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HOW TO
NAVIGATE
EASY AS
1-2-3

1-2-3
Place your compass on the map 
and use the baseline to make a 
straight line between your current 
position and your destination.
Make sure that the direction- 
of-travel arrow points towards 
your destination.

1-2-3
Turn the compass housing until the 
red part of the north/south arrow
is parallel with the map meridians,
and points north on the map.

1-2-3
Lift your compass from the map
and hold it horizontally in your
hand. Turn yourself and the
compass until the red end of the
needle is inside the red north/
south arrow. Now the direction-
of-travel arrow will point towards
your destination. Take a landmark
and start moving. Enjoy!
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地図を正置（せいち）して使います
コンパスと地図を使用するにあたり、最も簡単な方法は、地図を北に向けることです。
地図上の磁北線とコンパスの磁針が平行になるように揃えます。
(磁北線の書いていない場合は地図の北とコンパスの磁針を北を揃えます。
/この場合は多少ずれが出ます)この作業を正置と呼びます。
地図を正置することで、周りの状況と地図上の情報が一致することができます。
ルートに沿って行動するときは磁北線と磁針が平行になるように地図を回してください。
こうすることによりルートを非常に簡単にたどることが可能になります。
地図上で右に曲がれば、地面上でも右に曲がることになるからです。
素早く地図を正確に方向付けることが、ミスを防ぐベストな方法なのです。

コンパスを地図上に置き、ベースライン
(コンパスの長い縁)を使って現在位置と
目的地を結ぶように置きます。

SILVA1-2-3システム  -目的地の方角の調べ方-

リングを回して、リングの底に描いてある赤と
黒の直線を磁北線と並行になるようにします。
(直線の赤側が北側になるように合わせます)

コンパスを地図から離して水平になるように持ち、
磁針の赤い針とカプセルの底にある赤い矢印(ノース
マーク)が一致するまで体の向きを変えていきます。
この2つが一致した時、進行線が示す方向に目的地が
あります。

磁気偏差
コンパスと地図を一緒に使用する際には、地域により磁気偏差があるため、
それに対応する方法を知っておくことが重要になります。
磁気偏差とは、磁北(磁針の示す北)と真北(地図上の北)との誤差のことです。
この磁気偏差があるエリアでは、正しい方向へ行くために調整を施さなければなりません。
磁気偏差の程度と角度は地図に載っています。
現在の偏差を確認するため最新の地図を使用して下さい。
SILVAコンパスではコンパス本体のカプセル内にある磁気偏差用目盛り(固定)、
または磁気偏差調整部を用いて磁気偏差に対応することができます。

ベースプレート

オイル注入済みカプセル

クリノメーター（傾斜計）

磁気偏差目盛り（固定）

磁気偏差調整部

磁針

ベゼル

測定リング

ノースマーク

定規

インデックスライン（角度読取線）

記号書込みガイド

拡大鏡

指示進行線

蛍光マーク/リング

滑り止めラバー

基本的なコンパスの特徴  -ベースプレートコンパス-

ご使用される前に
・コンパスを使用する前には必ず正常に作動するかどうかを確認してください。
・コンパスを極端な温度（高い、または低い）にさらさないで下さい。
　プラスチックを変形させ、カプセルから液漏れを起こす可能性があります。
・ナイフ、携帯電話、ラジオスピーカー、磁石などにコンパスを近づけないで下さい。
　コンパス・ニードルの極性が反対になり、北ではなく南を指示すことがあります。

オイル注入済みのカプセルを持つベースプレートコンパスは
使い方もシンプルで実用的です。回転するカプセルとベースプレートの
組合せは地図を使って素早く方向を調べるには理想的なコンパスです。

*1︓ECH137,ECH296には未対応になります。
*2︓ECH296には未対応になります。

*1

*1

*1

*2
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透明なアクリル合成樹脂製で耐久性の高いベースプレートになっています。
方向を調べるためにベースプレートの端を使用します。
ほとんどのSILVAコンパスの後端は上にカーブしており手に馴染みます。

