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各種機能概要
最大深度
減圧停止のシーリング深度
強制安全停止深度
ログブックでの平均水深
酸素分圧
AM/PM表示

矢印：
・シーリングでの減圧停止
・強制安全停止範囲
・浮上指示
・潜降指示

強制安全停止警告（STOP）
安全停止表示

現在深度
ダイブカウンター

浮上速度警告（SLOW）

ログブック表示
バーグラフ：
・浮上速度インディケータ
・バッテリー・パワー・インディケータ
・ログブック・ページ・インディケータ

潜水注意マーク
バーグラフ：
・モード表示
・CBT
・OLF

現在時刻
水面休息時間
飛行機搭乗禁止時間
無減圧限度時間
総浮上時間
安全停止時間

飛行機搭乗禁止マーク
酸素割合
（NITROXモード）

Aボタン
（MODE）
・作動
・モード操作

高所潜水モード
個人設定モード

モードボタンインディケータ

°C

バッテリー切れ警告
潜水時間
時刻
月日

気温（水温）
曜日
モードテキスト

スクロール矢印

アラームON表示
（潜水時間・最大深度）
Bボタン（PLAN）
潜水計画・スクロール（増加、浮上）

Cボタン
（TIME）
時刻（交互表示）
（減少、潜降）
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安全上のご注意
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく
ことを、次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危
害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。
この表示の欄は「最悪の場合、重症事故や、死亡事故につながる危険が
想定される」内容です。
この表示の欄は「間接的に重症事故や死亡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。
この表示の欄は「軽症程度の事故につながる可能性、または軽度の物損
害事故が起こると想定される」内容です。
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コピーライト、トレードマーク及びパテントの注意
このマニュアルはコピーライトにより全ての権利が保護されています。スントの許可なくマ
ニュアルの一部または全てのコピー、翻訳、変更等をすることは禁じられています。
SUUNTO、ZOOP、CBT、OLF、SUUNTO RGBM、連続潜水及び全てのロゴはスントの登録商標
または未登録の商標であり、全ての権利は保護されています。この商品の複数に渡る特徴はパ
テント取得またはパテント申請中です。
CE
スント社の全製品は欧州工業製品安全規格 89 ／ 336EEC に適合した、CE マークが与えられて
います。
EN 13319
EN13319 は潜水器材、水深計と深度と時間を一緒に計測する器具、機能と安全性の要求とテ
スト方法を定義づけたヨーロッパ水深計標準草案です。
ZOOP はこの標準草案に適合されるよう、設計されています。
ISO 9001
スントの品質保証システムは DEN NORSKE VERITAS によって、国際規格 ISO 9001 の認証が与
えられています。
（認証規格番号

96-HEL-AQ-220）

SUUNTO OY は製品の使用上に発生される第三者による損害またはクレームの責任は一切負わ
ないものとします。
製品の研究、調査、改良の継続により ZOOP は予告なく変更されることがあります。
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潜水の前にマニュアルの 1.1 “ 安全の予防策 ” を含む全てをよく読み、理解し
た上で本機をご使用下さい。またダイブコンピュータの限界、表示、使用方法
を完全に理解して下さい。この段階を怠ると、深刻な障害または死亡を引き起
こすことになります。

飛行機搭乗前にはコンピュータを作動させ、搭乗禁止時間をチェックすること
を忘れないで下さい。
ZOOP は潜水終了約 5 分後に自動的にスタンバイモード（時刻表示）になりま
す。スタンバイモードは約 2 時間後に無表示となります。
搭乗禁止時間のチェックを忘れると減圧症の危険が非常に強まります。

PC セットモードでは、潜水開始時、自動的にダイブモードになりません。潜
水前には必ず、AIR モードまたは NITROX モードに変更して下さい。

・通常の空気潜水（AIR モード）に設定して潜水した場合、5 分後にナイトロックス・
モードに変更することができます。
・ナイトロックス・モードに設定して潜水した場合は、残留窒素が “0” になるまでは、
空気潜水（AIR モード）に変更することはできません。
・空気潜水とナイトロックス潜水を同じダイブシリーズ（反復潜水内）で予定する
場合は潜水前にナイトロックス・モードに設定して酸素割合を変更して下さい。
ナイトロックス潜水後は AIR モードに変更できないため、ナイトロックス・モー
ドで酸素割合を 21% に変更することにより空気潜水が可能になります。
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１

概要

この度はスントダイブコンピュータ ZOOP をご購入いただきありがとうございます。このコ
ンピュータはシンプルで使いやすいレクリエーション用のダイビング器材です。
プッシュボタンの操作により、AIR ／ NITROX の選択、メートル／フィートの選択、最大深度
アラームの設定、潜水時間アラームの設定、時刻／年月日の調整、ナイトロックスの酸素割合
／酸素分圧の設定、高度／個人調整の設定が可能です。

スント RGBM による継続的減圧
ZOOP には体内の気泡排出スピードを予見してより安全なダイビング情報を与えてくれる、ス
ント RGBM を採用しています。
スント RGBM の特徴は従来の HALDANE モデルと異なり、あらゆるダイビングの状況下にお
いて体内組織で吸収、排出されるガスを追跡するアルゴリズムが組み込まれており、あらゆる
状況下でコンピュータが対応できるように、強制安全停止のプログラムが採用されています。
更に推奨安全停止のカウントダウンも採用されました。
これらの安全停止はダイビングのプロフィール、状況によって変化します。
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1.1

安全の予防策

潜水開始前には以下の全ての警告を含む、インストラクションマニュアルを必ずよく読み理解
して下さい。器材の限界、表示及び使用方法を必ず理解し、不明な点があれば、潜水前に販売
店にお問い合わせ下さい。
自分の安全は自分自身で責任を持つことも忘れないで下さい。
正しい方法でダイブコンピュータを使用することにより、無減圧限界範囲での標準及びマルチ
レベルダイビングを遂行するための認定ダイバーに重要な情報と補助を与えてくれます。この
器材は減圧の重要性を含む認定講習の代用ではありません。
ZOOP を使用するダイバーは必ずスクーバ器材の正しい使い方を習得してから
使用して下さい。
正しいトレーニングに勝るコンピュータはありません。
不十分または誤った講習は、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。
職業ダイバー用ではありません。
スント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。
コマーシャル及びプロダイバーの要求は常に減圧症の危険を増すダイブプロ
フィールにダイバーをさらすため、スントはこのようなダイビングを計画する
ダイバーには ZOOP を使用することをおすすめしません。
ダイバーは自分の安全は自分自身で責任を持たなければなりません。
事前の点検を忘れないで下さい。
ダイビング開始前に全ての表示、特にバッテリーが充分あるか、酸素割合及び
高度／個人調整は正しくセットされているかを必ず確認して下さい。
10

ダイビングにおいて減圧症・酸素中毒を完全に防ぐ方法や、ダイブコンピュー
タはありません。例えば各自の体調や生理的現象等はその日によって異なり、
ダイブコンピュータはこれらの違いを把握することはできません。安全のため
にも、潜水前に医師による体調チェックをすることをおすすめします。減圧症
は重大な障害または死につながる危険があります。

エンリッチド・エアー（ナイトロックス）での潜水は圧縮空気での潜水と異なった危険にダイ
バーにさらします。
これらの危険は明らかでなく、重大な障害または死を防止するためにも特別な講習が要求され
ます。
スペシャルティー認定講習なしで混合ガスでの潜水は絶対にしないで下さい。

ZOOP で潜水する際には常にバックアップ器材（ダイブテーブル、時計、残圧
計、深度計等）を使用することを忘れないで下さい。
常にダイブテーブルにアクセスできる準備をして下さい。

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、共有しないで下さ
い。使用中に他のダイバーが使用した場合、コンピュータは不正確な情報を表
示します。
ダイブコンピュータを使用しなかった場合、48 時間以内にダイブコンピュー
タを使用してのダイビングは絶対にしないでください。もし 48 時間以内にコ
ンピュータを使用しても、コンピュータは正しい情報を提供することはできま
せん。
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高度調整モードは正しく設定して下さい。
300m 以上の高所潜水をする場合は高度を正しく選択・設定し、コンピュータ
が正確な無減圧限度時間を計算できるようセットして下さい。間違った高度調
整モードを設定するとコンピュータの情報が不正確となり、減圧症の危険が非
常に高まります。
ZOOP は 3000m 以上の高地での使用はできません。この限度以上の高所潜水
は減圧症の危険が増大します。
減圧症の可能性が増大すると思われるダイバー（体調不良等）は、個人調整モー
ドで更に安全な設定を選択することができます。
個人調整モードを誤って選択すると、減圧症の危険が増すと共にコンピュータ
が誤った情報を表示しますのでご注意下さい。
バッテリー格納部の水漏れには常に注意して下さい（本体の裏側をご確認下さ
い）
。内部の水漏れはコンピュータの破損の原因となりますので、バッテリー
交換の際はお近くのスント販売店にご依頼下さい。

1.1.1

緊急浮上

万が一、潜水中にコンピュータが故障した場合には認定講習で習得した手段または以下の手順
で緊急浮上をして下さい。
ステップ 1．落ち着いて状況を判断し、18m より浅い深度に浮上して下さい。
ステップ 2．18m で浮上スピードを毎分 10m に落とし、3 ～ 6m の深度に浮上して下さい。
12

ステップ 3．この深度でエアーの続く限り安全停止して、水面に戻ったら 24 時間は次の潜水
を中止して下さい。

1.1.2

ダイブコンピュータの限界

ZOOP は現在の減圧研究とテクノロジーが基となっていますが、使用者／ダイバーは、個々の
ダイバーの実際の生理的な機能のチェックをコンピュータは出来ないことを理解しておかなけ
ればなりません。現在著者が確認している全ての減圧表は合衆国海軍表を含め、減圧症になる
のを最小限にするために役立つよう考え出された理論的数理モデルに準拠しています。

1.1.3

エンリッチド・エアー（ナイトロックス）と安全

エンリッチド・エアーによる潜水は窒素割合（%）を減少させることにより、ダイバーに減圧
症の危険を低下させてくれます。しかし、酸素割合（%）を増加させることにより、レクリエー
ショナル・ダイビングで考えられない酸素中毒の危険にダイバーを徐々にさらすことになりま
す。この危険を防ぐためコンピュータは時間と酸素曝露の度合いを計測し、安全限界範囲での
酸素曝露を保持するために必要な潜水プラン情報をダイバーに与えてくれます。
エンリッチド・エアーが身体に及ぼす生理的影響以外に混合ガスを使用する場合に考慮しなけ
ればならないことは、濃縮された酸素は火災または爆発の危険が存在していることです。この
限界に関しては各器材の製造業者に問い合わせることをおすすめします。
ダイブコンピュータがコンソールタイプの場合は 40% 以上の酸素割合で残圧
計を曝露させないで下さい。
酸素割合が高ければ高い程、エンリッチド・エアーは火災または爆発の危険が
存在し、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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２

