、画面上またはスクロールできる情報として画面下部に残
されます。

警告は、対策をとらなければ健康と安全に影響を与える事態に対する
注意を促します。ボタン（どのボタンでもよい）を押して警告を認識
してください。

警告 説明

CNS100% 中枢神経系毒性レベル 100％限界

OTU300
酸素耐性ユニットの推奨される一日の限
界に達した

SAFETY STOP BROKEN (安全
停止超過)

安全停止のシーリングを 0.6 m 以上超過
した

DEPTH (深度) 深度が限界深度を超過した
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警告 説明

DIVE TIME (潜水時間) 潜水時間が潜水時間限界を超過した

TANK PRESSURE (タンク圧) タンク圧がタンク圧限界を超過した

通知は予防を要する事柄を示します。ボタン（どのボタンでもよい）
を押して通知を認識してください。

通知 説明

CNS80% 中枢神経系毒性レベル 80%限界

OTU250
OTU の推奨される一日の限界のおよそ
80％に達した

BETTER GAS AVAILABLE (よ
り適したガス使用可能)

マルチガスダイブでの浮上中は、減圧プ
ロファイルを 適にするために、その都
度適したガスに切り替えると安全です。

LOW BATTERY (低バッテリ
ー)

約 3時間潜水で使用可能

RE-CHARGE NEEDED (要リチ
ャージ)

バッテリー残量約 2時間。次回の潜水ま
でに充電が必要です

TANK POD LOW BATTERY
(Tank POD 低バッテリー)

Tank POD のバッテリー寿命が少なくな
っています。バッテリーの交換が必要で
す
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3.2.1 設定可能アラーム

深度、ダイブタイム、タンク圧、3種類のアラームを設定可能です。こ
れらのアラーム設定は、Diving settings（ダイビング設定）/Alarms
（アラーム）で行うことができます。これらのアラームにはそれぞれ
異なる限度を設定することができ、別々にオンまたはオフにすること
ができます。

 メモ: タンク圧が 50 bar（720 psi）を下回ると、表示が赤に変わ
ります。

3.3 アルゴリズム・ロック

減圧停止を 3分以上無視した場合、Suunto Fused™ RGBM アルゴリズム
は 48 時間ロックされます。アルゴリズムがロックされている間は、ア
ルゴリズムの情報の代わりに ERROR（エラー）が表示されます。アルゴ
リズムのロックはアルゴリズムの情報が無効であることを強調する安
全機能です。

減圧シーリングを 0.6 m 以上超えて浮上すると、ERROR（エラー）が表
示されアラーム音が鳴ります。
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そのような場合には、直ちにシーリングより下に戻り減圧を続けなけ
ればなりません。3分以内にシーリング下に戻らない場合、Suunto EON
Steel は、アルゴリズム計算をロックし、代わりに下図のように ERROR
（エラー）と表示します。シーリング値も表示されなくなることに注
意してください。

この状況では、減圧症（DCS）のリスクが著しく高くなります。また、
水面に戻った後から 48 時間は減圧情報が利用不可になります。

アルゴリズムがロックされた状態のデバイスを使って潜水することは
可能ですが、減圧情報の代わりに ERROR（エラー）と表示されます。ア
ルゴリズムがロックされた状態で潜水した場合、その後水面に戻った
時点からアルゴリズムロック時間が再び 48 時間にリセットされます。

3.4 浮上速度

ダイビング中、左側のバーグラフは浮上時間を示します。バーのひと
区切りは 2 m/分に相当します。

バーは色分けされています：

• グリーン 浮上速度 OK。8 m/分以下
• イエロー 浮上速度がやや速い。8-10 m/分
• レッド 浮上速度が速すぎる。10 m/分以上
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大浮上速度を 5秒以上超えた場合アラームが鳴ります。浮上速度を
違反すると安全停止時間がより長くなります。

3.5 バッテリー

Suunto EON Steel のバッテリーは充電式リチウムイオンバッテリーで
す。Suunto EON Steel を付属の USB ケーブルを使って電源に接続しバ
ッテリーを充電します。コンピュータの USB ポートまたはコンセント
の電源を使用してください。

ディスプレイの左上のバッテリーアイコンがバッテリーの残量を示し
ます。バッテリーアイコンの右側には潜水で使用可能な推定時間が表
示されます。

アイコン 説明

潜水で使用可能な推定時間 27 時間：充電の必要なし

潜水で使用可能な推定時間 3 時間以下：要充電

潜水で使用可能な推定時間 1 時間以下：即充電が必要

バッテリー充電中。充電レベルが潜水で使用可能な推
定時間として示されます

24



充電レベルが 2時間を下回ると、Suunto EON Steel を使用しての潜水
はできません。要充電がポップアップメッセージとして示されます。

3.6 ブックマーク

下ボタンを長押しして、ブックマークを後日参照するためにアクティ
ブログに追加します。

3.7 カレンダークロック

時刻と日付設定は General（一般）/Device settings（デバイス設
定）/Time & date（時刻＆日付）で行うことができます。

時刻と日付フォーマットは General（一般）/Device settings（デバイ
ス設定）/Units and formats（単位＆フォーマット）で行うことがで
きます。

時刻と日付を変更する
25



1. 中央のボタンを長押ししてメニューへアクセスします。
2. General（一般）/Device settings（デバイス設定）/Time & date

（時刻＆日付）をブラウズします。
3. 上下ボタンを使って Set time（時刻設定）または Set date（日付

設定）にスクロールしてください。
4. 中央ボタンを押して設定を入力します。
5. 上下のボタンを使って設定を調整してください。
6. 次の設定に移動するには中央ボタンを押します。
7. 終値を保存したら再び中央ボタンを押して Time & date（時刻＆

日付）メニューに戻ります。
8. 中央ボタンを長押しして終了します。

時刻と日付フォーマットを変更する

1. 中央のボタンを長押ししてメニューへアクセスします。
2. General（一般）/Device settings（デバイス設定）/Units and

formats（単位＆フォーマット）にブラウズしてください。
3. 上下ボタンを使って Time format（時刻フォーマット）または Date

format（日付フォーマット）にスクロールしてください。
4. 上述の手順 5-8 に従い、フォーマットを変更、保存してください。

3.8 コンパス

Suunto EON Steel には、メインビューにもなる傾斜補正に対応したデ
ジタルコンパスが組み込まれています。
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3.8.1 コンパス調整（キャリブレーション）

Suunto EON Steel を初めて使用する際には、コンパスの調整（キャリ
ブレーション）が必要となります。Suunto EON Steel は、コンパスビ
ューに入るとキャリブレーションアイコンを表示します。機器を手の
平に乗せ、ゆっくりと大きく「8」の形を描きながら較正します。調整
（キャリブレーション）の過程で、コンパスは周囲の磁場に自然と調
整されます。