ベースプレート

オイル注入済みカプセル
カプセルは帯電防止の液体で満たされていて、見やすく、
針の安定性と正確性を確保します。

クリノメーター（傾斜計）
地形のスロープや高度などを測ります。
インデックスラインにW(270)が来るまでベゼルを回します。
コンパスを目の高さに合わせます。傾斜計の針が自由に動くはずです。
コンパスを地形に合わせて傾け、
偏差針が偏差目盛りに合うところから偏差を読み取ります。

磁気偏差目盛り（固定）/ 磁気偏差調整部

コンパスと地図を一緒に使用する際には、地域により磁気偏差が
あるため、それに対応する方法を知っておくことが重要になります。
磁気偏差とは、磁北（磁針の示す北）と真北（地図上の北）との誤差の
ことです。この磁気偏差があるエリアでは、正しい方向へ行くために
調整を施さなければなりません。
磁気偏差の程度と角度は地形図に載っています。現在の偏差を確認する
ため最新の地図を使用して下さい。

磁気偏差について

磁気偏差目盛り（固定）
一部を除きSILVAコンパスには、カプセルの内部に磁気偏差を
測る目盛りがついています。

使用方法︓地図から磁気偏差を確認します。

例︓東へ20度の場合
SILVA 1-2-3の手順に従って下さい。
ステップ３で一旦方向が決まった後、目標物を決める前に、
『東磁気偏差』目盛り上の20度に磁針の赤い先端が合うまで体を向けます。
しっかりとコンパスを持ち、再度ノースマークが磁針と一致するまでカプセルを回すと、
指示進行線が方向を示します。その先の目標物を定め、行動を開始します。

磁気偏差調整部（スクリュー）
SILVAコンパスには、ベゼル上に磁気偏差調整スクリューが
ついているモデルもあります。
スケールランヤード（吊り下げ紐）ついている安全パーツ内
に小型のスクリュードライバーが備わっています。

使用方法︓地図から磁気偏差を確認します。

例︓東へ20度の場合
ノースマークの下部（矢印になっていない黒い部分の端）
が『東磁気偏差』目盛り上の20度に合うまでベゼル上の
スクリューを回します。

磁針
スウェーデンの高品質なステンレススチール製の磁気ニードルです。
サファイアのベアリングと堅いスチールのピボットのコンビネー
ションにより、摩擦を最小限に抑え、迅速かつ正確な動きを実現。
磁北指針精度︓ 1度      赤い先端部は磁北を指示します︕

ベゼル
SILVA 1-2-3システムを使って現在位置をセットまたは誘導するため、
この回転するカプセルを使用します。
カプセルを調整し易くするため、ベゼルにゴム製のグリップリングが
ついているモデルもあります。

基本的なコンパスの特徴  -ベースプレートコンパス-

測定リング
角度の値は測定リング上の目盛りから直接、読み取ることができます。
SILVAコンパスには、360度もしくは6400ミルに分割された目盛りがついています。
測定リングに基本的なポイント (N – S – E –W) もつけたモデルもあります。

ノースマーク（NS線）
SILVAのアウトドア・コンパスにはカプセルの底に赤と黒の線（NS線）、および
ノースマークがついています。これらのラインと矢印はカプセルの底で固定されていて、
測定リング上の北に合わせてあり、地図上の経線や磁北線に合わせられるようにデザイン
されています。NS線の半分とノースマークは北を指すように赤いカラーにしてあります。
ノースマーク（NS線)は、SILVA 1-2-3システムで方向を調べる際、ステップ２で地図上の
磁北線とカプセルを回して合わせるために使用します。

定規
ベースプレートには、地図上で距離などを測るための目盛りがついています。
目盛りの種類や数字は各SILVAコンパス・モデルにより違います。
ほとんどのSILVAコンパス上の目盛りやプリントは、耐久性を確保するため箔押ししてあります。