操作に慣れる

2.1

機能

ZOOP ダイブコンピュータには 2 種類のコンピュータモデル（AIR、NITROX）、3 種類の操作モー
ド（TIME ／スタンバイ、SURFACE、DIVING）、2 種類のメインモード（MEMORY、SET）、及
び 7 種類のメインモードを基にした、サブモード（フローチャートを参照してください）が
装備されています。
プッシュボタンにより操作することができます。
操作中は画面表示の左側または右側のモードインディケータと下部のモードテキスト表示部に
選択されているモードが表示されます。
ZOOP は通常の空気潜水（AIR）とエンリッチド・エアー潜水（NITROX）を選択することがで
きます。
時刻表示（スタンバイモード）は ZOOP の標準表示です。
その他の表示（ダイビングまたは PC セットモードを除く）は、約 5 分以内にボタンを操作し
なかった場合は、“ ピッ ” という音と共に自動的に時刻表示に戻ります。
時刻表示は約 2 時間後に消え無表示になりますが、B ボタン（PLAN）
または C ボタン（TIME）を押すと再度時刻表示をします（図 2.1）。
操作中は、時刻表示及び無表示に任意に戻すことはできません。
潜水を開始するとログメモリーに開始時間と潜水日が記録されます
ので、潜水前には時刻と月・日が正しくセットされているか確認し
て下さい。
特に海外で潜水する際は時差があるため、注意が必要です。
時計の調整は 4.2.3“ 時計セット ” をご参照下さい。
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図 2.1 時刻表示
B ボ タ ン（PLAN） ま た は
C ボタン（TIME）を押す

2.2

プッシュ・ボタン

ZOOP には使いやすいプッシュ・ボタンと操作を分かりやすくするためのガイド表示が備わっ
ています。
A ボタン（MODE）はコンピュータ・システムのメインボタンです。
2 種類のスクロールボタン、
B ボタン（PLAN）と C ボタン（TIME）はメニューを上下にスクロー
ルさせ表示を切り替えます。
ZOOP はこの 3 種類のプッシュ・ボタンで操作します（図 2.2）。
A ボタン（MODE）を押す
・ダイブコンピュータを作動させる
・水面休息表示や時刻表示よりメニューモードに戻す
・サブモードの選択、確認、取り消し（短く押す）
・サブモードより水面休息表示に戻る（長く押す）
B ボタン（PLAN）を押す
・表示なしの状態から時刻表示（スタンバイモード）にする

図 2.2 プッシュボタン
A ボタン（MODE）
B ボタン（PLAN）
C ボタン（TIME）

・水面休息表示より潜水計画を表示
・潜水中に特別マーク（ブックマーク）をプロフィールメモリーに記録
・スクロールさせる（▲、数字の増加）
C ボタン（TIME）を押す
・表示なしの状態から時刻表示（スタンバイモード）にする
・時刻と選択モードの表示
・スクロールさせる（▼、数字の減少）
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ダイブコンピュータは A ボタン（MODE）、B ボタン（PLAN）▲、C ボタン（TIME）▼とウォー
ターコンタクトにより以下の通り作動します。
作
潜

動：A ボタン（MODE）を押すか、水中に 5 秒以上浸す
水

計

画：サーフェスモード（水面休息表示）で B ボタン（PLAN）を押す

2.3

LO

SE

OP

E

N

C

メニューモード：A ボタン（MODE）を押す

ウォーターコンタクト

B

ウォーターコンタクトは自動的にダイブモードを作動させる役目を
持っています。
ウォーターコンタクト／ PC セット（パソコン）コンタクトは本体裏
側に取り付けられています（図 2.3）。
水中に浸すとプッシュボタンの感知部と接続されているウォーター
コンタクトは、水の伝導により表示上部に “AC” の文字が表示されま
す（図 2.4）
。

A
図 2.3
（A）水深センサー
（B）ウォーター／ PC セッ
トコンタクト

“AC” 表示はウォーターコンタクトの接続が停止するか、自動的にダ
イブモードに変わると消えます。
ウォーターコンタクトまたはプッシュボタンのゴミや汚れにより自
動的にダイブモードにならないことがあります。
ウォーターコンタクトとプッシュボタンは常にきれいにして下さい。
ウォーターコンタクトが作動し続け “AC” 文字が点灯し続けたり、ダ
イブモードが突然作動する場合は目に見えない海水等の不純物がコ
ンタクトの接続部に付着し誤作動の原因になると考えられますので、
潜水後は真水できれいに濯いで下さい。
コンタクト部は真水できれいになりますが、必要なら薄い洗剤で濯
いで下さい。
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図 2.4 “AC” 文字
ウォーターコンタクトの
作動

３

ZOOP でのダイビング

このセクションでは ZOOP の操作方法と表示を説明しています。
それぞれの表示は潜水の計画をしたり各潜水に必要な重要な情報
を管理するために、わかりやすくデザインされています。
操作を数回繰り返し、潜水前に必要な作動や点検方法を覚えてく
ださい。

°C

図 3.1  スタートアップⅠ
全ての表示

3.1

3.1.1

潜水の前に

作動と事前の点検

a

ZOOP は約 0.5m より深く潜水すると自動的にサーフェス表示に
なり 1.2m を超すとダイブモードを表示します。

OK

潜水前に高度、個人調整、バッテリー容量、酸素割合（%）調整
等を確認することを忘れないで下さい。

b

A ボタン（MODE）を押すと全ての表示（図 3.1）に切り替わります。
この後にバッテリー・インディケータが表示され、アラーム音が
鳴ります（図 3.2）
。

c

QUIT

図 3.2  スタートアップⅡ
バッテリー・インディケー
タの表示

d
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空気潜水（AIR）モードでは（工場出荷時の初期設定モード）サーフェ
スモードが表示されます（図 3.3）
。

m

ナイトロックスモードでは、サーフェスモードに切り替わる前に、
NITROX の文字とナイトロックス潜水のための情報が表示されます
（図 3.20）
。

ºC

この段階で以下の表示を必ず確認して下さい。
・コンピュータは正しいモードで、完全な表示をしているか
・LOW BAT の表示はしていないか
・高度／個人調整は正しくセットされているか
・コンピュータは正しい単位で表示されているか
・コンピュータは正しい温度と深度を表示しているか

DIVE TIME

TIME

図 3.3  スタートアップⅢ
サーフェスモードの表示
現在の深度：0.0m
潜水時間：0 分
気温／水温：20℃
C ボ タ ン（TIME） を 押 す
と現在時刻を表示

・ブザー（アラーム）は鳴るか
ナイトロックスモードにした場合は以下の表示も確認して下さい。
・酸素割合（%）はシリンダーのエンリッチド・エアーと一致しているか
・酸素分圧は正しくセットされているか
これでコンピュータは潜水準備が完了です。
最初の潜水前の水面休息時間はカウントされません。
0.1m ～ 0.3m の深度表示をする場合がありますが異常ではありません。
サーフェスモードの作動後または潜水終了後、どのボタンも押さない場合、約 5 ～ 10 分後、
電池節約のため時刻表示（スタンバイモード）に切り替わります。その後、約 2 時間で無表
示となります。
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3.1.2

バッテリー・パワー・インディケータと LOW バッテリー警告

ZOOP にはバッテリー交換が必要な状況前に警告するバーグラフインディケータが組み込まれ
ています。
バッテリー・パワー・インディケータはコンピュータを作動させる際のみ数秒の間表示されま
す。
以下の表示は各警告度合いの説明です。
《テーブル 3.1 バッテリー・パワー・インディケータ》
作動後の表示

動作環境
通常
満タン
通常
BAT 及び
低い温度により変化するため、旅行する場合
3 つのバーと OK
は電池交換をおすすめします
LOW BAT 及び
電池交換をして下さい。
2 つのバーとバッテリーマーク
バッテリーマークが表示
LOW BAT 及び
電池交換をして下さい。
1 つのバー、QUIT とバッテリー 強制的に時刻表示に戻ります。
マーク
作動及び表示をしなくなります。
BAT 及び
4 つのバーと OK

図 3.2
a
b
c
d

温度またはバッテリー内部の酸化によりバッテリー容量が変化します。容量が充分
あっても、長期保管により LOW 表示になることがあります。LOW 警告は低い温
度環境でも発生しますので、この状態になった場合はダイブモードを数回繰り返し
て容量の再確認をして下さい。
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全てのモードで LOW バッテリー警告はバッテリーマーク点灯で表
示されます（図 3.4）
。サーフェス（水面休息）モードでバッテリー

m

マークが点灯、液晶表示が薄い、ぼやける、点滅する、リセットす
るなどの誤作動がある場合にはバッテリーの交換をお買い求めの販
売店にご依頼下さい。

3.1.3

潜水計画（PLAN）

サーフェスモード中に、B ボタン（PLAN）を押して表示します。

ºC

DIVE TIME

図 3.4 LOW バッテリー警告
バッテリーマークが表示され
ているのでバッテリー交換が
必要

PLAN 表示後（図 3.5）
、9m での無減圧限度時間を表示します。
C ボタン（TIME）を押す度に 3m 毎の無減圧限度時間を 45m の深
度まで表示します。B ボタン（PLAN）を押すと浅い深度に戻り、
押す度に次の浅い深度（3m 毎）の無減圧限度時間を表示します。
A ボタン（MODE）を押すとプランモードが終了しサーフェスモー

DIVE

MAX
QUIT

NO DEC TIME

ドに戻ります。
ダイブプランモードはエラーになった場合は作動させる
ことができません。

より高い高度及びより厳しい個人調整は無減圧限度時間を短くします。
これらの限度は 6.1“ 機能の概要 ” で説明しています。
ダイブプランは以下の潜水の情報も考慮し計算されます。
・残留窒素
・過去 4 日間のダイブヒストリー
・酸素曝露状況（ナイトロックス・モードの場合）
20

図 3.5 ダイブプラン
潜水予定：30m
高度 / 個人調整：A0/P1
無減圧限度時間：14 分
反復潜水回数：0

残留窒素は最大 4 日前までを計算します。従って最初の潜水より無減圧限度時間
は短くなります。
ダイブプラン中のダイブナンバー
飛行機搭乗禁止時間／残留窒素時間を計算している間は、次回の潜水は同じ反復潜水シリーズ
に属します。水面休息時間が 5 分以内に潜水する場合は、その潜水は同じ潜水とみなし、ダ
イブナンバーは変わらず、潜水時間は前回の潜水時間に加算され、引き続き計算します。

3.1.4

ユーザー設定機能とアラーム

ZOOP にはユーザーが潜水前に好みの設定ができる機能が備わっています。
【AIR・NITROX モード】
MODE → SET → MODEL

で設定

【潜水時間・深度モード】
MODE → SET → SETALMS

で設定

【日付・時刻の調整モード】
MODE → SET → SETTIME

で設定

【個人調整の調整】
MODE → SET → SET ADJ

で設定

設定方法の詳細は 4.2“ セットモード ” を参照して下さい。
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3.2

安全停止表示

安全停止はほとんどのダイブテーブルで欠くことができない “ 賢い潜水習慣 ” として一般に広
がっています。
安全停止の理由には減圧症の防止、マイクロバブルの減少、浮上コントロール、水面浮上前の
方位決定等が含まれます。
ZOOP は以下の二種類の安全停止が表示されます。
・推奨安全停止の場合は 3m ～ 6m で 3 分間の秒読み（カウントダウン）中に STOP サインが
点灯します。
・強制安全停止の場合は 6m より深い深度で事前に STOP サインが表示されます。

3.2.1

推奨安全停止

m

スントでは 3m ～ 6m で毎回の潜水の終わりに少なくとも 3 分間の

MAX
STOP

安全停止を推奨しています。この指示は無減圧限度時間の表示部分
に 3 分間（STOP サインの下部に表示）の秒読み（カウントダウン）

C
B
T

ºC

DIVE TIME

と STOP サインが表示されます（図 3.9）。
図 3.9
停止

3.2.2

3 分間の推奨安全

強制安全停止

浮上速度が一時的に毎分 12m を超えた場合、または引き続き毎分 10m を超えて浮上した場合
はマイクロバブルが許容範囲を超えて蓄積される危険があります。
スント RGBM の計算モデルはその潜水に対して強制安全停止の指示をします。
この強制安全停止の停止時間は潜水状況によって変わります。
この場合、6m より深い水深で事前に STOP サインが表示され、6m から 3m の深度に到達す
るとシーリングマーク（CEILING のサイン）、シーリング深度、安全停止時間（STOP サインの
22