周囲の磁場は変化するため、毎回潜水前にコンパスを調整することを
お勧めします。

手動で調整（キャリブレーション）を行う：

1. 中央のボタンを長押ししてメニューにアクセスします。
2. General（一般）/Compass（コンパス）を選択します。
3. 中央ボタンを押して Compass（コンパス）にアクセスします。
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4. 上下にスクロールし Calibrate（調整）を選択してください。
5. まず、装置を図のように立体の「8」を描くように動かします。
6. キャリブレーションが成功すると音が鳴り、スクリーンは Compass

（コンパス）メニューに戻ります。

 メモ: キャリブレーションが続けて数回失敗した場合、立ってい
る位置の周りに大きな金属物質など強力な磁気を発するものがある可
能性があります。その場合、位置を変えてコンパスのキャリブレーシ
ョンを再度行ってください。

3.8.2 偏差設定

潜水する場所の正確なコンパス表示を得るためには、必ずコンパスの
偏差を調整してください。その場所の偏差を信用のある情報源から入
手し、Suunto EON Steel に値を設定します。

手動でキャリブレーションを行う：

1. 中央のボタンを長押ししてメニューへアクセスします。
2. General（一般）/Compass（コンパス）をブラウズします。
3. 中央ボタンを押して Compass（コンパス）にアクセスします。
4. 中央ボタンを再度押して Declination（偏差）にアクセスします。
5. 上下にスクロールし偏差角度を設定します：0.0º から開始し、上に

スクロールすると東方へ傾斜、下にスクロールすると西方に傾斜し
ます。

偏差をオフにするときには偏差角度を 0.0º に設定してください。
6. 中央ボタンを押して変更を保存し、Compass（コンパス）メニュー

に戻ります。
7. 中央ボタンを長押しして終了します。
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3.9 カスタマイズ

Suunto DM5 を使って Suunto EON Steel のビューと機能をカスタマイズ
することができます。それぞれ 4種のカスタムビューをもつ 大 10 種
の異なるダイブモードが作成できます。

Suunto EON Steel をカスタマイズする：

1. http://www.suunto.com/DM5 から、Suunto DM5 をダウンロード・イ
ンストールします。

2. USB ケーブルを使って Suunto EON Steel をコンピュータに接続しま
す。

3. デバイスウィンドウで Suunto EON Steel を選択します。
4. Customization（カスタマイゼーション）タブを選択します。新し

いダイブモードの作成、既存のダイブモードの変更ができます。

 メモ: ダイブモードを作成または変更する時には、USB ケーブルを
抜く前に変更内容を Suunto EON Steel に同期し、必ずデバイスに変更
を保存してください。

カスタマイゼーションは 4つのカテゴリーに分かれています：

• ダイブモード名
• 潜水アルゴリズム
• ガス設定
• カスタマイズビュー

Dive mode （ダイブモード）（名前）
名前は 長 15 文字までです。このモードでカスタマイズした機能と情
報を簡単に識別できるよう、短くシンプルなものにしましょう。
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Dive algorithm （潜水アルゴリズム）
Suunto Fused™ RGBM を選択またはアルゴリズムなしを選択することが
できます（3.23 Suunto Fused RGBM 参照）。アルゴリズムなしを選択
すると、Suunto EON Steel はゲージモード（ボトムタイマー）で機能
します。Suunto Fused RGBM を選択した場合、個人調整（アルゴリズ
ム・コンサバティズム）と高度設定という 2つの追加オプションがあ
ります。

Gas settings （ガス設定）
ここでは Suunto EON Steel の Gas(es)（ガス）メニューに示されるガ
スを設定します。複数ガスオプションはオンにもオフにもできます。
複数ガスを使用して潜水するためにはオプションをオンにしてくださ
い。オフの時にはガスメニューは簡略化されるので、1種類のガスのみ
での使用が簡単になります。

ヘリウムも、オンまたはオフにすることができます。オフの時には、
ガス内のヘリウム含有量を確認することはできません。

ガス 大 pO2 設定は手動で設定または規定値に設定することができま
す。規定オプションではすべてのガスに規定値が適用され、Gas(es)
（ガス）メニュー上の数値を手動で編集することはできません。手動
を選択すると、Gas(es)（ガス）メニューでそれぞれのガスのガス 大
pO2 を編集することができます。

Customize views （カスタマイズビュー）
ダイブモード１つにつき４種のカスタムビューを作成することができ
ます。それぞれのビューには、ビューカスタマイゼーション用のエリ
アが 2つあり、スタイルと内容です。
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モードのスタイルはグラフィカルまたはクラシックです。グラフィカ
ルスタイルではビジュアル要素の加わった情報表示になります：

クラシックスタイルでは、情報は従来の数字表記で表示されます：

モードのそれぞれのビュー内で、カスタマイズできる領域にどの情報
が表示されるか定めることができます。ビューを DM5 で編集すると
き、そのビューが Suunto EON Steel 上でどのように表示されるかをプ
レビューすることができます。

それぞれのビューでは、右下角にある領域に複数の値を選択すること
ができます。Suunto EON Steel 上でビューを使用するとき、領域に表
示されるものを下方のボタンを押して変更することができます。

3.10 減圧潜水

潜水中に無減圧限度を超えた場合、Suunto EON Steel は浮上に必要な
減圧情報を提供します。浮上情報は常に２つの値で示されます：
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• ceiling （シーリング）：絶対にこれより浅く浮上してはいけない
深度

• asc. time （浮上時間）：与えられたガスを使用して水面まで到達
するためにかける、分単位の 善浮上時間

以下は、浮上時間と 初に必要なディープストップの 20.3 m 地点を示
す、典型的な減圧潜水ビューです：

減圧潜水では通常 3種類の停止を行います：

• 安全停止
• ディープストップ
• 減圧停止

推奨されていませんが、場合によってはディープストップと安全停止
を無視することがあるかもしれません。Suunto EON Steel は、こうい
った行動に対し、潜水中または次の潜水において、停止を追加したり
他の方法でペナルティを与えます。

Suunto EON Steel は、常にこれらの停止の も深い地点からのシーリ
ング値を表示します。ディープストップと安全停止の停止位置にいる
ときのシーリングは、常に一定の深度になります。停止時間は分単位
と秒単位でカウントダウンされます。

下図はディープストップ時の Suunto EON Steel の表示例です：
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下図は安全停止時の Suunto EON Steel の表示例です：