地図上計測のための目盛り
地図上の距離と地上の相応する距離との間の比率を地図の縮尺と言います。
実際の相応する距離を得るには、地図上の距離を目盛りの数値により掛けあわせる必要があります。
一般的な縮尺は、1:10,000、1:15,000、1:25,000、1:50,000です。
例︓1:10,000の縮小率では、地図上の1cmは実際の10,000cm (= 100m) になります。

物差し
地図の縮尺が50,000分の1で、コンパスにそれに対応する計測目盛りがある場合、
その目盛りで距離を測って下さい。手持ちのコンパスに対応する計測目盛りがない場合、
ベースプレートの端にある通常のメートル法またはヤード法の目盛りを使用して下さい。
例︓地図の縮尺が50,000分の1の場合、地図上の1㎝は実際の500mになります。

ローマ―スケール

インデックスライン（角度読取線）

ベースプレートのローマー座標スケールを使用して
距離を測定します。
地図上の指定された座標を特定できる
6桁のグリッド参照を正確に算出します。

インデックスラインは、指示進行線の方向の延長部分として、
目盛りの下か外側の端につけられています。
コンパスのカプセルを回すことにより、インデックスラインは、
セットした方角を指示します。

記号書込みガイド
ベースプレートには１つ以上の記号書込みガイドをつけています。

拡大鏡

指示進行線

蛍光マーク/リング

滑り止めラバー

詳しく地図を見るための拡大鏡をつけています。

指示進行線は、行きたい方向、また読み出した方角を指示します。
ベースプレートの長辺に対して並行になり、カプセルの端にある
インデックスラインの延長線上にあります。

SILVAのコンパスには蛍光マークや目盛りリングを使っています。
日光やフラッシュライトにより活性化された後、最大で4時間まで
発光します。
蛍光マークは通常、指示進行線、ノースマーク、
インデックスライン、磁針の北やピボットに施しています。

地図上の作業でコンパスがすべらないようベースプレートの底に
シリコンラバー製の足をつけています。

(例)

(例)

(例)

（※日本では西に6～8°）

*1︓ECH137,ECH296には未対応になります。
*2︓ECH296には未対応になります。

*1

*1 *1

*2



COMPASS ACCESSORIES
FEATURES

COMPASS MANUAL
BASEPLATE COMPASSES

MN

ME

MS

MORE
INFORMATION

COMPASS ACCESSORIES
FEATURES

COMPASS MANUAL
BASEPLATE COMPASSES

MN

ME

MS

MORE
INFORMATION

COMPASS ACCESSORIES
FEATURES

COMPASS MANUAL
BASEPLATE COMPASSES

MN

ME

MS

MORE
INFORMATION COMPASS ACCESSORIES

FEATURES

COMPASS MANUAL
BASEPLATE COMPASSES

MN

ME

MS

MORE
INFORMATION

COMPASS ACCESSORIES
FEATURES

COMPASS MANUAL
BASEPLATE COMPASSES

MN

ME

MS

MORE
INFORMATION

コンパス・アクセサリーの特徴

目盛り付ストラップ（スケール　ランヤード）
目盛りが入ったストラップにより、地図上の距離判断やルートプラン
を容易に行うことができます。
ストラップには４つのスケールがついています。㎞表記の1:25000、
1:50000およびmile表記の1:24,000、1:62500です。
ストラップはソフトで曲げられます。また、ストラップが締まった
時に外せるようセーフティリリースをつけています。

磁差調整機能のついているコンパスには、セーフティリリースに
あるスクリュードライバーを使用し調整を行って下さい。
セーフティリリースを引き離し、スクリュードライバーを使って
ベゼルにあるスクリューを回します。

スロープカード
雪崩のリスク探知や行程がどのようなチャレンジなのか
を測る上でスロープカードは大いに役立ちます。
スロープの角度を知ることで実際の歩く距離まで正確に
測ることが出来ます。