下部）が表示されます。
（図 3.13）。
強制安全停止は 3 分間の推奨安全停止が含まれていますので、

m

浮上無視の危険性度合により停止時間に差があります。
強制安全停止警告の表示中には 3m より浅い深度に浮上しない

CEILING

MAX

STOP

C
B
T

ºC

DIVE TIME

TIME

で下さい。
強制安全停止シーリングより浅い深度に浮上すると下向きの矢
印が表示され連続的に “ ビッ ” という音が鳴ります（図 3.14）。
直ちに、強制安全停止のシーリングに潜降して下さい。
警告中に指示に従えば組織の計算に影響を与えることはありま
せん。
強制安全停止を無視し続けると組織の計算が影響され、次の潜
水はペナルティーとして無減圧限度時間を短くします。

図 3.13 強制安全停止
6m ～ 3m で強制安全停止
最大深度表示部がシーリング深
度の表示に変わる
C ボタンを押すと潜水時間表示
部分が現在時刻を表示

P

BEE
P

BEE
P

m

BEE

この場合は次の潜水前の水面休息時間をより長く取ることをお

CEILING

STOP

すすめします。
C
B
T

ºC

DIVE TIME

図 3.14 強制安全停止無視
シーリングゾーンに潜降指
示（▼マーク）下向き矢印と
STOP 表示
アラーム音で警告
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3.3

3.3.1

ZOOP での潜水

基礎潜水データ

m

ZOOP は約 1.2m までサーフェスモードの表示ですが、約 1.2m 以上

MAX

深く潜水を開始すると自動的にダイブモードに変わります（図 3.6）。
全ての情報が表示され、無減圧限度範囲の潜水では以下の情報が表示

NO DEC TIME
C
B
T

ºC

DIVE TIME

されます。
・現在深度はメートルで表示

図 3.6

・潜水中に到達した最大深度は MAX で表示
・無減圧限度時間は中央に NO DEC TIME で、また左側にバーグラフ
で表示

m

（6.1“ 機能の概要 ” で説明している 5 つの要素に基づいて計算され

MAX

表示）
・水温は左下に℃で表示

NO DEC TIME
C
B
T

ºC

DIVE TIME

・潜水経過時間は右下に DIVE TIME で表示
・高度調整設定は左側に山と波のマークで表示（A0、A1 または A2）
（テーブル 3.4 参照）
・個人調整設定は左側にダイバーマークで表示（P0、P1 または P2）
（テーブル 3.5 参照）
・マイクロバブルの蓄積が感知された場合は、ダイブアテンション・
シンボルが表示され、水面休息時間の延長が要求されます。（テー
ブル 3.3 参照）
ダイブタイム（潜水時間）表示は C ボタン（TIME）を押すと、時刻
表示に切り替わります。再度 C ボタンを押すとダイブタイム（潜水
時間）表示に戻ります。
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TIME

図 3.7 潜水中の表示
現在深度：19.3m
無減圧限度時間：23 分
高度 / 個人設定：A0/P1
最大深度：19.8m
経過潜水時間：16 分
水温：18℃
現在時刻：10:20AM
（C ボタンを押すと約 5 秒
間表示）

3.3.2

ブックマーク

潜水中、プロフィールメモリーにブックマークを付けることができま

m

す。ブックマークはプロフィールメモリーをスクロールさせると点滅

MAX

シンボルで表示されます。

NO DEC TIME

ブックマークを記録させるには潜水中に B ボタン（PLAN）を押して

C
B
T

ºC

DIVE TIME

下さい（図 3.8）
。

3.3.3

消費ボトムタイム（CBT）

無減圧限度時間は左側の多機能バーグラフにも水中にて表示されます
（図 3.7、3.8）
。
無減圧限度時間が 200 分以下になると、最初のバーグラフ（一番下

図 3.8
潜水中にブックマークを入
れる（ログブックに記録さ
れます）
※ログブックと同じマーク
のため注意

のバーグラフ）が点灯します。
窒素の吸収が増え無減圧限度時間が短くなる程、バーグラフは増加し
ていきます。
m

ホワイトゾーン：

MAX
STOP

安全のために、スントでは無減圧限度バーグラフが白のゾーンに保つ
ことをおすすめします。

C
B
T

ºC

DIVE TIME

無減圧限度時間が 100、80、60、50、40、30 及び 20 分以下に短縮
されていくと、バーグラフが増えていきます。
イエローゾーン：

図 3.9
浮上速度インディケータ：
バーグラフ 2 つ

イエローゾーンにバーグラフが届くと、無減圧限度時間は 5 分～ 10
分以下になり、限界に達したことを知らせます。
この状況ではすぐに浮上を開始し、ホワイトゾーンに保つ必要があり
25

ます。
m

レッドゾーン：

MAX

バーグラフがレッドゾーンまで達すると無減圧限度時間は 0 分に
なり、減圧潜水に変わったことを知らせます。

NO DEC TIME
C
B
T

ºC

DIVE TIME

3.3.5“ 減圧潜水 ” を参照して下さい。

3.3.4

図 3.10
浮上速度インディケータ：
バーグラフ 3 つ

浮上速度インディケータ

浮上速度は本体表示部右側にバーグラフで以下の通り表示されま
す。
《テーブル 3.2
バーグラフ
表示なし
バーグラフ 1 つ
バーグラフ 2 つ
バーグラフ 3 つ
バーグラフ 4 つ
バーグラフ 4 つ
SLOW 表示
点滅の深度
STOP 表示
アラーム音
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m

浮上速度インディケータ》

浮上スピード
毎分 4m 以下
毎分 4m ～ 6m
毎分 6m ～ 8m
毎分 8m ～ 10m
毎分 10m ～ 12m
毎分 12m 以上
または連続的に毎分 10m 以上

MAX

図例
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

NO DEC TIME
C
B
T

ºC

DIVE TIME

図 3.11
浮上速度インディケータ：
バーグラフ 4 つ

浮上速度を超えた場合、バーグラフの下から 5 番目の SLOW 警
告部と STOP サインが表示され、深度表示部が点滅を開始し、ダ
イバーに浮上速度を超えて浮上していることを警告します。

P

BEE
P

BEE
EEP

m

B

MAX
STOP

SLOW 警告と STOP サイン（図 3.12）が表示されたら、常に浮上

NO DEC TIME

速度を落とさなければなりません。

C
B
T

°C

DIVE TIME

6m から 3m の間のゾーンに到達したら STOP サインと CEILING
表示が消えるまで、強制安全停止をして下さい（図 3.13）。
強制安全停止警告の表示中は 3m より浅い深度に浮上してはいけ
ません。

図 3.12
浮上速度インディケータ
毎分 10 ｍ以上の浮上速度
・現在の深度表示（9m）
・SLOW 表示と４つのバーグラフ
・強制安全停止 ”STOP” 表示
・アラーム音で警告

最大許容浮上速度を超えてはいけません。
速い浮上は障害の危険を増加させます。
最大推奨浮上速度（10m ／分）を超えた場合に
は常に強制安全停止及び推奨安全停止を行って下
さい。最大許容浮上速度（10m ／分）を無視す
ると次の潜水の組織計算が無効になることもあり

m

ます。

CEILING

MAX

STOP

C
B
T

ºC

DIVE TIME

TIME

図 3.13 強制安全停止
6m ～ 3m で強制安全停止
最大深度表示部がシーリング深度
の表示に変わる
C ボタンを押すと潜水時間表示部
分が現在時刻を表示
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3.3.5

減圧潜水

無減圧限度時間が 0 になると、減圧潜水に移ります。すなわち、水
面に戻るまでに減圧停止をしなければならないことです。

P

BEE
P

BEE
EEP

m

B

CEILING

STOP

NO DEC TIME（無減圧限度時間）表示部は ASC TIME（総浮上時間）
表示に、最大深度表示部は CEILING 表示に変わり、更に上向きの

C
B
T

ºC

DIVE TIME

矢印が表示されます（図 3.15）
。
不注意や緊急事態で無減圧限界を超えなければならない場合、
ZOOP は浮上に要する減圧情報を提供します。
浮上後、ZOOP は次の水面休息時間と反復ダイビングの情報を提供

図 3.14 強制安全停止無視
シーリングゾーンに潜降指示
下向き矢印（▼）と STOP 表
示
アラーム音で警告

し続けます。
ZOOP は決まった深度で減圧停止を要求するのではなく、ある深度
の範囲内で減圧を可能にします（連続減圧）。
m

総浮上時間（ASC TIME）とは、減圧潜水中、安全に水面まで浮上

CEILING

ASC TIME

することのできる最短の時間です。総浮上時間は、下記 5 つの合
計時間です。

C
B
T

ºC

DIVE TIME

・浮上速度 10m ／分で、シーリングまでの浮上時間。
・シーリングで必要な時間。シーリングとは、安全に浮上すること
ができる最も浅い深度です。
・強制安全停止で必要な時間（警告があった場合）。
・3 分間の推奨安全停止時間。
・シーリングと安全停止警告が消えた後、水面までに必要な時間。
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図 3.15
減圧潜水
フロアーより深い深度での
表示
・上向きの矢印
・ASC TIME の点滅
・浮上速度：7 分
・シーリング：3m

コンピュータが減圧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
なければいけません。
点滅する ASC TIME 表示と上向きの矢印に注意して下さい。

減圧浮上中、実際の浮上時間は ZOOP に表示されたものより長い時間必要な
ことがあります。次のような潜水の総浮上時間は増加することもあります。
・深い深度で停止している時。
・10m ／分よりも遅い速度で浮上。
・シーリングより深い所で減圧を停止した時。
これらの要素は、水面に達するまでに必要な空気の必要量も増加させます。

シーリング、シーリング・ゾーン、フロアー及び減圧範囲
減圧潜水ではシーリング、フロアー及び減圧範囲の意味を理解しておくことが重要です
（図 3.19）
。
・シーリングとは減圧することができる最も浅い深度です。
3m 以深より数回のステップで減圧停止が要求されることもあります。
全ての減圧はシーリングまたはシーリングより深い深度で行って下さい。
・シーリング・ゾーンとは最適な減圧停止範囲です。
シーリング・ゾーンはシーリング深度の約 1.8m の範囲にあります（シーリング深度により
異なります）
。
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・フロアーとは減圧することができる最も深い深度です。
浮上中にこの深度より浅く浮上すると減圧が開始します。
・ 減圧範囲はシーリングとフロアーの間の深度です。この範囲で減圧することができます。フ
ロアー付近では ASC TIME（総浮上時間）のカウントダウンはゆっくり行われることを覚え
ておくことは重要です。

図 3.19 シーリングとフロアーゾーン
推奨安全停止と強制安全停止ゾーンは
6m ～ 3m との間

シーリングとフロアーの深度はダイバーのダイブプロフィールにより異なります。これらの範
囲は減圧潜水が必要となった時の表示ではかなり浅いはずですが、深い所にずっといると、こ
れらの深度は深い深度へ移動し、浮上時間も増加します。更に減圧中にはフロアーとシーリン
グは浅く移動します。
海面が荒れている時は、水面の近くで一定の深度を保つことは困難です。この場合にはシーリ
ングの下で余分に間隔を保ち、波でシーリングの上へ体が持ち上げられないかを確かめて下さ
い。スントでは、たとえ 4m より浅いシーリングが表示されていても、4m より深い所での減
圧をおすすめします。
シーリングより深い深度で減圧することは、シーリングにおいてよりもより多くの
時間と空気を必要とすることを忘れないで下さい。
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シーリングより浅くは絶対に浮上してはいけませ
m