減圧停止では、シーリングの深度で停止している間に、 善の浮上時
間と継続した減圧を提供しながらシーリングが減少し続けます。

下図は減圧停止時の Suunto EON Steel の表示例です：

33



 メモ: 浮上中は常に減圧シーリング付近に留まるようにしてくだ
さい。

浮上時間は安全に水面上に到達するために必要な 短時間です。浮上
時間に含まれるもの：

• ディープストップに要する時間
• 浮上速度 10 ｍ/分で要する時間
• 減圧に要する時間
• 強制安全停止に要する時間（推奨速度より速く浮上した場合）

  警告: Suunto EON Steel 上に表示された浮上時間より実際の浮上
時間のほうが長いこともあります。浮上速度が 10m/分より遅い場合や
シーリングよりも深い深度で減圧停止をした場合などに浮上時間が長
くなることがあります。この場合、水面上に到達するまでに要する呼
吸ガスの量が増加する可能性があるので、このことを考慮して計画を
立てましょう。

3.11 ディスプレイ輝度

ディスプレイの輝度は General（一般）/Device settings（デバイス設
定）/Brightness（輝度）で調整することができます。デフォルト値は
50%になっています。

3.12 ダイブ履歴

ダイブ履歴は、この Suunto EON Steel を使用して行った全ての潜水の
要約です。履歴は潜水の種類で分かれています。エア、ナイトロック
ス、トライミックス、ゲージはそれぞれ別々にログされます。それぞ
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れの種類の概要には潜水回数、通算潜水時間、 大深度が含まれてい
ます。

3.13 ダイブモード

Suunto EON Steel には 3種類の異なるダイブモードがデフォルト設定
されています：エア・ナイトロックス、トライミックス、ゲージ（ボ
トムタイマー）Dive settings（ダイブ設定）/Mode（モード）で、潜
水に適したモードを選択します。

 メモ: エア・ナイトロックスダイブモードは単一ガスモードで
す。このモードの Gas(es)（ガス）メニューでは 1種類以上のガスを追
加することはできませんが、これはカスタマイゼーションで変更する
ことができます。3.9 カスタマイズ参照

 メモ: すべてのデフォルトのダイブモードは、グラフィカルイン
ターフェイススタイルに設定されています。Suunto DM5 を使うと、こ
の設定や他の設定を変更したり、ダイブモードを追加することができ
ます。3.9 カスタマイズ参照

35



エア・ナイトロックスとトライミックスモードは、減圧情報（無減圧
限度時間、減圧シーリング、浮上時間など）を有する潜水のために設
計されています。

Suunto EON Steel で使用される減圧アルゴリズムは、Suunto Fused™
RGBM がデフォルト設定されています。アルゴリズムについての更なる
情報は、3.23 Suunto Fused RGBM を参照してください。

ゲージはボトムタイマーモードのため、減圧情報も計算も含まれてい
ません。

 メモ: ゲージモードの潜水後は、減圧計算が 48 時間ロックされま
す。ロックされている間にエア・ナイトロックスまたはトライミック
スモードで潜水した場合、減圧計算は使用できず、減圧情報欄には
ERROR（エラー）が表示されます。

3.14 混合ガス

ナイトロックスまたはトライミックスの潜水モードを選択した場合、
減圧アルゴリズムのガスが正しく作動するよう設定する必要がありま
す。Menu（メニュー）/Gas(es)（ガス）でガスを設定します。ナイト
ロックスモードでは、ガス中に酸素（O2%）のみが含まれてます。トラ
イミックスモードではヘリウム（He%）が使用可能で、また複数のガス
を選ぶこともできます。
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 メモ: ガスを分析後、結果の数値は全て小数点以下を切り捨てて
EON Steel に入力してください。例えば分析したガスの酸素割合が
31.8%の場合、酸素 31%とします。これにより減圧計算がより安全なも
のになります。酸素計算（pO2、OTU、CNS%）に使用される酸素割合は
O2% + 1 と、これも控えめに保たれています。

 メモ: ここでは Gas(es)（ガス）メニューに示されるガスを設定し
ます。3.9 カスタマイズ参照

複数ガスを使用できるトライミックスモードで Gas(es)（ガス）メニュ
ーがどのように動作するのか理解することは重要です。下の例では、
メニューに 3種類のガスがあり、使用中のガスとして tx18/45 が選択
されています。使用しているガスは 1種類のみですが、減圧アルゴリ
ズムはこれら 3種類全てのガスを考慮して浮上時間（潜水中）を計算
します。

使用するガスを選ぶ方法：

1. Gas(es)（ガス）メニューで、中央ボタンを押しガスオプションを
表示します。

2. 上下ボタンでスクロールし選択をハイライトします。
3. 中央ボタンを再度押して確定します。
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1 種類のガスのみで潜水するときには、その 1種類のガスのみが
Gas(es)（ガス）メニューに表示されていることを確認してください。
実際に使用しないガスがメニューに表示されていると、Suunto EON
Steel はリスト上のガス全てを使用することを予定し、潜水中にガスの
切り替えを促します。

3.15 ログブック

ダイブログは Menu（メニュー）/Logs（ログ）で見ることができます。
デフォルト設定では、ログは日付と時間に従ってリストになっていま
す。

ダイブログの詳細とプロフィールをブラウズするためには、上下ボタ
ンでログをスクロールし中央ボタンを押して選択します。

それぞれのダイブログにはデータサンプルが固定の 10 秒間隔で入って
います。ダイブプロフィールにはログされたデータをブラウズするカ
ーソル（上下ボタンでスクロール可能）が含まれています。さらに詳
細なログ分析のためには、潜水を Suunto DM5 にアップロードしてくだ
さい（3.22 Suunto DM5 と Movescount 参照）。
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ログブックメモリがいっぱいになると、 も古いログから削除され新
しいログのスペースを作ります。

 メモ: 水面に浮上後 5分以内に再び潜水をすると、Suunto EON
Steel はこれらを 1回の潜水とみなします。

3.16 マルチガスダイビング

Suunto EON Steel では、Gas(es)（ガス）メニューに設定されたガス間
での切り替えができます。浮上時に、より適切なガスがあれば、それ
に切り替えるよう通知されます。

例えば、水深 55m までの潜水時に、次のガスが設定されているとしま
す：

• tx18/45, MOD 58m
• tx50/10, MOD 21m
• 酸素, MOD 6m

浮上時に、ガスの 大酸素限界水深（MOD）に従って、21m と 6m の深度
で、ガスの切り替えが指示されます。

以下のように、ポップアップで切り替えのタイミングをお知らせしま
す：
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  警告: 複数のガスで潜水するときの浮上時間は、Gas(es)（ガス）
メニューにあるすべてのガスを使うことを前提に計算されることに注
意してください。潜水前には必ず、現在の潜水計画に必要なガスのみ
が設定されていることを確認してください。潜水に不要なガスは設定
しないでください。

