
ライカ DCM8
Dual Coreで三次元表面形状解析の全てを1台に
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長所 :

多種多様なコンポーネント、パーツの微細化が進み、微細形状の高倍率かつ広視野観察や、

粗さ測定、耐久試験の評価など、高度で正確な表面形状解析が求められています。

微細形状の観察・測定装置として、コンフォーカル顕微鏡は高いXY分解能を提供するのに対し、

白色光干計は広視野を高いZ分解能で測定可能であり、

多種多様なサンプルニーズに対して、複数の装置が必要でした。

ライカDCM8は、コンフォーカル顕微鏡と白色光干計の2つの測定技術を

一台に統合したハイブリッドソリューション。

簡単操作で、ニーズに応じた3次元表面形状解析を高精度、高速に、1台で実現します。

シンプルなのに多機能1台に融合 ― 対象物の忠実な 
観察・分析を、短時間、低コスト、生産性高く実施

シンプルなのに多機能 ― 1台でさまざまな課題を解決

•  コンフォーカル顕微鏡：高分解能（XY方向）、 
傾き補正、カラー画像の取得

• 白色干渉計；最大0.1nmの高さ分解能

• 明・暗視野顕微鏡：シンプルな観察

• RGBカラー撮影用の4つのLED照明

• 透明体の膜表面、膜内・裏面の観察、膜厚測定

三次元表面形状解析の全てを1台に

www.leica-microsystems.com/dcm8

• 試料への前処理が不要、パーツ等の交換不要

• 高速、再現性高い走査スキャン

• 広視野観察で効率向上

• 直感的で使いやすいソフトウェア



3ライカDCM8 三次元表面形状解析の全てを1台に

「ライカDCMシステムの導入により、より微細な表面形状解析のサービスを 
お客様に提供できるようになり、案件数増大につながりました。」
スイス、ラ・ショー＝ド＝フォン、ヌーシャテルARC受託分析会社、IMA、ステファン・ラムザイヤー

3次元表面形状解析の事例について、

ライカサイエンスラボにてご紹介しております

（英語のみ）

オプション　防振テーブル

www.leica-microsystems.com/science-lab
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コンフォーカル顕微鏡による高分解能（XY方向）

ライカDCM8はコンフォーカル顕微鏡と白色干渉計のメリットを融合し、
さまざまな試料の表面形状解析を1台で、高精度、高速に実現します。
高機能でありながらシステム構成はシンプル、CCDカメラと4つのLED光源です。

共焦点技術により、複雑な形状
や70度までの角度の大きい斜面
でも、非破壊で高速・高精度に観
察できます。ライカDCM8の心
臓部である140万画素の高感度
検出器は、共焦点画像と明視野
画像を並行で検出。対象物の状
態をみながら、高コントラストで
ボケのない高精度画像を観察で
きます。さらにRGB共焦点モード
により、リアルタイムな撮影も可
能です。

高速
ボタンを押すと、XY方向に試料
表面をスキャンします。共焦点光
学系がピントがあった位置のみ
の反射光量情報を検出器で検出
します。次に垂直方向にスキャン
され、数秒で全焦点画像を合成
し、必要に応じて自動的に明るさ
も調整します。

高精度
システムの安定性と騒音低減の
ために共焦点センサーヘッドに
可動部を無くし、高精度の イメー
ジングを可能にしました。最大 
0.95の高開口数（NA）レンズに
より、XY 方向の分解能は最大 
140nm、高さ方向の垂直解像度
は最大2nmを実現。マテリアル
研究や自動車関連、マイクロエレ
クトロニクス、医療機器、航空宇
宙産業など多様な産業分野での
研究開発、品質管理に最適なソ
リューションです。

多機能で課題解決
拡がる観察・測定

上図スキャン後の3D画像

基板（ウエハ）表
面凹凸の共焦点
スキャン

ウエハ表面 金属表面

*対物レンズの開口数（NA）を大きくするため、水やオイル、グリセリンなど浸液が必要です。



ライカDCM8 シンプルなのに多機能 ― 1台でさまざまな課題を解決

サブナノメートルの高さ分解能が
必要なときは、ライカDCM8の白
色干渉計モードが最適です。反
射率が極めて高い試料、鏡面な
ど、広範な試料の表面形状解析
をカバーできます。白色干渉計用
の対物レンズは10倍、20倍、50倍
を提供しています。