ん。偶発的に起こる事故を防止するためにシーリ
ングより深い深度に留まることを守って下さい。

CEILING

ASC TIME

C
B
T

ºC

DIVE TIME

《フロアーより深い深度での表示》
フロアーより深い深度の場合には、ASC TIME が点滅し、上向き
矢印が表示されます（図 3.15）
。
この時は直ちに浮上を始めて下さい。
シ ー リ ン グ深度は現在深度表示 の 右 側 に、 総 浮 上 時 間（ASC

図 3.16 減圧潜水
フロアーより浅い深度での表示
・ASC TIME の点滅が止まる
減圧が開始

TIME）は中央画面の右側に表示されます。
m

CEILING

MAX
STOP ASC TIME

《フロアーより浅い深度での表示》
フロアーより浅く浮上した時は ASC TIME 表示の点滅が止まり、
点灯となり上向き矢印が消えます（図 3.16）。

C
B
T

ºC

DIVE TIME

TIME

減圧は徐々に始まり、ゆっくりと浮上を続けて下さい。

《シーリングゾーンでの表示》
シーリングゾーンに浮上すると 2 つの矢印が向き合います（図
3.17）
。

図 3.17 減圧潜水
シーリングゾーンでの表示
・2 つの矢印が向き合う
・C ボタン（TIME）を押すと
シーリングが最大深度に、潜
水時間が現在時刻に切り替わ
り約 5 秒間表示

この深度より浅く浮上しないで下さい。
減圧の間、ASC TIME は０に向けて秒読み（カウントダウン）を
します。シーリング深度が浅く表示すると、新しいシーリングに
浮上することができます。
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強制安全停止が 0 になり、ASC TIME が NO DEC TIME 表示に変わ

P
BEE
P
BEE
P ...
BEE

り、CEILING の表示が消えると水面に浮上することができます。

m

安全のために STOP サイン表示が消えるまで、安全停止すること
をおすすめします。
（3 分間の推奨安全停止も完了します。）
C
B
T

《シーリングより浅い深度での表示》
シーリングより浅く浮上すると下向き矢印が表示され、“ ビー ”
音が連続して鳴り始めます（図 3.18）。
更にエラーの警告 “Er” が点滅し、指示に従うよう警告します。
直ちにシーリングまたはシーリングより深く潜降して下さい。減
圧指示を 3 分以上無視し続けると、ZOOP はエラーモードに入っ
たままになります。このモードでは次回のダイビングの際、コン
ピュータは深度計とタイマーしか使用できなくなります。48 時
間は次のダイビングをしてはいけません。（3.8“ エラーモード ”
参照）
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CEILING

STOP ASC TIME

ºC

DIVE TIME

図 3.18 減圧潜水
シーリングより浅い深度での
表示
・下向きの矢印
・Er 表示で警告
・アラーム音で警告
3 分以内にシーリングまたは
シリングより浅く潜降指示

3.4

3.4.1

エンリッチド・エアーナイトロックスで潜水
潜水前に

ZOOP は通常の空気潜水（AIR モード）またはエンリッチド・エアーナイトロックス（EANx）
（NITROX モード）潜水に設定することが可能です。
ナイトロックス潜水のスペシャルティコースの認定講習を修了し、ナイトロックスで潜水を
計画する場合は事前にコンピュータを NITROX モードに設定することをおすすめします（4.2
“ セットモード ” 参照）
。
NITROX モードに設定する場合はコンピュータが正確に窒素と酸素計算を数理的にできるよう
に、自分のシリンダーの酸素割合（％）は正しく設定しなくてはなりません。コンピュータは
設定された酸素割合（O2％）と酸素分圧（PO2）に従って、数理的に窒素と酸素計算モデルを
調整します。
エンリッチド・エアーに基づいた計算結果は通常の空気潜水より長い無減圧限度時間と、より
浅い最大許容深度及び酸素曝露を考慮しながら潜水計画の情報を与えてくれます。

自分自身でシリンダーのエンリッチド・エアーの割合（％）を点検しないで潜
水をすることは危険です。シリンダー内の内容を間違って使用したり、間違っ
た O2％をコンピュータに設定した場合には、誤った情報が表示され減圧症ま
たは酸素中毒につながる重大な事故になる可能があります。
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コンピュータは酸素割合（％）の小数点以下は受け入れません。小数点以下の
酸素割合（％）は切り上げないで下さい。
酸素割合（％）は分析値の小数点以下を切り捨てて設定して下さい。
例えば、分析値が 31.8％ O2 の場合、31％ O2 で設定して下さい。
分析値を切り上げて設定すると窒素割合（％）が過小評価され、減圧症の危険
を増大させる原因をコンピュータに与えることになります。
より安全にコンピュータを設定したい場合には、個人／高度調整または PO2
の設定を低く変更して下さい。
安全のため、酸素計算は設定された PO2％プラス酸素割合の 1％が含まれます。

ZOOP がコンソールに格納されている場合は、残圧計を 40％以上の酸素割合
（％）に曝露させないで下さい。
より高い酸素割合（％）は火災または爆発の危険があり、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。

ナイトロックス初期設定
NITROX モードで 21％ O2 に設定した場合は通常の空気潜水として使用することができます。
この 21％ O2 は酸素割合 22％～ 50％に変更するまで変わりません。
手動により酸素割合（O2％）を設定（22％～ 50％）すると約 2 時間まで、設定さ
れた酸素割合（O2％）を維持します。
約 2 時間以内に次の潜水を開始しない場合は自動的に（21％ O2）に戻ります。
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設定した酸素割合（O2％）は潜水後、残留窒素が無くなるまで、ま
たは酸素割合（O2％）を変更するまで、設定割合（％）を維持します。

m

酸素分圧（PO2％）の初期設定は 1.4bar ですが、1.2 ～ 1.6bar の間、
0.1bar 刻みで調整することが可能です。

3.4.2

酸素表示

NITROX モードに設定すると、全ての酸素情報と NITROX 文字が作
動後に表示され、ダイブプランモード前にも以下のナイトロックス
表示を確認できます（図 3.20）
。

PO2

O2%

OLF

図 3.20 NITROX 表示
O2％：21％
PO2：1.4bar
最大許容深度：54.1m
NITROX の文字

・中央画面に O2％表示と共に酸素割合（％）を表示
m

・右上に PO2 表示と共に酸素分圧を表示
・上部に最大許容深度を表示
・左側バーグラフ（OLF バーグラフ）に現在の酸素曝露状況を表示

O2%

OLF

ºC

します（NITROX モードの場合）。
ダイブモードでは O2％と現在の酸素曝露状況を OLF バーグラフで
表示されます（図 3.21、3.22）
。

DIVE TIME

図 3.21 NITROX 表示
サーフェスモードでの表示

潜水中、PO2（酸素分圧）が設定の PO2 または 1.4bar 以上に変わっ
m

た場合、PO2 が右上に最大深度の代わりに表示されます（図 3.23）。

MAX

O2%

NO DEC TIME
OLF

ºC

DIVE TIME

図 3.22 NITROX 表示
潜水中の表示
O2％：32％
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潜水中に C ボタンを押すと、交互に以下の表示に切り替わりま

P
BEE
P
BEE
P ...
BEE

す（図 3.24）
。

m

・現在時刻

PO2

O2%

・消費ボトムタイム（CBT）
（左側のバーグラフ）
・最大深度（減圧潜水の場合）

NO DEC TIME
OLF

ºC

DIVE TIME

約 5 秒後、自動的に初期の表示に戻ります。

3.4.3

酸素割合限界（OLF）

NITROX モードではダイバーが窒素にさらされている状態を計測

図 3.23 NITROX 表示
潜水中の表示
酸素分圧が 1.4bar または設
定分圧を超えた場合、アラー
ム音で警告
OLF が 80％の限界に到達

するだけでなく、酸素にさらされている状態も計測し続けます。
これらの計算は、全く違った機能です。
OLF とは中枢神経系中毒（CNS）と酸素許容単位（OTU）の 2 種

m

類を合わせた酸素中毒の意味です。これらは最大曝露 100％で、

MAX

O2%

OLF バーグラフ画面上の 11 の区画の各区画は 10％に相当します。
最大限度に一番近い区画が表示されます。

NO DEC TIME
C
B
T

ºC

TIME

OTU が危険な状態になると、一番下の区分が点滅し始めます（図
3.25）
。
OLF は 6.3 “ 酸素曝露 ” で説明している事実に基づいて計測され
ます。
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図 3.24 NITROX 表示
C ボタンを押すと現在深度、
現在時刻、CBT、O2％を表示

・通常の空気潜水（AIR モード）に設定して潜水した場合、
5 分後にナイトロックス・モードに変更することができ

m

ます。

MAX

O2%

NO DEC TIME

・ナイトロックス・モードに設定して潜水した場合は残留

OLF

ºC

DIVE TIME

窒素が “0” になるまでは、空気潜水（AIR モード）に変
更することはできません。
・空気潜水とナイトロックス潜水を同じダイブシリーズ（反
復潜水内）で予定する場合は潜水前にナイトロックス・

図 3.25 NITROX 表示
OTU％が CNS％限界に到達
すると一番下の区画（バー
グラフ）が点滅

モードに設定して酸素割合を変更して下さい。
ナイトロックス潜水後は AIR モードに変更できないた
め、ナイトロックス・モードで酸素割合を 21％に変更
することにより空気潜水が可能になります。
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3.5

3.5.1

水面での表示

サーフェスインターバル（水面休息）

約 1.2m より浅く浮上すると、潜水表示はサーフェス表示に切り替

m
MAX
NO

わり次の情報が表示されます（図 3.26）。
・最大深度（m）

ºC

DIVE TIME

・現在の深度（m）
・飛行機マークと共に飛行機搭乗禁止の警告（テーブル 3.3）
・高度調整設定
・個人調整設定
・サーフェスインターバルの延長をおすすめする潜水注意マーク（安
全停止の無視や水面休息時間が短い場合に点灯します）（テーブ

図 3.26 サーフェス表示
潜水時間：18 分
最大深度：20m
現在深度：0.0m
飛行機搭乗禁止マークの点灯
潜水注意マークの点灯（ ）

ル 3.3）
・強制安全停止を無視した場合は STOP マーク
・減圧シーリングを無視した場合は Er マーク（エラーモード）（図
3.29、テーブル 3.3）
・現在の気温／水温（℃）
m

・前回の潜水時間（分）

MAX

SURF

NO

TIME

C ボタン（TIME）を 1 度または 2 度押した場合に以下の情報が表
示されます。

ºC

TIME

・現在の時刻
・現在までのサーフェスインターバル（水面休息時間）（図 3.27）
・飛行機搭乗禁止時間（残留窒素時間）（図 3.28）
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図 3.27 サ ー フ ェ ス イ ン
ターバル
C ボタンを 1 回押すと、中
央画面に水面休息時間（1
時間）が表示
潜水時間が現在時刻に変更

NITROX モードに設定した場合は、以下の情報も表示されます。
・中央画面の左側に酸素割合（O2％）
・現在の酸素曝露状態を画面左側に酸素分圧限界（OLF）をバーグ

m
MAX

SURF

NO

ラフで表示

TIME

ºC

TIME

サーフェスモードは、潜水後約 5 ～ 10 分経過すると自動的に時刻
表示
（スタンバイモード）
となり、約 2 時間後に無表示となりますが、
B ボタン（PLAN）または C ボタン（TIME）を押すと時刻表示に戻
ります。