3.17 酸素計算

潜水中に、Suunto EON Steel は OTU（酸素中毒ユニット）が追跡した
酸素の分圧（pO2）、中枢神経系中毒（CNS%）、肺酸素中毒を計算しま
す。酸素計算は現在採用されている曝露限度時間テーブルと原理に基
づいています。

デフォルト設定によるエア・ナイトロックスダイブモードでは、CNS%
と OTU の値はそれぞれの推奨限度の 80%に達するまで表示されません。
どちらかの値が 80%に達すると、EON Steel から通知され、その値は表
示されたままになります。トライミックスモードのデフォルト設定で
は、CNS%と OTU の値は右下のコーナーの欄にスクロール可能な情報と
して表示されています。
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 メモ: カスタマイズして、常に CNS%と OTU が表示されるようにも
できます。

3.18 個人調整と高度調整

減圧症の発症可能性を高める要因はいくつかあります。そして、その
要因は各ダイバーにより、またその日その日により変化します。

減圧症にかかる可能性を高める個人的な要因は次のものが含まれま
す：

• 低温への曝露 – 水温 20℃以下
• 体力レベルが平均以下
• 疲労
• 脱水症状
• ストレス
• 肥満
• 卵円孔開存症（PFO）
• 潜水前後のエクササイズ

5段階の個人調整は、あなたが減圧症にかかる可能性に適したアルゴリ
ズム・コンサバティズムを調整するために使用することができます。
この設定は Menu（メニュー）/Dive settings（ダイブ設定）/
Parameters（パラメータ）/Personal（個人調整）で見ることができま
す。

個人レベル 説明

より積極的（-2） -1 よりさらに良い理想的な状態
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個人レベル 説明

積極的（-1）

減圧症にかかる危険性がなく、体調やそ
の他コンディションが良い理想的な状態
で体力レベルが一般より優れており、ダ
イビング経験が豊富なプロダイバー向け
の設定

デフォルト（0）
理想的なコンディション（デフォルト
値）

控えめ（+1）
減圧症にかかる危険性の要因がいくつか
ある状態

より控えめ（+2）
減圧症にかかる危険性の要因が多数ある
状態

個人調整に加え、Suunto EON Steel は異なる高度での潜水に対応する
ことができます。この設定では、与えられた高度の範囲で自動的に減
圧計算を調整します。この設定は Menu（メニュー）/Dive settings
（ダイブ設定）/Parameters（パラメータ）/Altitude（高度調整）で
見ることができ、以下 3つの範囲から選ぶことができます：

• 0～300 m（デフォルト）
• 300～1500 m
• 1500～3000 m
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  警告: 高地への移動は体内に蓄積された窒素の均衡に一時的な変
化をもたらすことがあります。そのため、高所での潜水前には少なく
とも３時間待って体を高度に慣れさせることをお勧めします。

3.19 安全停止とディープストップ

10 ｍ以上の潜水では常に 3分間の安全停止が推奨されています。

安全停止の時間は、2.4 ｍ～6 m の深度にいるときに計算されます。こ
れは停止深度の前に上下の矢印で表されます。安全停止時間は分単位/
秒単位で表示されます。浮上速度が速すぎた場合、安全停止時間が 3
分を超えることもあります。

20 m 以上の潜水を行うとディープストップが起動します。ディープス
トップは安全停止と同様に表されます。ディープストップ深度の値の
前に上下矢印が表示されディープストップ時間がカウントされている
ときは、ディープストップ範囲にいることを示します。
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3.20 サンプルレート

Suunto EON Steel は全てのログ記録に、固定の 10 秒サンプルレート
を使用します。

3.21 サーフェスと飛行禁止時間

潜水後、Suunto EON Steel は前回の潜水からのサーフェス時間と飛行
禁止推奨時間のカウントダウンを表示します。飛行禁止時間内の飛行
または高地への移動は避けなければなりません。

飛行禁止時間は 低 12 時間、または脱飽和時間が 12 時間以上の場合
は脱飽和時間と同等の時間になります。脱飽和時間が 70 分以内の場
合、飛行禁止時間は表示されません。

潜水中に減圧が省略され Suunto EON Steel が永続的なエラーモードに
入った場合（3.3 アルゴリズム・ロック参照）、飛行禁止時間は常に
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48 時間になります。同様に、ゲージモード（ボトムタイマー）で潜水
が行われると、飛行禁止時間は 48 時間になります。

3.22 Suunto DM5 と Movescount

Suunto DM5 ソフトウェアプログラムを使って、全てのダイブログを追
跡、分析し、次回の潜水計画をすることができます。DM5 を使って、
Suunto EON Steel をカスタマイズし、デバイスファームウェアを更新
することができます。www.suunto.com/dm5 から Suunto DM5 をダウンロ
ードしてください。

 メモ: Mac で DM5 を使用する場合、Mono framework が必要になり
ます。

Movescount は、Suunto DM5 と統合するオンラインスポーツコミュニテ
ィです。Movescount を通してあなたのダイブを他の人たちと共有する
ことができます。

3.22.1 ログと設定を同期する

ログと設定を同期するためには、まず Suunto DM5 をインストールする
必要があります（3.22 Suunto DM5 と Movescount 参照）

Suunto EON Steel からログをダウンロードし、設定と同期する：

1. Suunto DM5 を起動する

Suunto Moveslink を使用している場合、次のステップに進む前に
Moveslink を終了してください。

2. USB ケーブルを使って Suunto EON Steel をコンピュータに接続しま
す。

3. 同期が完了するのをお待ちください。
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左側の DM5Dives（ダイブ）一覧に、日付と時刻で分類された新たなダ
イブログが現れます。

3.22.2 ファームウェア更新中

Suunto EON Steel に新たなファームウェアをインストールするために
は Suunto DM5 が必要となります。新しいファームウェアバージョンが
入手可能になると、USB ケーブルで接続した際に通知が表示されます。

ファームウェアを更新する前には、USB がきちんと接続されていること
を確認してください。更新が完了するまでケーブルを抜かないでくだ
さい。

ファームウェアの更新方法：

1. DM5 のデバイス一覧から Suunto EON Steel を選びます。

Suunto Moveslink を使用している場合、次のステップに進む前に
Moveslink を終了してください。

2. 必要に応じて同期してください。
3. 更新するをクリックし、更新が完了するまで待ってください。この

作業には 10 分以上かかる場合があります。

3.23 Suunto Fused RGBM

Suunto の減圧モデルの進化は、1980 年代に M値を基盤にしたビュール
マン博士のモデルを Suunto SME に実装したときまで遡ります。以降、
内外部の専門家たちの協力の下、日々研究開発が続けられています。