選べる3つのモード
試料の微細構造に応じて白色干
渉計では3つのモードから選択で
きます。白色干渉計（WLI）として
も知られる垂直走査白色干渉法

（VSI）は、ミクロンオーダーの段
差や形状の高精度測定に、位相
シフト干渉（PSI）は、サブナノメー
トルの高さ分解能が必要な、極め
てフラットな 表 面 に、拡 張 PSI

（ePSI）は、拡張Z分析範囲に使
用されます。VSIは滑らかな又は
中程度に粗い表面のトポグラフ
を測定することができます。干渉

縞の最大のコントラストは、試料
表面の各点に対する焦点の最良
位置で達成され、試料は、表面の
各点が焦点を通過するように段
階的に垂直に走査されます。干
渉図のエンベロープの最大の位
置を検出することによって、各点
の表面の高さが得られます。
鏡面のようなベア基板 （ウエハ）
など、極めて光沢のある表面およ
び非常に滑らかな表面の解析に
は、PSIとePSIが最適です。3秒未
満で、サブナノスケールの分解能
と滑らかな表面のトポグラフの
測定を可能にします。試料は、必
ず焦点に置くものとし、高度に正
確に波長の数分の1ずつの段階
に分けて垂直にスキャンされま
す。側面化アルゴリズムは、表面
の位相マップを生成し、適した展
開手続きによって対応する高さ
マップに変換されます。

白色干渉計による高い垂直分解能

シンプルな明・暗視野顕微鏡観察にも対応

共焦点および白色光干渉計のほか、ライカDCM8はマイクロスコープとして明視野と暗視野観察にも対
応しており、対象物の状態を忠実に解析することができます。明視野観察では色再現性よくカラー画
像で観察、取得できます。暗視野では、クラックや異物などの表面の詳細を観察するのに役立ちます。
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基板（ウエハ）表面の干渉法スキャン
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ライカDCM8は 青（ 460nm ）、緑
（530nm）、赤（630nm）、白（550nm）

の4LEDを搭載しています。レジスト
膜やUV硬化樹脂など、波長によって
ダメージのあるサンプルや、特定の波
長を吸収するサンプルに対して最適
波長を選択しての観察・測定が可能
です。

シャープで色再現性の高い 
フルカラー画像
HD CCDカメラと4LED搭載により、
ライカDCM8は500万画素相当のシ
ャープなフルカラー画像を取得でき
ます。LEDを連続的に点滅させるこ
とで、各ピクセルのトゥルーカラー情
報を記録します。ベイヤーフィルター
を用いた一般的なカラーカメラと異

なり、色補間の必要がありません。
そのため、非常に色再現性のよい高
解像な観察が可能です。白色LEDは
白色干渉法（WLI）観察も可能にし
ます。LED照明は約20,000時間の
長い平均寿命で、メンテナンスフリー
です。

カラー画像のための4つのLEDと広視野観察



7ライカDCM8 シンプルなのに多機能 ― 1台でさまざまな課題を解決

膜厚測定のための3つの手法

ライカDCM8は膜厚測定のため、共焦点、白色干渉計、反射分光法モードの3つの手法を提供していま
す。共焦点および白色干渉計技術は、透明体の膜表面、膜内・裏面の観察、膜形状の厚み測定が行え
ます。膜厚測定の選択肢には単一点、界面、そして微細構成が含まれます。反射分光法はオプション
機能で、ナノレベルの透明膜の膜厚測定に有効で、より複雑な構造（最大10層まで）取り扱うことがで
きます。10nm ～ 20μmの透明フィルムも効果的に測定できます。

内部構造
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高い光学性能
ライカDCM8は1.25倍～150倍の豊富な対物レン
ズをラインナップしています。XY分解能が必要な
場合は、高い開口数（NA）の液浸対物レンズが利
用可能です。透明層の下の表面の分析には、ライ
カ補正環付の対物レンズで焦点合わせを快適に
実施いただけます。