3.5.2

図 3.28 サ ー フ ェ ス イ ン
ターバル
C ボタンを 2 回押すと、中
央画面に飛行機搭乗禁止時
間（11 時間）が表示

ダイブナンバー（反復潜水回数）

数回の反復潜水はコンピュータのスイッチが切れるまで（残留窒素
がなくなるまで）
、同じ反復潜水シリーズとみなされます。
各潜水シリーズごとに、反復潜水ナンバーが与えられます。
反復潜水回数は、最初の潜水が DIVE1、次の潜水が DIVE2、その次
の潜水は DIVE3 と順番にダイブナンバーが与えられます。
水面休息時間が 5 分より短い場合に再度潜水を始めると、ZOOP は
前の潜水の継続と解釈します。潜水表示は戻り、ダイブナンバーも
変わらず、ダイブタイムは前回分に加算されます。
水面で 5 分経過した場合は、次からの潜水は反復潜水となります。
ダイブプラン表示中のダイブナンバーは次の潜水を開始すると、そ
の次の回数が表示されます。

39

3.5.3

潜水後の飛行機搭乗

飛行機搭乗禁止時間は画面中央に飛行機マークと共に表示されます。
飛行機搭乗禁止時間（残留窒素時間）が 0 になるまで飛行機搭乗及び高地への旅行はしない
で下さい。
飛行機マークはスタンバイモードでは表示されません。
飛行機搭乗前に ZOOP をサーフェス表示にして、飛行
機マークが点灯していないことを必ず確認して下さい。
飛行機搭乗禁止は少なくとも 12 時間またはそれ以上ですが、パー

m
MAX
NO

ºC

DIVE TIME

マネント・エラーモードの場合は 48 時間になります。

《テーブル 3.3》
警告の表示
潜水注意マーク
シーリング無視マーク
飛行機搭乗禁止マーク
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図 3.29 サーフェス表示
減圧を無視（3 分以上）し
た場合、中央に Er 表示
48 時間は次の潜水はでき
ない

コンピュータに飛行機搭乗禁止マークの警告が表示されている間は、飛行機搭
乗を避けることをおすすめします。
DAN は潜水後の飛行機への搭乗について以下のように忠告しています。
・安全に飛行機に搭乗するには（キャビン・プレッシャー 2,400m まで）、最
低 12 時間の水面休息時間が必要です。ダイバーが減圧を必要とするダイビ
ング、何回ものマルチレベルダイビング及び毎日ダイビングをする計画を立
てる場合は、特別な事前の注意と飛行機搭乗まで 12 時間以上の待機時間を
とること。
アメリカの UHMS（水中高気圧医学協会）は以下の場合を除いて、空気潜水
後、減圧症の兆候が無くても 48 時間は飛行機搭乗を（キャビン・プレッシャー
2,400m まで）控えるように提案しています。
・48 時間以内に無減圧潜水をした場合は飛行機搭乗は少なくとも 12 時間の水
面休息を推奨しています。
・減圧潜水をした場合は少なくとも 24 時間の水面休息、できれば 48 時間の水
面休息を推奨しています。
スントでは DAN、または UHMS の忠告、及び ZOOP が飛行機搭乗可能な状態
になるまで待つことを推奨します。
注）UHMS：アメリカの非営利団体で潜水に関係する科学者、医者、民間人等、
世界 50 ヵ国、2,500 人以上の会員で構成されている協会。

潜水後の飛行機搭乗で完全に減圧症を防ぐことを保証する規則はありません。
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3.6

視覚と聴覚によるアラーム

ZOOP には重要な情報または警告の確認がされる時に視覚と聴覚によるアラームが装備されて
います。
1 回の短い “ ビー ” という音が鳴った場合
・コンピュータが作動した時
・TIME モードに自動的に戻った時
“ ビー ” という音が 2 秒間隔で 3 回鳴った場合
・無減圧潜水が減圧潜水になった時（上向きの矢印と点滅の ASC TIME が表示）（図 3.15）
連続して “ ビー ” という音が 5 秒間鳴った場合
・最大許容浮上速度、毎分 10m を超えた時（SLOW と STOP の警告が表示）（図 3.12）
・強制安全停止シーリングより浅く浮上した場合（下向きの矢印が表示）（図 3.14）
・減圧停止シーリングより浅く浮上した時（Er の警告と下向きの矢印が表示）
シーリングまたはシーリングより深い深度へ 3 分以内に移動しない場合は Er 表示となり、
パーマネント・エラーモードになります（図 3.18）。
ZOOP は潜水前に各種のアラームを設定することができます。
潜水時間及び最大深度をアラーム設定することができます。
設定されたアラームは以下の状況で作動します。
・設定した潜水時間になると
－どのボタンも押さない場合、24 秒間 “ ビー ” という音が鳴り続ける
－どのボタンも押さない場合、1 分間、潜水時間が点滅する
・設定した最大深度になると
－どのボタンも押さない場合、24 秒間 “ ビー ” という音が鳴り続ける
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－設定した最大深度より深く潜水中は最大深度が点滅し続ける
《NITROX モードでの酸素警告》
ダブル音（ビビ）が 3 回、5 秒間鳴った場合
・OLF バーグラフが 80％に到達
80％を超える区画が点滅開始
・OLF バーグラフが 100％に到達（図 3.23）
OLF の蓄積が停止すると 80％を超えた区画の点滅が止まります。この時は PO2 が 0.5bar 以下
に減っています。
3 分間連続の “ ビー ” という音が鳴った場合
・設定した酸素分圧（PO2）と許容深度限界を超えた場合。
最大深度表示は PO2 の表示に変わる。（図 3.23）
PO2 深度限界より浅い深度に直ちに浮上しなければいけません。
PO（酸素分圧）
が点滅した時に最大許容深度（酸素中毒になる恐れのある水深）
2
に到達するので、直ちに警告の点滅が停止する深度まで浮上しなければいけま
せん。
警告後直ちに指示に従わない場合は酸素中毒の危険を急速に増大させ、重大な
障害または生命をおびやかす可能性があります。
スントではスポーツダイバーの最大深度が 40m に限るか、コンピュータに設
定された酸素割合（％）及び酸素分圧 1.4bar で計算された最大深度の限界を
超えないことを強くおすすめします。より深い深度での曝露は酸素中毒と減圧
症の危険を増大させます。
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3.7

高所潜水と個人調整

ZOOP は高地でのダイビング用に数理モデルの安全範囲を広げられるよう調整できます。

3.7.1

高度調整

ZOOP に正しい高度を入力する前に、テーブル 3.4 に従って正しい高度モードを選ぶ必要があ
ります。するとコンピュータは選んだ高度に従って高地での更に短い無減圧限度時間を与えて
くれます。
（6.1“ 機能の概要 ”、テーブル 6.1 参照）
《テーブル 3.4
高度モード

高度調整範囲》

表示シンボル

高度範囲

A0

0 ～ 300m

A1

300 ～ 1,500m

A2

1,500m ～ 3,000m

入力された高度調整モードは山のシンボルで表示されます。（A0 は波、A1 は 1 つの山、A2 は
2 つの山）
4.2.4“ 高度・個人調整の設定 ” に調整方法が説明されています。
正しい高度調整モードを設定して下さい。
海抜 300m より高い所でダイビングする時は、高度調整モードを ZOOP が正
確な無減圧限度時間を計算できるよう正しく選ばなければなりません。高度、
個人調整モードを誤って選択すると、減圧症の危険を増すと共に誤ったデータ
を出しますのでご注意下さい。
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ZOOP は、3,000m 以上での高所潜水用には設計されていません。限界高度を
超えるダイビングは、減圧症の危険を著しく増加させます。高地への移動は、
圧力の変化によりダイバーの体内窒素を一時的に変化させる原因となります。
従って、高地でダイビングをする前には、少なくとも 3 時間以上の休息をし、
体調を整えることをおすすめします。

3.7.2

個人調整

減圧症にかかる可能性は、各ダイバーにより、またその日その日のダイバーの体調によっても
千差万別です。更に安全なダイブプランをする場合は 3 段階から選択できる個人調整をする
ことができます。
次のような時は減圧症の可能性を増大させます。（限定はされません）
・20℃以下の水温の時		

・体調の悪い時

・連日、または反復潜水の時

・疲労

・脱水症状			

・過去に減圧症の経験者

・ストレス			

・肥満

個人調整レベルはダイバーシンボルと＋サインで液晶画面表示されます。（P0 は一人のダイ
バー、P1 はダイバー＋、P2 はダイバー＋＋）
4.2.4“ 高度・個人調整の設定 ” に個人調整の方法が説明されています。
この機能はテーブル 3.5 に表示のふさわしい個人調整レベルを入力することにより更に安全に
コンピュータを調整することができます。
理想的な状況は初期設定の P0 を維持する事です。
状況が更に厳しいか減圧症の危険性を増大させるその他の事実がある場合は P1 または更に厳
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しい P2 を選んで下さい。結果としてコンピュータは入力された個人調整レベルに従って数理
モデルを調整し、更に短い無減圧限度時間を与えてくれます。（6.1“ 技術詳細 ”、テーブル 6.1、
6.2 参照）
《テーブル 3.5

個人調整範囲》

個人調整モード 表示シンボル

状況

設定

P0

理想的な状況

初期設定

P1

指定されたいくつかの事実かその状況

更に安全な設定

P2

指摘された多数の事実かその状況

更に安全な設定

個人調整レベルを正しく設定して下さい。
減圧症の可能性を増大させる事実があると思われる時は、更に安全な計算をさ
せる選択をしなければいけません。

ダイブプランに従っていても減圧症の危険は常に存在します。従って減圧症の
危険を最小限にするためにもコンピュータが表示する曝露限界内に留まること
をおすすめします。
減圧症は重大な障害、または生命をおびやかす恐れがあります。
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3.8

エラーモード

ZOOP には警告を無視した場合、減圧症の可能性を著しく増大させる危険をダイバーに知らせ
る “Er” 警告表示があります。
警告に従わない場合は、コンピュータは減圧症の危険を著しく増大したと判断し、エラーモー
ドになります。
もし、コンピュータの機能と操作を充分に理解していれば、エラーモードになることはありま
せん。
減圧無視
エラーモードは、3 分間以上シーリングより浅い深度に滞在する減圧無視が原因となります。
減圧無視中の 3 分間はエラー警告が表示されアラーム音が鳴り、その後コンピュータはパー
マネント・エラーモードになります。
3 分以内にシーリングより深い深度に潜降すれば通常の表示に戻ります。
エラーモードになったコンピュータは、無減圧限度時間または総浮上時間は表示しなくなり、
中央画面に “Er” が表示されたままになります。
しかしその他の全ての表示は今まで通り機能します。
水中でパーマネント・エラーモード（無減圧限度時間または減圧停止時間を計算しないため）
になった場合は直ちに 3m ～ 6m の深度に浮上してエアーが続く限りその地点に停止して下さ
い。水面に戻ったら最低 48 時間は次の潜水をしないで下さい。
パーマネント・エラーモードでは中央画面に “Er” 文字が表示されダイブプランモードは表示
されません。
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４

操作方法

メインメニューの機能には、1）メモリー、2）セット

があります。

メニューを基にした機能の使い方

QUIT

メインメニューの機能には、メモリー（MEMORY）とセット（SET）
があります。
無表示や時刻表示の場合は、A ボタン（MODE）を数秒間押して “ON”
にしてください。

OPTIONS

図 4.1 メニュー
A ボタンを押す
モード選択画面

1．メニュー操作は “ON” にしてから、サーフモードで表示中に A ボ
タン（MODE）を一度押して下さい。（図 4.1）
2．MODE が表示されたら B ボタン（PLAN）または C ボタン（TIME）
を押すことにより、
メモリー（MEMORY）かセット（SET）のサブモー

SELECT

ドが選択できます。
（図 4.2、4.3）
左側の数字は MODE のサブモード数です。（2 種類ある意味です）
3．サブモードをスクロールさせ、メモリー（MEMORY）、またはセッ
ト（SET）を選択して下さい。