1990 年代後半、スントは先述の M値を基礎にしたモデルを改良するた
め、ブルース・ウィンケ博士の RGBM（縮小勾配気泡モデル）を実装し
ました。この機能を備えた 初の製品が、象徴的な存在である Suunto
Vyper と Suunto Stinger でした。これらの製品は溶解ガスのみのモデ
ルが考慮する範囲外のいくつものダイビング環境を扱ったため（以下
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参照）、これらの製品でのダイバーの安全性の向上は著しいものでし
た：

• 連日、連続のダイビングを監視
• 短い間隔の反復潜水の計算
• 前回の潜水より深い潜水をした場合に反応
• マイクロバブル（サイレントバブル）の発生率の高い急浮上に順応
• 気体物理学を一貫して具体化

Suunto Fused™ RGBM の組織のハーフタイムは、人体が 15 の異なる組織
グループから成るウィンケの FullRGBM が基になっています。FullRGBM
はこれらの追加組織を使い、ガスの溶解と排出のモデルをより正確に
作成することができます。組織中の窒素とヘリウムの溶解・排出量は
それぞれ個別に算出されます。

Suunto Fused RGBM の利点は、様々な状況に対応可能なため安全性がよ
り高いことです。個人調整の選択次第で、レクリエーションダイバー
にとってはわずかに長い無減圧時間を提案するかもしれません。オー
プンサーキットテクニカルダイバーには、ヘリウム混合ガスの使用を
可能にします。-深度が深くより長い潜水では、ヘリウムを主体とした
混合ガスを使用すると浮上時間が短くなります。リブリーザーダイバ
ーには、Suunto Fused RGBM アルゴリズムは非監視、セットポイントダ
イブコンピュータとして使える完璧なツールを提供します。

3.23.1 ダイバーの安全性

減圧モデルは理論上のものであり、実際のダイバーの体をモニターす
るものではないため、減圧症の完全な予防を保証できる減圧モデルは
存在しません。潜水がコンスタントで頻繁なものになると、人体は減
圧にある程度順応するという実験結果が出ています。コンスタントに
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潜水を行い、重大なリスクを負う覚悟のあるダイバーには、2種類の個
人調整設定（P-1 と P-2）があります。

 注意: 実際の潜水の個人調整設定と高度調整設定は、常に潜水計
画と同じものを使用してください。個人調整設定を計画した設定値よ
り上げる、また同様に高度設定を上げることは、より深くより長い減
圧時間につながり、それにより必要なガス量が増える可能性がありま
す。潜水計画後に個人調整設定が変更された場合、水面下で呼吸ガス
不足に陥る可能性があります。

3.23.2 高所潜水

高地では海面と比べて気圧が低くなります。高地移動後には、移動前
の高度の平衡状態と比べて過剰な窒素が体内に蓄えられています。こ
の”過剰”な窒素は時間をかけて徐々に体外に排出され、平衡状態に
戻ります。新たな高度に体を慣れさせるために、潜水前に少なくとも 3
時間は休息をとることをおすすめします。

高所潜水を行う前に、ダイブコンピュータが高度を正確に計算できる
よう高度設定を調整してください。ダイブコンピュータの数理モデル
が許可する窒素 大分圧は、低気圧に従って減少します。

結果として、無減圧停止限度は著しく減少します。

3.23.3 酸素曝露

酸素曝露の計算は現在採用されている曝露限度時間テーブルと原理に
基づいています。さらに、ダイブコンピュータは酸素曝露が控えめに
評価されるよういくつかの方法を用いています。例：

• 酸素曝露計算の表示は次の高いパーセンテージ値に切り上げられま
す。
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• 1.6 bar までの CNS%限界は、1991 NOAA ダイビングマニュアルの限
界に基づいています。

• OTU の監視は長期間の日常耐性レベルを基礎にしており、回復率は
減速されています。

ダイブコンピュータに表示される酸素に関連する情報は、潜水中のふ
さわしい状況下で全ての警告と表示がされるように設計されていま
す。例えば、コンピュータがエア・ナイトロックスまたはトライミッ
クスにセットされているとき、潜水の前と潜水中に以下の情報が提供
されます：

• 選択された O2%（また可能なヘリウム%）
• CNS%と OTU
• CNS% が 80%に達すると警告音、100％の限度を超えると通告
• OTU が 250 に到達すると通告、限度 300 を超えると再度通告
• pO2 値がプリセット限界値を超えると警告アラーム（pO2 高アラー

ム）
• pO2 値が 0.18 以下になると（pO2 低アラーム）

3.23.4 アイソバリック・カウンターディフュージョン
（ICD）

ICD とは一定した周囲圧下で異なるガスの拡散が逆方向に起こる時の
生理的現象を表す専門用語です。ダイビングでは特に、ガスは窒素と
ヘリウムになります。ICD は、ヘリウムと窒素分圧の合計が周囲圧を超
えると組織内に気泡化を発生させることがあります。この状況は、ト
ライミックスダイバーが前のミックスと比較して著しくヘリウム量が
少なく窒素量が多い減圧ガスに切り替える時に起こる可能性がありま
す。ICD を回避するために、ガス切り替え計画に細心の注意を払い、切
り替え毎に窒素割合が急激に増加しないようにすることが大切です。
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3.24 タンク圧

Suunto EON Steel は複数の Suunto Tank POD とともにワイヤレスタン
ク圧トランスミッションに使うことができます。

Suunto Tank POD の取付けとペアリング：

1. Tank POD を取付けバルブを開けます。

2. Tank POD の緑の LED が光るまで待ってください。
3. もし Suunto EON Steel の画面が無表示の場合、キー（どのキーで

も可）を押して起動させます。
4. 下図のように Suunto EON Steel を Tank POD に近づけてください。
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5. 数秒後、Tank POD のシリアル番号、バッテリー状況、タンク圧を表
示するスクリーン上にメニューが表示されます。メニューからその
Tank POD に適した正しいガスを選んでください。

Tank POD を追加する場合は上記の過程を繰り返し、それぞれの POD に
は異なるガスを選んでください。

 メモ: もうひとつの Tank POD をペアリングするためには、Suunto
EON Steel に 2 つ目のガスが設定されていなければなりません。

あるいは、Gas(es)（ガス）メニューから、当のガスに対してひとつの
Tank POD を選択するというように、それぞれのガスに使用する Tank
POD を選ぶこともできます。この方法を使用する場合、Tank POD がす
でに起動していることを確認してください（画面上にタンク圧表示が
あり且つ圏内にあることを確認）メニュー上では、Tank POD に記載さ
れているシリアル番号で Tank POD を識別します。