カードの左側は下記の地図に対応します。
1:25000    等高線間隔　 5
1:50000    等高線間隔　10
1:100000  等高線間隔　20

右側は地図上の目盛りのためのものです。
1:25000    等高線間隔　10

等高線間隔とは、計曲線(地図上の太い等高線) 
間の等高線の数です。

スロープカードの中心部には100メールごとにどの程度
余計に歩く必要があるのかを角度ごとに知ることでできます。
例︓45度の斜面を行く場合、100メートルにつき41メートル余計に歩く必要があります。

スロープカードの使い方︓地図上の目盛りと地図上に記載された等高線間隔を測定する。
                                      もし地図上に計曲線がない場合、各等高線間の距離を測ること
                                      もできますが、この測定法は正確ではありません。

地図上の計曲線または等高線（主曲線）をカード上のラインと合わせることで、スロープの
角度を測ることができます。下記の図は、計曲線とマッチングをしている例になります。

私のコンパスは世界中どこでも使えるのでしょうか︖
ほとんどのSILVAコンパスは、３つの磁気ゾーンの中の１つのゾーンに合うようになって
います。間違ったゾーンで使用すると、針が傾き、カプセル内で針が上部や下部に引っか
かり、正しい北を指示さなくなる結果になります。SILVAコンパスには3ゾーンそれぞれ
にあったアイテムがあります。磁北ゾーン、磁気赤道ゾーン、磁南ゾーンです。使用する
磁気ゾーンに合ったコンパスをお買い求め下さい。日本で販売しているモデルは特別な
表記がない場合　磁北ゾーン（MN）モデルになります。

・ご使用前にコンパスが正しく機能しているか必ずチェックして下さい。
・コンパスを極端な温度(高い、または低い)にさらさないで下さい。
   プラスチックを変形させ、カプセルから液漏れを起こす可能性があります。
・硬い地面にコンパスを落とさないで下さい。岩等にぶつける等の衝撃を避けてください。
・ナイフ、携帯電話、ラジオスピーカー、磁石などにコンパスを近づけないで下さい。
   コンパス・ニードルの極性が反対になり、北ではなく南を指示すことになる可能性が
   あります。
・強い圧迫は避けてください。
・繰り返し他の物体とぶつかる等の、軽度な衝撃の繰り返しは避けてください。
・カプセル固定部（裏側にある円形の溝）にゴミが入ったままリングを回さないでください。

製品保証
・通常の使用環境下において5年間製品を保証します。
・SILVAの保証は製品の修理、もしくは交換に限定されています。
・この保証は初回購入者のみに限定されます。
・保証期間内に製品の不備が発生した場合、購入いただいた店舗にご相談ください。
　その際に購入時のレシートなどご購入製品、金額、日付を確認できるものを
　添付してください。
・購入が証明されないものに関しては修理、交換対応はできません。
・この保証は、製品が改造された場合、SILVAの指示に従って設置、操作、修理、
　または維持されていない場合は適用されません。
・異常な物理的、電気的なストレス、誤使用、過失や事故による場合は適用外です。
・日常的な使用によるダメージ（摩耗と裂傷）は保証されません。
・SILVAは、本製品の使用に起因するいかなる直接的、間接的、
　または損害に対しても責任を負いません。
・SILVAの責任は、お客様が製品に対して支払った金額を超えません。
・一部の管轄区域では、偶発的または間接的な損害の除外または制限が認められないため、
　上記の制限または除外が適用されない場合があります。
・この保証は製品を購入した国でのみ有効です。
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SILVAコンパスのケア方法
シルバコンパスは非常に精密な製品です。取扱いには十分な注意を払い、
行動中は胸ポケット等の力の加わらない場所に収納してください。

SILVAグローバル・コンパス
我々のコンパスには、３つの全ての磁気ゾーンで使用できグローバル・ニードルを備えた
コンパスもあります。詳しくは、www.silva.se をご覧下さい。

*1︓ECH137,ECH296には未対応になります。
*2︓ECH296には未対応になります。

*1

*1