図 4.2 B ボタン又は C ボ
タンで希望のモードを表
示、メモリーを選択中

4．メモリー（MEMORY）を決定した場合は A ボタン（MODE）で確
定をして下さい。
左側の数字はメモリー（MEMORY）のサブモード数です。（3 種
類ある意味です）

SELECT

5．更にメモリー（MEMORY）のサブモードを B ボタン（PLAN）ま
たは C ボタン（TIME）を押して、希望の表示を選択して、A ボタ
ン（MODE）で確定して下さい。
6．セット（SET）を選択した場合も同じ方法で操作して下さい。
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図 4.3 設定モード（SET）
の選択中

以上のようにモードの選択によって希望の設定をすることができます。
A ボタン（MODE）を押すことによりモードの選択（SELECT 表示）、モードの取り消し（QUIT
表示）
、または設定の確認（OK 表示）をすることができます。
A ボタン（MODE）を 1 秒以上押し続けると、設定中の画面をサーフモードに戻すことができ
ます。
メニューモードで 5 分以上ボタン操作をしなかった場合、ビープ音が鳴り自動的に時刻モー
ドに切り替わります。

メニューモードのリスト
1．メモリー機能（1 MEMORY）
1．ログブックとプロフィールメモリー（1 LOGBOOK）
2．ヒストリーメモリー（2 HISTORY）
3．PC インターフェイス（3 PC SET）
2．セットモード（2 SET）
1．エアー（AIR）またはナイトロックス（1 MODEL）
2．アラーム設定（2 SET ALMS）
1．最大深度アラーム
2．潜水時間アラーム
3．時刻、年月日の設定（3 SET TIME）
1．時刻、年月日の設定
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4．個人調整の設定（4 SET ADJ）
1．高度（A0 、A1、A2）
2．個人調整（P0、P1、P2）
3．単位の設定（メートル（METRIC）またはフィート（IMPERL））
潜水後、約 5 分以内はメニューモードの操作はできません。

4.1

メモリー機能

ZOOP にはログブックとダイブプロフィール（図 4.5 ～ 4.11）、ダイ
QUIT

ブヒストリー（図 4.12 ～ 4.13）のメモリー選択をすることができま
す（図 4.4）
。
エントリー時間と年月日が登録されますので、時刻の調整は間違いの
ないように設定して下さい。

OPTIONS

図 4.4 メニュー
メモリーの選択中

4.1.1 ロ グ ブ ッ ク と プ ロ フ ィ ー ル メ モ リ ー
（LOGBOOK）

コンピュータには 30 秒間隔で最大 50 時間の大容量のメモリーが備
わっています。
30 秒より短い潜水は潜水とみなさず、記録はされません。

SELECT

ログブックは MODE → MEMORY → LOGBOOK の順でアクセスして
下さい。
最新の潜水記録が最初に表示されます。
各潜水には 4 ページのログブック情報が記録されています。（ページ
Ⅰ～Ⅳ）
スクロールボタン（B または C ボタン）でページⅠ～Ⅳを表示して下
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図 4.5 メニュー
ログブックの選択中

さい。
page 1
DIVE

前々回のログを見るには、ログブック頁１表示中、A ボタン
（MODE）を 1 度押した後、C ボタンで古いログを選ぶことが

SELECT

TIME

できます。
古いログページⅠ～Ⅳは、A ボタン（MODE）でログを選択し
た後、C ボタンで表示させます。
ログブックは、以下の情報が 4 ページに渡り表示されます。
ページⅠ

図 4.6

ログブック

ページⅠ

メイン表示（図 4.6）

page 2

・ダイブシリーズのダイブナンバー（反復潜水回数）

DIVE

・潜水開始時刻と開始年月日

MAX

O2%

STOP ASC TIME

QUIT

OLF

ページⅡ（図 4.7）

ºC

DIVE TIME

・ダイブシリーズのダイブナンバー（反復潜水回数）
・最大深度（注意：記録間隔、低解像度の影響によりヒストリー

図 4.7

ログブック

ページⅡ

メモリーと比べ最大 0.3m の誤差が生じます。）
・合計潜水時間
・最大深度時の表示水温

page 3

・高度調整設定

DIVE

AVG

・個人調整設定

SURF

・最大浮上速度を無視した場合 SLOW 表示

QUIT

TIME

・強制安全停止を無視した場合 STOP 表示
・減圧潜水になった場合 ASC TIME 表示
・潜水注意マークが表示された状態で次の潜水を開始した場合、

図 4.8

ログブック

ページⅢ

潜水注意マーク表示
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・シーリングを無視した場合、下向きの矢印表示
・設定されていた酸素％（ナイトロックスモードの場合）

DIVE

・潜水中の最大 OLF（ナイトロックスモードの場合）

QUIT

ページⅢ（図 4.8）

DIVE TIME

・ダイブシリーズのダイブナンバー（反復潜水回数）
・平均潜水深度

page 4

図 4.9

ログブック

ページⅣ

・潜水前のサーフェスインターバル（水面休息時間）
ページⅣ

プロフィールメモリーのスクロール（図 4.9）

DIVE

・ダイブシリーズのダイブナンバー
・スクロール中、点滅のブックマーク表示（潜水中、希望の深
度で B ボタン（PLAN）を押した場合）

TIME

SELECT

・スクロール中、点滅の SLOW 表示（SLOW 警告潜水した場合）
・スクロール中、点滅の ASC TIME 表示（減圧潜水した場合）
ページⅠ表示中に A ボタン（MODE）を押すと SELECT 表示の
上に

マークが点灯し、B ボタン（次回）または C ボタン（前

図 4.10 ログブックページⅠ
を表示中に A ボタンを押すと、
他の潜水データを B または C
ボタンで検索ができる

回）で次回または前回の潜水記録を表示させることができます
（図 4.10）
。
その後 A ボタンを押すと

マークが消えて、表示される潜水

QUIT

の情報が B ボタンまたは C ボタンを押すと 4 ページに渡り見
ることができます。
一番古い記録の次に END が表示されます（図 4.11）。
図 4.11   ログブック表示の終了
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メモリーの記録容量は約 50 潜水時間分ですが、約 50 時間記録後、新しい潜水データが追加
されると、最も古いデータは消える場合もありますので、電池交換前にログブック等にお控え
下さい。

ダイブプロフィールメモリー（PROF）
メモリーのスクロールはログブックページⅣ（PROF）が開かれると同時に作動します。潜水
時間は 30 秒間隔で記録された時間（分）が約 3 秒間表示されます。深度は 30 秒間隔で記録
された最大深度が表示されます。
スクロール中にどのボタンを押してもスクロールが止まり他の表示に移行します。
ログメモリーに表示される番号は反復潜水番号（回数）が表示されます。（3.5.2 "
ダイブナンバー " 参照）
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4.1.2

ヒストリーメモリー（HISTORY）

ダイブヒストリーは過去に到達した全ての潜水記録の合計です。
ヒストリーメモリーは MODE → MEMORY → HISTORY の順で表
示させます（図 4.12）
。

SELECT

以下の情報が表示されます（図 4.13）。
１．過去に到達した最大深度
２．通算潜水回数
３．通算潜水時間

図 4.12
ダイブヒストリーメモリー
モード（2 HISTORY）

999 ダイブまたは 999 時間まで記録するとカウンターは 0 に戻
ります。
ヒストリーメモリーはバッテリー交換後には消える場合もありま
すので、電池交換前にログブック等にお控え下さい。

DIVE

MAX
QUIT

DIVE TIME

4.1.3 データ転送モードと PC インターフェイス
（3 PC SET）

ZOOP は別売りの PC インタフェースとソフトウェア、スントダ
イブマネージャーを使用して、潜水データを PC にダウンロード
することができます。
ダイブマネージャーではコンピュータに記録されたすべてのデー
タを表示し、比較・分析・管理等ができます。また、ダイブプロ
フィールやダイブログを印刷することもできます。
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図 4.13
ダイブヒストリーの表示
１．22.8m
２．23 ダイブ
３．14 時間

データ転送モードは MODE → 1 MEMORY → 3 PC SET でアクセス
できます（図 4.14）
。
データ転送は接続ケーブル（別売）をウォータコンタクト（本体裏

SELECT

面）部分に接続して行います。
データ転送を行うとスントダイブマネージャーで以下の情報を確認
できます。
・水深プロフィール

図 4.14
データ転送モード
（3 PC SET）

・潜水時間
・水面休息時間
・ダイブナンバー
・潜水開始時刻、年月日
・ダイブコンピュータの設定内容
・酸素割合設定と最大 OLF（NITROX モードの場合）
・組織計算データ
・リアルタイムの水温
・追加潜水情報（Slow、強制安全停止無視、潜水注意マーク、ブッ
クマーク、減圧停止マーク、シーリング無視マーク等）
・コンピュータのシリアル番号
・個人情報
・ログへのコメントの書き込み
接続ケーブルがウォータコンタクトに接続されていると
きは、ダイブモードは自動的に作動しません。
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4.2

セットモード（SET）

セットモード（SET）
（図 4.15）にはコンピュータモデル設定（1
SET MODEL）
、アラーム設定（2 SET ALMS）、時刻／年月日（3
QUIT

SET TIME）設定、個人調整設定（4 SET ADJ）の 4 種類のサブモー
ドが備わっています。

4.2.1

コンピュータモデル設定（1 SET MODEL）

OPTIONS

図 4.15 設定サブモード
（4 SET）の選択中

モデル（MODEL）設定では通常のエアー（AIR）かナイトロック
ス（NITROX）のモデルを選択することができます。
設定方法は MODE → SET → MODEL にアクセスして下さい（図
4.16）
。
通常のエアーの場合は AIR を、ナイトロックスの場合は NITROX
の表示を選択して下さい。

SELECT

NITROX モードに設定する場合はコンピュータが正確に窒素と酸
素計算ができるように、使用するシリンダーの酸素割合（％）は
正しく設定しなくてはなりません。コンピュータは設定された酸
素割合（O2％）と酸素分圧（PO2）に従って窒素と酸素計算モデ
ルを調整します。
エンリッチド・エアーに基づいた計算結果は通常の空気潜水より
長い無減圧限度時間と、より浅い最大許容深度及び酸素曝露を考
慮しながら潜水計画の情報を与えてくれます。
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図 4.16
コンピュータモデル設定

NITOROX 設 定 は MODE

→

SET

→

MODEL

→

NITROX

から表示できます。

m

初期酸素割合（O2%）は 21％、酸素分圧（PO2）は 1.4bar です。

PO2

O2%

（図 4.17）
。

OK

NITOROX の酸素割合と酸素分圧は設定後約 2 時間で
初期値の 21％、1.4bar にリセットされます。
設定の際は必ず潜水前に使用するシリンダーの酸素割
合と酸素分圧を確認し行うようにしてください。

図 4.17 NITOROX 設定
スクロールボタンで酸素割合
、酸素分圧（PO2）の
（O2%）
変 更、A ボ タ ン（TIME） で
決定
図 は 酸 素 割 合 32%、 酸 素
分 圧 1.4bar、 最 大 許 容 深 度
32.8m に設定した例

4.2.2

アラーム設定（2 SET ALMS）

アラーム設定は潜水時間と最大深度の設定をすることができま
す。
設定方法は MODE → SET → SET ALMS にアクセスして下さい（図
4.18）
。

SELECT

図 4.18

アラーム設定モード
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《ダイブタイムアラームの設定》
MODE