ダイブメインビューでは、使用中のガスに該当するタンク圧のみが表
示されます。ガス切り替えに合わせて、表示されるタンク圧も切り替
わります。
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3.25 タイマー

Suunto EON Steel には、サーフェスまたは潜水時の特定なアクション
の時間を計ることができるタイマー機能があります。タイマーはスク
ロール可能アイテムとして右下角に表示されます。

 メモ: タイマーはディスプレイの中心にアナログ時計として、グ
ラフィカルスタイルにカスタマイズすることもできます。

タイマーの使用方法：

1. ダイビング中、上方ボタンを押してタイマーをスタートさせます。
2. 上方ボタンを再度押すとタイマーは一時停止します。
3. 上方ボタンを長押しするとタイマーはリセットされます。

タイマーの作動はダイブログに保存されます。

3.26 ウォーターコンタクト

ウォーターコンタクトは本体側面の USB ケーブルポート近くに位置し
ています。ウォーターコンタクトは水中に入ると水の伝導性で機能し
ます。Suunto EON Steel ウォーターコンタクトが機能し水深センサー
が 1.2m の水圧を感知すると、自動的にダイブモードに切り替わりま
す。
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4 お手入れとサポート

4.1 取り扱い方法

Suunto EON Steel の取り扱いには、細心の注意を払ってください。本
機の落下もしくは乱暴な取り扱いは、内部の繊細な電子コンポーネン
トにダメージを与える可能性があります。

絶対に、Suunto EON Steel をご自身で解体・修理しないでください。
本機に問題がある場合は、お近くのスント認定サービスセンターへご
連絡ください。

ダイブコンピュータご使用後には、必ず真水で洗って乾かしてくださ
い。塩水での潜水後にはよくすすいでください。

水深センサー部、ウォーターコンタクト、ボタン、USB ケーブルポート
には特に注意してください。ダイブコンピュータを洗う前に USB ケー
ブルを使った場合、使用後にはケーブルのダイブコンピュータ接続部
もすすいでください。

本機をご使用後は、真水ですすぎマイルドソープ（中性洗剤）できれ
いにした後、本体を湿った柔らかい布などで十分に水分を拭き取って
ください。

 メモ: Suunto EON Steel をダイビング器材をすすぐ溜め水に放置
しないでください。水中でもディスプレイはオンの状態のままでバッ
テリーを消費しています。

スントが提供するアクセサリのみを使用してください。オリジナル以
外のアクセサリを使用して発生したダメージは保証の対象外です。
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 ヒント: Suunto EON Steel を www.suunto.com/support に製品登録
ができます。

4.2 保護フィルムを貼る

付属の保護フィルムを貼り、Suunto EON Steel をキズから守りましょ
う。

保護フィルムの貼り方：

1. ディスプレイパネルに汚れがなく乾いていることを確認してくださ
い。

2. はくりフィルムを半分程度はがします。
3. 保護フィルムの粘着部を下にして画面の端に合わせます。
4. はくりフィルムを全てはがします。
5. 柔らかく先の真っすぐなツールを使ってフィルムの下に入った空気

を押し出します。

4.3 ストラップをバンジー（伸縮ゴム）に付け替
える

必要に応じリストストラップとバンジーを取り替えることができま
す。バンジーはオプションとして提供されます。

バンジーの取り付け方：

1. トルクスドライバー（TROX T7）を使ってストラップの両端を外し
ます。

2. バンジーアダプターを取り付けます。
3. 両方のアダプターにコードを通します。
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4. バンジーコードの両端をしっかりと結び、余分なコードを切ってく
ださい。

4.4 バッテリーを充電する

Suunto EON Steel は、フル充電で、 小 20 時間の潜水をすることがで
きます。充電式リチウムイオン電池の予測寿命は約 500 サイクルで
す。

付属の USB ケーブルを使って Suunto EON Steel を充電してください。
ケーブルをコンピュータの USB ポートにまたは USB アダプタを使用し
コンセントで充電してください。バッテリー残量が低い場合、充電中
にバッテリーの充電レベルが十分になるまでディスプレイ画面は暗い
ままになります。

 注意: Suunto EON Steel が濡れているときには、絶対に USB ケー
ブルを使用しないでください。電気的また機械的な故障の原因となり
ます。
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 メモ: 充電中にハウジングや Suunto EON Steel に触れると、ピリ
ピリとした感覚を受けることがあります。これは、アースのついてい
ない壁コンセントにコンピュータを接続したときに発生するわずかな
電流によるもので製品の故障ではありません。

 注意: USB ケーブルのコネクタのピンが伝導性のあるものと絶対に
触れないようにしてください。ケーブルのショートし故障の原因とな
る恐れがあります。

充電式電池の充電サイクルには限りがあるため、 終的には交換の必
要がでてくることがあります。バッテリー交換はスント認定サービス
センターでのみ行ってください。

4.5 サポートの利用

更なるサポートご利用のためには、www.suunto.com/support にアクセ
スしてください。このサイトでは、Q＆Aや使用説明ビデオなど、様々
なサポートをご提供しています。また、スントに直接質問を送った
り、スントサポート専門スタッフに Eメール/電話をすることができま
す。

ほかにも、スント YouTube チャンネル（www.youtube.com/user/
MovesCountbySuunto）には、様々なハウツービデオがあります。

www.suunto.com/support/に製品を登録ができます。

スントのサポート：

1. Suunto.com（www.suunto.com/support）のサポートでは製品の
Q&A、またユーザーの質問やその回答などがご覧いただけます（一
部英語）。
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2. オンライン上で答えが見つからない場合、スントサポート
（support@suunto.com）に Eメールでお問い合わせください。

3. 電話でのお問合せ：このガイドブックの 後に記載されている 新
のサポート電話番号一覧、または www.suunto.com/support で問合
せ先をご確認いただけます。

スントの認定カスタマーサポートスタッフが対応いたします。また
必要に応じて電話中に問題解決することも可能です。
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5 参照

5.1 技術仕様

サイズと重量:
• 長さ：104.6 mm
• 幅：60.5 mm
• 高さ：23.1 mm
• 重さ：347 g

動作条件
• 通常高度範囲:海抜 0 ～3,000 m
• 動作温度：0℃～40℃
• 保管温度：-20℃～+50℃
• 予測寿命:通常使用で 10 年間 （50 ダイブ/年）；バッテリー、スト