→

SET

→

SET

ALMS で ON を表示し設定します。

アラームは 1 ～ 999 分の間で設定することができます。
（図 4.19）
。

OK

DIVE TIME

《最大深度アラームの設定》
最大深度アラームはダイブタイムアラームを設定後自動的に表示さ
れます。ON ／ OFF を選択してアラームを鳴らしたい深度を設定し
てください。
アラームは 3~100m の間で設定することができます（図 4.20）。

図 4.19 ダイブタイムアラー
ムの設定
スクロールボタンでアラーム
音の ON ／ OFF、アラームを鳴
らしたい時間を変更、C ボタン
（MODE）で決定

m
MAX

OK

図 4.20 最 大 深 度 ア ラ ー
ムの設定
スクロールボタンでアラー
ム音の ON ／ OFF、アラー
ムを鳴らしたい深度を変
更、C ボタン（MODE）で
決定
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4.2.3

時計セット（3 SET TIME）

時計設定モードの選択は MODE → SET → SET TIME で SET TIME を
表示させます（図 4.21）
。
SELECT

モードの選択をすると 12 時間／ 24 時間の選択（図 4.22）が表示
されますので、スクロールボタンで選択、A ボタンで決定をします。
順に時刻の設定、年月日の設定（図 4.23）をして下さい。

図 4.21

時計セットモード

設定月日は 1990 年 1 月 1 日から 2089 年 12 月 31 日まで可能です。

4.2.4

高度・個人調整の設定（4 SET ADJ）

OK

高度・個人調整の設定では高度（A0、A1、A2）、個人の体調（P0、
P1、P2）と単位（メートルまたはフィート）の設定をすることがで
きます。
設定方法は MODE → SET → SET ADJ にアクセスして下さい（図 4.24）。

図 4.22

時刻の調整

・ 高 度 調 整（A0、A1、A2） の 選 択 は MODE → SET → 4SET → SET
ADJ を表示して設定して下さい（図 4.25）。
・個人調整（P0、P1、P2）の選択は高度の設定をすると自動的に個
人調整の画面が表示されますので、高度調整と同じように設定して

OK

下さい（図 4.26）
。
図 4.23

年月日の調整
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高度・個人調整の設定は “3.7

高所潜水と個人調整 ” で説明して

いる設定範囲に従って調整して下さい。
高度・個人調整は潜水後、約 5 分以内は変更する事

SELECT

ができません。
・単位（メートル、フィート）の選択は個人の体調設定をすると
自動的に単位調整の画面が表示されますので、個人調整と同じ

図 4.24
高度・個人調整の設定

ようにメートル（METRIC）かフィート（IMPERL）に設定して
下さい（図 4.27）
。

OK

図 4.25 高度調整の設定
スクロールボタンで高度
モードを変更

m

ft

OK

OK

ºC

ºF

図 4.27
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単位の設定

図 4.26 個人調整の設定
スクロールボタンで個人調
整モードを変更

５

お手入れ／保管について

スントコンピュータはスクーバダイビングに適した設定が施されていますが、精巧な電子機器
ですので取り扱いにはその他の電子機器と同様、充分注意を払って下さい。

5.1

機密性

重要な情報

コンピュータは 10 気圧（100m）の静止圧に耐える設計が施されていますが、動きのある水
中で発生する圧力は静止圧と比べ大きな差があります。
水深計センサー
コンピュータに内蔵されている水深計センサーは精密な電子部分ですので潜水後は常に真水で
きれいに濯いで柔らかいタオルで拭き、よく乾かして下さい（センサーは本体裏部にあります）。
ウォーターコンタクトとプッシュボタン
ウォーターコンタクト／接続部やプッシュボタンに付着した汚れや皮膜などはダイブモードの
自動機能の妨げやデータ転送機能を妨げる原因となります。そのためウォーターコンタクトと
プッシュボタンは常にきれいに保つことが重要です。
コンピュータのウォーターコンタクトが作動したままの場合（AC 表示が消えない）は、接点
の汚れや目に見えない有機不純物などによるものと考えられます。
本機をご使用後には常に真水に浸しきれいにすすぎ、柔らかい布で水分を拭き取り、塩の結晶
や砂などがよく洗い流されているか確認して下さい。
ウォーターコンタクトは真水できれいにした後、必要な場合は薄めた洗浄液と柔らかいハブラ
シ等で汚れを取り除いて下さい。
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5.2

お手入れについての注意事項

・本機は絶対に分解しないで下さい。

・本機をご使用後には常に真水に浸しきれいにすすぎ、柔らかい布で水分を拭き取り、塩の結
晶や砂などがよく洗い流されているか確認して下さい。
・ウレタンストラップは汗や海水などで濡れたまま放置したり、湿気が多い場所に放置すると
劣化が進みヒビ割れや切れたりすることがあります。ご使用後は常に本機をきれいにしてか
ら保管して下さい。ヒビなどの症状がでたときはストラップを交換する必要があります。そ
の際は製品をお買い上げの販売店にご相談ください。
・本体やストラップを汚れたままにしておくと再使用時に汚れなどによって皮膚がかぶれるこ
ともありますので、皮膚が弱い方は特にご注意ください。

5.3

保管時のご注意

・直射日光のあたる場所や高温／低温／多湿、磁気を発する場所（テレビやオーディオ機器の
スピーカー、磁気ネックレスの近くなど）での保管は避けてください。
・長期間ご使用にならない場合には必ず本機のお手入れ後、保管してください。
・本体が傷つくまたは破損する恐れがありますので、バッグの底の堅い場所、他のダイビング
器材や重いものなどの下敷きになるような場所には保管しないでください。
・ガソリンやマニキュア、化粧品、クリーナー液、トイレ用洗剤、接着剤、アルコール類など
が付着すると本体やストラップが変色したり、本体そのものを傷めることがありますので化
学物質が発散している場所や、薬品にふれる場所には放置しないでください。
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5.4

コンピュータのメンテナンス

・コンピュータの点検は 2 年または 200 ダイブごとに製品をお買い上げの販売店にご依頼下さ
い。点検には通常の作動点検、バッテリーの交換及び防水試験が含まれています。
・コンピュータのガラス面内側に水滴がついたり、水漏れがおきたと思われる場合にはただち
に販売店に点検をご依頼下さい。
・バッテリー残量警告が表示されたらなるべく早くバッテリーの交換を販売店にご依頼下さい。
バッテリー切れのまま長期間放置すると製品を傷めるおそれがありますのでご注意くださ
い。
・本体にキズやヒビ、特に表示面の異常が見られる場合は修理をご依頼下さい。
重要：コンピュータの点検は定期的にご依頼いただくことをおすすめします。長期間点検、メ
ンテナンスを行わない状態にしておくと、本機が適切に機能しなくなる恐れがあります。
重要：本機をご使用後には常に真水に浸しきれいにすすぎ、柔らかい布で水分を拭き取り、塩
の結晶や砂などがよく洗い流されているか確認して下さい。
表示画面が突然くもり症状が改善されない、水滴がつく、水が入っていないかなどを常
に確認し、問題があればコンピュータの使用を中止してください。
・本体を洗い流すのに勢いの強い水道水、シャワー、高圧洗浄機などを絶対に使用
しないでください。
・本体の水分を除去するのに圧縮空気を使用しないでください。
・本体を傷つけるような洗浄液を使用しないでください。
・本体を水中以外の圧力がかかる状態で使用しないでください。
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5.5

防水性の点検

本機をご使用される際には表示部、バッテリーカバー内側に水漏れがないか常にチェックして
ください。
水漏れが確認された場合、または水漏れの可能性があると思われる場合には使用を中止し、お
買い上げの販売店に修理・点検をご依頼ください。
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６

技術詳細

6.1

機能の概要

《無減圧限界》
ZOOP によって表示される無減圧限界は、単一深度のダイビングに対する合衆国海軍表の無減
圧より更に安全率をとってあります。
《テーブル 6.1

最初の潜水の各深度での無減圧限界時間（分）》

水深
（ｍ）

P0/A0

P0/A1

P0/A2

9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45

124
72
52
37
29
23
18
13
11
9
7
6

163
89
57
39
29
24
18
14
11
9
8
6
5

130
67
43
30
23
19
15
12
9
8
6
5
5

高度／個人調整モード
P1/A0
P1/A1
P1/A2

163
89
57
39
29
24
18
14
11
9
7
6
5

130
67
43
30
23
19
15
12
9
8
6
5
5

96
54
35
25
20
16
12
9
8
6
5
4
4

P2/A0

P2/A1

P2/A2

130
67
43
30
23
19
15
12
9
8
6
5
5

96
54
35
25
20
16
12
9
8
6
5
4
4

75
45
29
21
15
12
9
7
6
5
4
4
3
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《高所潜水》
高所での大気圧は海水面より低いため、高所潜水後または高地旅行後のダイバーは平衡状態に
比べて “ 過剰 ” の窒素が体内に蓄えられています。（この “ 過剰 ” の窒素は徐々に体外に放出さ
れ、2 ～ 3 日以内に通常に戻ります。）
高所潜水前には新しい高度で計算を調整する為コンピュータを高所潜水に設定しなければいけ
ません。ダイブコンピュータの数理モデルによって許された窒素の最大分圧は低い周囲圧に
従って低められ、高所潜水モードに切り替えた場合、無減圧限度時間はかなり短くなります。
《水面休息》
ZOOP は最低 5 分水面で滞在することを必要とします。水面休息時間が 5 分より短ければ
ZOOP のダイビング計器類は次のダイビングを前のダイビングの連続したものとして扱いま
す。すなわち ZOOP は潜水時間を前回の潜水に加え、両ダイビングで吸収された余分の窒素
によって無減圧限界や減圧停止を計算します。
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6.2.

新世代

Suunto Reduced Gradient Bubble Model（RGBM）
スント「RGBM アルゴリズム」の採用

RGBM アルゴリズム（RGBM モデル）はあらゆるダイビングの状況下で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です。
スント RGBM アルゴリズムはスント社と BRUCE R. WIENKE、BSC、MSC、PHD の協力により
開発されました。このアルゴリズムは研究所の経験と潜水データ（DAN 等）を基にして開発
されています。
マイクロバブルを予見しなかった従来の HALDANE モデルとは異なり、RGBM アルゴリズムは
更に下記の要素を考慮して溶解されたガスをあらゆる環境でコンピュータが処理します。
・連日、連続のダイビングを監視
・反復潜水の間隔を厳密に追跡
・前回の潜水より深い潜水をした場合の反応
・マイクロバブルを発生させる急浮上に対しての順応
・気体物理学を一貫して具体化
スント RGBM アルゴリズムはマイクロバブル蓄積と反復潜水における危険なダイブプロフィー
ルを予見します。また、選択した個人調整に従って計算を変更します。水面で減圧スピードと
パターンがマイクロバブルの影響によって調整されます。また、反復潜水で理論上の各組織グ
ループで最大許容可能な超過窒素に順応できるように調整します。
状況によりスント RGBM は以下の一部、または全ての要因により減圧停止の義務を与えます。
・無減圧停止時間の減少
・強制安全停止の追加
・減圧停止時間の増加
・水面休息時間の延長指示（潜水注意マーク

）
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累積的なダイビングパターン、即ち、短い水面休息時間、反復潜水で前回より深い深度での潜
水、数回に渡る浮上、連日、連続の潜水は高い減圧の危険が追加されます。
減圧アルゴリズムの適応と共に、これ等の要因をコンピュータが探知した場合にはスント
RGBM モデルは、場合によっては潜水注意マーク（

）でダイバーに水面休息時間の延長を

促すこともあります。

6.3

酸素曝露

酸素曝露の計算は現在採用されている酸素曝露限度時間テーブルと原理に基づいています。更
に、ZOOP は酸素曝露が控えめに評価されるように以下の数種の方法を用いています。
・酸素曝露計算の表示は、次の％に切り上げられます。
・レクリエーションダイバーのための酸素分圧（PO2）は、設定が 1.4bar までが限界の標準設
定をおすすめします。
・CNS％限界は 1991 NOAA ダイビングマニュアルを基礎にした 1.6bar までです。
・OTU の監視は日常の許容平均を基礎にしており、回復率は減速されています。
ZOOP によって表示される酸素に関する情報は、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。
潜水前または潜水中に以下の情報が表示されます。
・設定された O2％（NITROX モードの場合）
・CNS% または OTU％（どちらか大きい方）が OLF% の表示部に表示されます。
・OLF が 80％と 100％の限界を超えた場合、警告音と OLF 値の点滅が開始します。
・設定限界を超え危険な状況になった場合に警告音と実際の PO2 が点滅表示されます。
・ダイブプランモードでは酸素割合（O2％）と酸素分圧（PO2）の設定に従って最大許容深度
を表示します。
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6.4

技術仕様

サイズ及びウェイト（保護カバー、ベルト含まず）
・直径：61mm
・厚み：28mm
・重量：68g（本体のみ）
水深計
・温度補正圧力センサー
・海水標準（真水の場合約 3％浅く表示）（EN13319 規格）
・動作可能最大深度：80m（EN13319 規格）
・精度：± 1％

温度変化 10℃あたり± 0.5m の誤差（EN13319 規格）

・深度表示範囲：0 ～ 99.9m
・解像度：0.1m（0 ～ 99.9m まで）
温度表示
・表示単位：1℃
・表示範囲：－ 9℃～＋ 50℃
・精度：± 2℃（20 分以内の温度変化）
時計
・精度：± 25 秒（月）
・表示：12 時間または 24 時間制
その他の表示
・ダイブタイム：0 ～ 999 分、約 1.2m で作動または停止
・サーフェスタイム：0 ～ 99 時間 59 分
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・ダイブカウンター：0 ～ 99（反復潜水回数）
・無減圧限度時間：0 ～ 199 分（199 分以上は “ －－ ”）
・総浮上時間：0 ～ 99 分（99 分以上は “ －－ ”）
・シーリング深度：3.0m ～ 100m
NITROX モードのみの表示
・酸素割合：21 ～ 50％
・酸素分圧：1.2 ～ 1.6bar（設定圧により変化）0.1bar 単位で表示
・OLF バーグラフ：1％～ 110％（10％の解像度）
ログ／ダイブプロフィール
・記録間隔：30 秒（30 秒単位での最大深度を記録）
・メモリー容量：約 50 潜水時間（30 秒単位）1 回の潜水時間を 40 分として約 75 ダイブ
・深度精度：0.3m（潜水中の表示との差）
機能条件
・高度範囲：海抜 0 ～ 3000m
・使用可能温度：0 ～ 40℃
・保存温度：－ 20℃～＋ 50℃
※室温で乾燥した場所に保管することをおすすめします。直射日光の当たる場所に放置しない
で下さい。
組織演算モデル
・Suunto RGBM アルゴリズム（SUUNTO、BRUCE R. WIENKE、B. MS. AND PHD により開発）
・9 つのコンパートメント
・ハーフタイム：2.5、5、10、20、40、80、120、240、480 分
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・気泡低速減少の評価は潜水習慣と潜水違反を基礎とし、この評価を潜水後約 4 日間まで追跡
・EAN と酸素曝露演算は R.W.HAMILTON、PHD の推奨と現在採用されている酸素限界テーブ
ルが基準
バッテリー
・3V リチウムバッテリー（CR2450）
・オーリング：1.78mm × 31.47mm70SHA
・交換目安：約 2 年（ダイビングの頻度により減少します。）
ダイブ数による交換目安
・0 本／年

………

約2年

・100 本／年

………

約 1 年半

・300 本／年

………

約1年

バッテリー寿命は以下の条件により大きく差が出ることがあります：
・潜水時間
・保存状態
10℃以下の場合、
常温 20℃で保存した場合より 50 ～ 75％の容量に低下する可能性があります。
・バックライト及びアラームの使用頻度
・バッテリーの品質
（リチウムバッテリーは製造上の問題で、予想以上に容量が低下することがあります。）
・商品購入時のバッテリーはモニター用として組み込まれており、本体の価格に含まれており
ません。実際に使用されるまでにある程度の時間が経過しており、新品のバッテリーと容量
に差があるため、記載された寿命に達する前に切れることがあります。
・バッテリー交換はお近くの販売店にご依頼下さい。
・ダイビングをせず保管しているだけの状態でも電池は消耗します。
当製品は個人では分解しないで下さい。その場合は保証の対象とはなりません。
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７

特別用語の解説

・エアータイム（AIR TIME）
シリンダー圧、周囲圧及び空気消費量を基にして計算される潜水可能な空気消費時間。
・高所潜水（ALTITUDE DIVE）
海抜 300m 以上での潜水。
・浮上速度（ASC RATE）
浮上時の浮上スピード。
・総浮上時間（ASC TIME）
減圧潜水で水面に戻るまでに必要な最短時間。
・シーリング（CEILING）
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）できる最
も浅い深度。
・シーリングゾーン（CEILING ZONE）
シーリング深度の約 1.8m 以内の範囲。この範囲で停止中は 2 つの矢印が向き合って表
示される。
・中枢神経系、酸素中毒（CNS）
酸素による中毒。神経学上の各種の症状を発生させ、特に危険な症状はてんかん系の痙
攣によりダイバーを溺死させる。
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・中枢神経系、酸素中毒割合（CNS％）
CNS の割合。
・DAN（DIVERS ALERT NETWORK）
レクリエーションのダイビングの安全と健康のために、1980 年アメリカのデューク大
学メディカルセンターに本拠を置き、世界中のダイバー、潜水団体等の寄付、会費等に
よりダイバーの安全と健康を監視、援助している非営利団体。
・DCI（DECOMPRESSION ILLNESS）
減圧症またはベンズと呼ばれる。
・減圧範囲（DECOMPRESSION RANGE）
減圧潜水でフロアーからシーリングの間の深度。
・ダイブシリーズ（DIVE SERIES）
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。
・潜水時間（DIVE TIME）
水面より潜降し、水面に戻るまでの経過時間。
・EAD
窒素分圧に相当する深度。
・エンリッチド・エア・ナイトロックス（EAN）
EANx とも呼ばれる。通常の空気に相応の酸素を追加した混合気体で、標準割合は
EAN32（NN1）と EAN36（NN2）。
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・フロアー（FLOOR）
減圧潜水で減圧が可能な最も深い深度。
・ハーフタイム（HALF-TIME）
圧力変化に対して、各組織（区画）が平衡状態になるために必要な時間。
・マルチレベル潜水（MULTI-LEVEL DIVE）
一度の潜水中に、異なる深度で潜水し、最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（NITROX）
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
・NOAA
アメリカ海洋大気局
・無減圧限度時間（NO DEC TIME）
減圧停止を必要としない限界の時間。
・無減圧潜水（NO DEC DIVE）
減圧停止等の規制なしで水面に浮上が許される潜水。
・OLF
酸素割合限界の省略用語で、CNS％と OTU％の結合です。
酸素蓄積／曝露に関してスントが使用している用語です。
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・OTU
体全体の中毒に関して使用されている省略用語です。
高酸素分圧下で継続して曝露されることによって引き起こされる酸素中毒で共通症状と
しては、肺の痛み、胸やけ、咳、肺活量の低下等があります。
・O2%
酸素割合の省略用語で、通常空気は 21％です。
・PO2
酸素分圧の省略用語で、EANx での最大分圧限界は 1.4bar です。
偶発的な分圧限界は 1.6bar ですが、この限界を超えると酸素中毒の危険があります。
・RGBM
あらゆる種類の潜水状況下でダイバーの組織内で吸収又は排出されるガスを追跡するた
めの近代的なアルゴリズム。
・反復潜水（REPETITIVE DIVE）
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（RESIDUAL NITROGEN）
1 回または数回の潜水で吸収された余分な窒素。
・水面休息時間（SURF TIME）
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）。
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８

クエスチョン＆アンサー

Ｑ：ダイビングとみなされない潜水はどんなものですか。
Ａ：1.2m より浅い水深及び、20 秒以内（初期設定の場合）の潜水です。ZOOP は 1.2m より
浅いダイビングは潜水回数に入りません。
Ｑ：電源が入らない。または自動でサーフェスモードに入らない。
Ａ：原因１．バッテリー切れ：購入時のバッテリーはモニター用ですので、長く使用できない
場合があります。
原因２．コンタクト不純物の蓄積：ウォーターコンタクトに被膜が蓄積している場合があ
ります。コンタクト部は真水できれいになりますが、必要であれば薄い洗剤で濯
いで下さい。
原因３．ダイブモードを OFF にすると自動でサーフェスモードに入りません。
Ｑ：ログメモリーが表示されない。
Ａ：潜水後約 5 分は、ログが表示できませんのでご注意下さい。
Ｑ：潜水後、時刻表示に戻ってしまう。
Ａ：バッテリー消費節約のため、潜水後約 5 ～ 10 分経過すると時刻表示（スタンバイモード）
になりますが、残留窒素時間は最大 100 時間まで計算し続けます。従って、次の潜水を
開始すると、前回の残留窒素を考慮して無減圧限度時間を計算し表示します。
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Ｑ：水温が高く表示（または記録）される。
Ａ：陸上で腕につけている場合、体温を感知し通常より高い温度が表示されます。また、水中
でも正しい温度を表示するまでには最大で 20 分程かかる場合がありますのでご注意下さ
い。
Ｑ：水深計が他のメーカーの物と誤差がある。
Ａ：ZOOP は塩水用の水深計を採用しています。淡水用の水深計と比べると約 3％の差が生じ
ます。また、水深 0 ～ 60m（海水温度 20℃の場合）で± 1％の誤差が生じます。ただし、
浅い水深の場合、水の動き等の原因によりセンサーが反応し誤差が大きくなることもあり
ます。
Ｑ：ログメモリーの最大水深が実際の最大水深と 10 ～ 30cm の差が出たりする。
Ａ：認識されたサンプレート（記録間隔）によって、ログに記録される、最大深度は差があり
ます。その結果、ヒストリーメモリーは最大で 30cm の差が出る場合があります。
Ｑ：最初からログにデータが入っている。
Ａ：品質検査のためのテストデータが残っている場合があります。
Ｑ：ディスプレイ上に虹色がかかっている。
Ａ：温度差によるガラスの張力が原因です。故障ではありません。
Ｑ：時刻表示中に上部に AC が突然表示される。
Ａ：ウォーターコンタクト（本体裏部）が水を感知すると AC が表示されます。水分を取り除
いて下さい。
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Ｑ：酸素割合（％）の変更画面が表示されない。
Ａ：コンピュータモデルを NITROX モードに設定して下さい。
Ｑ：酸素割合（％）を変更したが、21％に戻ってしまう。
Ａ：設定後、約 2 時間経過すると 21％になります。
また、潜水後の場合は残留窒素が無くなった時点で 21％になります。
Ｑ：時刻表示（スタンバイモード）を無表示にしたい。
Ａ：約 2 時間後に自動的に無表示となります。任意ではできません。
Ｑ：水面休息中に画面が無表示になってしまう。
Ａ：水面休息時間が約 2 時間経過すると自動的に無表示となります。
Ｑ：最後のログは表示されるが、前々回のログが表示されない。
Ａ：   ログの「ページⅠ」の画面から切り替えることができます。「ページⅠ」を表示中に A
（MODE）ボタンを 1 回押すと矢印（▼）と「SELECT」が表示され、C（TIME) ボタンで前
回のログを表示することができます。
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