ラップ/バンジーを除く
• メンテナンスサイクル：500 時間の潜水または 2年間（どちらか早

いほう）

 メモ: ダイブコンピュータを直射日光の当たる場所に放置しない
でください。

水深計
• 温度補正圧力センサー
• 動作可能 大深度：150 m（EN13319 規格）
• 大静水圧：15 bar（EN13319 および ISO6425 規格）
• 精度：水温 20℃、水深 0～150m までの状況下で±1%（EN13319 規

格）
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• 深度表示範囲：0 ～ 300 m
• 表示単位：0.1 m （0 ～ 100 m） ； 1 m （100 ～ 150 m）

温度表示
• 表示単位：1℃
• 表示範囲：-20 ～ +50℃
• 精度：± 2℃（20 分以内の温度変化）

混合ガスモードのディスプレイ
• ヘリウム%：0–95
• 酸素%：5～99
• 酸素分圧表示：0.0～3.0 bar
• CNS%：0–500% （分解能 1%）
• OTU：0～500

その他の表示
• ダイブタイム：0～999 分
• サーフェスタイム：0～99 時間 59 分
• ダイブカウンター：0～99　（反復潜水）
• 無減圧時間：0～99 分（99 分以上は>99）
• 浮上時間 0～999 分（999 分以上は--）
• シーリング深度：3.0 ～150 m

カレンダークロック
• 精度：± 25 秒/月（20℃）
• 12/24 時間表示

コンパス
• 精度：+/- 15°
• 表示単位：1°
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• 大傾斜：45 度
• コンパスバランス：グローバル

タイマー
• 精度：1秒
• 表示範囲：0’00 – 99’59
• 表示単位：1秒

ログブック
• サンプルレート 10 秒
• メモリ容量：約 200 時間の潜水

組織演算モデル
• Suunto Fused™ RGBM アルゴリズム（スントとブルース R. ウィンケ

博士（BSc、MSc、PhD）の共同開発）
• 15 の組織コンパートメント
• 窒素の組織コンパートメント・ハーフタイム：1、2、5、10、20、

40、80、120、160、240、320、400、480、560、720 分。ガス溶解と
ガス解放のハーフタイムは同じです。

• 組織コンパートメント・ハーフタイムは、ヘリウムのハーフタイム
を得るための一定要因によって分配されます。

• ダイビング習慣と潜水違反行為を基にした縮小勾配（変数）M値 M
値は潜水後 大 100 時間まで追跡されます。

• 曝露計算（CNS%と OTU）は、R.W. Hamilton（PhD）の推奨と現在採
用されている曝露時間限度テーブルと原理が基盤となっています。

バッテリー
• 種類：充電式リチウムイオン
• バッテリー寿命：フル充電した状態で 小 20 時間の潜水時間
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バッテリーの寿命は以下の条件により大きく差が出ることあります：

• 本器の動作環境と保管状態（低温環境など）。10℃以下の環境で
は、通常 20℃の環境下での予測寿命の 50～75%まで低下します。

• バッテリーの品質リチウムバッテリーのなかには、予想以上に早く
消耗するものもありますが、これを事前に調べることはできませ
ん。

 メモ: 低温またはバッテリー内部の酸化により、バッテリーに十
分な容量が残っていてもバッテリー警告が表示されることがありま
す。この場合、通常はダイブモードを起動させると警告サインは消え
ます。

5.2 コンプライアンス

5.2.1 CE

Suunto Oy はこの Suunto EON Steel が 1999/5/EC の必須要件と他の
関連する条項に準拠していることをここに宣言します。

5.2.2 EN 13319

EN13319 は、ヨーロッパのダイビング水深計基準です。スントのダイブ
コンピュータは、この基準に準拠して設計されています。

5.2.3 EN250 と FIOH

タンク圧ゲージとタンク圧を計るために使われる潜水器具の部品は、
タンク圧測定に関するヨーロッパ規格 EN250 に設定された要求を満た
しています。FIOH（公認機関番号 0403）、EC 型式検査規格を全て満た
しています。

61



5.2.4 FCC コンプライアンス

本機器は FCC 規制の第 15 部に準拠します。操作を行う際には、以下の
2 つの条件に従います：

(1) 装置は有害な干渉を引き起こす可能性のないこと。および

(2) 不本意な操作の原因となる可能性がある干渉を含むいかなる干渉
も受け入れなければならないこと。この製品は FCC 基準に遵守するよ
うテストを受けており、自宅またはオフィスでの使用目的に設計され
ています。

スントの明示的な承認なく行われた変更または改造は、FCC 規制の下で
この装置を使用する権利が無効になることもあります。

5.2.5 IC

本機器はカナダ産業省のライセンス免除 RSS 基準に適合しています。
操作を行う際には、以下の 2つの条件に従います：

(1) 装置は干渉を引き起こす可能性のないこと。および

(2) 不本意な操作の原因となる可能性がある干渉を含め、いかなる干
渉も受け入れなければならないこと。

5.3 商標
Suunto EON Steel ロゴ、また他のスントブランドの商標と製造名は、
Suunto Oy の登録商標または未登録の商標です。All rights are
reserved.

5.4 特許通知
本製品は、出願中の特許および該当する国内の権利により保護されて
います。US 13/803,795、US 13/832,081、US 13/833,054、US
14/040,808、US 7,349,805、US 86608266。
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追加の特許申請が提出される可能性があります。

5.5 保証
製品に関する限定保証

スントは、保証期間内において、スントまたはスント認定サービスセ
ンター（以後「サービスセンター」）により、その独自の判断で、素
材または作業における不具合の修正を無料で行うことを保証します。
その内容は、本限定保証の条件に従って、a) 製品または部品の修理、
b) 製品または部品の交換のいずれかです。この限定保証は、各地域の
法律がそれに反した条項を規定しない限り、商品を購入した国でのみ
有効、適用されます。

保証期間
限定保証期間は正規取扱店における購入日から適用されます。ダイブ
コンピュータの保証期間は 2年間です。アクセサリと消耗品（充電式
バッテリー、充電器、ドッキングステーション、ストラップ、ケーブ
ル、ホースを含みますがそれらに限定されません）の保証期間は 1年
間です。

保証の対象外となる修理
以下は限定保証の対象外です：

1. a) 通常の摩耗、損傷、b) 乱暴な扱いによる不具合、c) 製品の誤
用または指示に反する使用による不具合および損傷；d) 製品の輸
送、天災等で生じた故障・損傷や不具合

2. ユーザーマニュアルまたは他社製のアクセサリ；
3. スントが提供または製造していない製品、アクセサリ、ソフトウェ

ア、サービスの利用から生じる不具合または不具合の疑い；

本限定保証は、次の場合は適用されません：
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1. 本機器が意図された使用以外の目的で開けられた（分解等）場合；
2. 本機器が非認可のスペアパーツを使用して修理された場合、また非

認可のサービスセンターによる改造または修理が行われた場合；
3. 本機器のシリアル番号の除去、改ざん、また解読不可能とスントが

独自で判断した場合；
4. 本機器が化学物質にさらされた場合

スントは本製品が作動しない状態になること、またはその作動に誤り
がないこと、あるいは本製品が他者の提供するハードウェア、ソフト
ウェアと問題なく作動することを保証するものではありません。

スント保証サービス
スント保証サービスには購入証明書を提示する必要があります。保証
サービスの利用方法については www.suunto.com/support でご覧いただ
けます。このサイトでは、質問・疑問などに対する広範囲にわたるサ
ポート（一部英語）のご利用が可能になっており、また質問を直接ス
ントコンタクトセンターに送ることもできます。あるいは、このガイ
ドブックに記載されている電話番号でスントコンタクトセンターに連
絡することもできます。コンタクトセンターではスントの認定カスタ
マーサポートスタッフが対応いたします。

法的責任の限定
適用可能な法の義務で 大限に認められる範囲において、この限定品
質保証はお客様の唯一で他には無い救済であり、明示・黙示を問わず
他の全ての保証に代わるものです。スントはいかなる特殊、偶発的、
懲罰的、必然的損害（収益または利益の損失、データの損失、使用不
能損失、資本費用、代用器材または設備の費用、第三者による申し立
て、製品の購入または使用から発生するもしくは保証違反、契約違
反、過失、完全な不法行為、いかなる法的または公正な理論により起
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こる財産の損失を含みますがそれに限定されません）において責任を
負わないものとします。スントは、保証サービスの提供における遅延
に対して責を負わないものとします。

5.6 Copyright
Copyright © Suunto Oy.All rights reserved.スント、スントの製品
名称、それらのロゴ、またはその他のスントブランドの商標と名称
は、Suunto Oy の登録商標または未登録の商標です。本文書およびその
内容は Suunto Oy に帰属し、スント製品の操作に関する知識および情
報をクライアントに提供する目的でのみ作成されています。Suunto Oy
の書面による同意なしに、上記以外の目的のために本文書の内容を使
用または配布、伝達、公開あるいは複製することはできません。この
文書に含まれた情報が包括的かつ正確であるよう 善を尽くして作成
されていますが、正確性の保証は明示ないし黙示されていません。こ
の文書の内容は通知なく変更する可能性があります。この文書の 新
版は www.suunto.com からダウンロードできます。

5.7 ダイビング用語

用語 説明

高所潜水 海抜 300m より高い場所での潜水。

浮上速度 ダイバーが水面まで浮上していく速度。

浮上時間
減圧停止を必要とする潜水において、水
面まで到達するために 小限必要な時
間。
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用語 説明

CCR
クローズド・サーキット・リブリーザ
ー。排気を全て再生するスクーバ。

シーリング
減圧潜水でコンピュータが窒素の溶解を
基に、ダイバーが安全に浮上（減圧）で
きる も浅い深度。

CNS

中枢神経系中毒。酸素により引き起こさ
れる中毒。様々な神経系の症状の原因に
なることもあります。中でも も重要な
ものはてんかんのような痙攣で、これに
よりダイバーが溺れることもあります。

CNS% 中枢神経系中毒の限界の割合

コンパートメント 組織グループを参照

DCS

減圧症（病）減圧が十分に行われない場
合に体の組織や体液に窒素の気泡が発生
し、そこから直接または間接的に起こる
様々な症状。

減圧

水面に到達するまでに減圧停止または範
囲で一定の時間留まり、体内に吸収され
た窒素が組織から自然に排出されること
を促す。

減圧範囲
減圧停止を要する潜水において、浮上時
にダイバーが必ず一定時間留まらなけれ
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用語 説明

ばならないフロアーとシーリングの間の
深度の範囲。

ダイブシリーズ

コンピュータが残留窒素の計算をしてい
る間の反復潜水グループ。残留窒素が
“0” になるとそのダイブシリーズは終
了する。

ダイブタイム
潜水を開始から浮上して水面に戻るとき
までの経過時間

フロアー
減圧停止を要する潜水において、減圧が
行われる減圧範囲の も深い深度。

He%
呼吸ガスの中のヘリウムの割合もしくは
ヘリウム小数

MOD
大酸素限界水深。混合ガスの酸素分圧

（pO2）が安全な限界を超える深度。

マルチレベル・ダイビング

一度の潜水中に、異なる深度で潜水し、
大深度を基にして無減圧限度時間を算

出する潜水と異なり、各深度で過ごした
正確な時間を基にして減圧計算をする潜
水。

ナイトロックス（Nx）
通常の空気（酸素 21％）より酸素濃度を
高めた酸素と窒素の混合気体。

No deco
減圧不要限界。減圧停止を必要としない
限界の時間。ダイバーが、潜水を終えて
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用語 説明

浮上をする際に減圧停止をしなくても良
い特定の深度に留まっていられる 大限
度の時間。

無減圧潜水
減圧停止などの規制なしで水面に浮上す
ることができる潜水。

No dec time 無減圧限界時間の略語

OC
オープンサーキット。排気を全て排出す
るスクーバ。

OTU

酸素耐性ユニット。長時間にわたった高
い酸素分圧への曝露による、体全体の毒
性を計るために使われます。 も一般的
な症状は肺にちくちくした痛み、胸や
け、咳、疲労感です。

O2%
呼吸ガスの中の酸素の割合もしくは酸素
小数。通常の空気には 21％の酸素が含ま
れています。

pO2

酸素分圧。ナイトロックスガスが安全に
使用できる 大深度を制限します。エン
リッチドエア潜水の 大分圧限界は 1.4
bar です。不測事態の分圧限界は 1.6
bar です。この限界を超えた潜水には即
時の酸素中毒の危険が伴います。
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用語 説明

反復潜水
前回の潜水により吸収された残留窒素に
より無減圧限度時間が影響される潜水。

残留窒素
一回以上の潜水後にダイバーの体内に残
された窒素の量。

RGBM
縮小勾配気泡モデル。ダイバーの体内組
織で吸収・排出されるガスを追跡する近
代的なアルゴリズム。

SCR
セミクローズド・リブリーザー排気の一
部を再生するスクーバ。

スクーバ 自給式水中呼吸装置

サーフェスタイム
潜水後、次の反復潜水を開始するまでの
水面での経過時間（サーフェスインター
バル）。

組織グループ
減圧テーブルまたは減圧計算作成のため
に体内組織をモデル化する理論上の構
想。

トライミックス ヘリウム、酸素、窒素混合の呼吸ガス。
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