ニーズに合わせた対物レンズの選択
高精度で繰り返し分析される場合、ライカの単一
反射（SR）対物レンズも提供できます。

豊富なアクセサリ
スタンドと支柱は選択可能で、大きな試料でも快
適に作業いただけます。電動XYステージは最大 
300mm×300mm、支柱は最大1mの長さを選択
可能、XYZジョイスティックにより操作できます。

合理化されたデザインとともに、センサーヘッド部
には可動部がなく、高精度なスキャンが可能です。 
振動に敏感な試料の観察用に最適な防振台のほ
か、各種作業台、ベンチトップをラインナップ。必要
であれば当機器をさかさまで使用することも可
能です。

「私たちは明暗視野、共焦点、3つの白色干渉計モードを備えた顕微鏡に可能性を感じ、
ライカDCMの購入を決めました。我々のようなマテリアルサイエンス分野の研究にとって、
1台でさまざまな試料に対応できる重要なパートナーです。」
スイス、ヴィンタートゥール、IMPE、クリストフ・シェレル

ライカの高い光学性能をニーズにあわせて
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対物レンズレボルバ標準構成

ライカの中核をなす、手磨きによる対物レンズ 様々な観察を可能にする手動・電動XYステージ
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シンプルなのに多機能を1台に融合

測定結果において、精度、正確性の向上とともに、スピードの向上も不可欠です。
DCM8はハードウェア、ソフトウェアともに直感的に操作でき、
検査と解析時間の大幅な短縮、さらに生産性の向上にも貢献します。

サンプルの準備も機器の変更も不要

明暗視野観察から、共焦点と白
色干渉計がオールインワンのシス
テムのため、各分析に応じて、顕
微鏡を変えたり、パーツを交換し

たりする必要がありません。各
種観察方法はワンクリックで切替
可能。サンプルをカットしたりす
る必要もなく、そのままの状態で

顕微鏡のステージに置くだけで、
大気環境の中で測定できます。

高速で再現性の高いデジタルHD共焦点スキャン　  

ライカDCM8はシリコン強誘電
体液晶（FLCoS）を用いた、最新
のHD高精細表示技術により、振
動がなく、非常に再現性の高いス
キャンを可能にします。この革新
的な技術は可動部の無いセンサ

ーヘッド内の高速スイッチング装
置を特徴としています。センサー
ヘッドに可動部がないことで、メ
ンテナンスも不要、機器の耐久性
が向上しています。
取得スピードのみならず、最大 

12.5フレーム毎秒で共焦点のラ
イブ像を観察でき、高精細像で
作業することが可能です。



ライカDCM8 シンプルなのに多機能を 1 台に融合―最高のデータを高速に

広視野、高解像度カメラを搭載。広い視野をワン
ショットで撮影でき、ワークフローを効率化します

すべてをクリアに可視化
広い視野のなかの、微小な対象物を観察したいニ
ーズが増えています。ライカDCM8は高速でXY連
結画像を作成します。

独自のスティッチングアルゴリズムにより、凹凸状
態によらず、高精細、ピントがあった3D連結画像が
得られます。

広視野（FOV）をすばやくスキャン 
広視野、高解像度カメラを搭載。広い視野をワンショットで撮影でき、ワークフローを効率化します。

「ライカDCM8の2つの大きな特徴は、高速スキャンと、高解像度カメラです。
私たちは広い視野の表面測定が必要で非常に有用です。」
スペイン、バルセロナ大学、CCiT、ジョルディ・ディアス博士
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2. & 3. Leica Mapソフトウェア
1.          ライカソフトウェア



ライカDCM8 シンプルなのに多機能を 1 台に融合―最高のデータを高速に

かんたん解析ソフトウェア

ライカDCM8のソフトウェアはア
イコンベースのわかりやすいイン
ターフェースで、画像取得から分
析までどなたでも簡単に操作で
きます。繰り返し同じ測定を行う
場合、ワンクリックで事前に定義
されたプログラムで効率的に測
定できます。また複数測定レシピ
を提供し、異なるXY位置での測
定も簡単。各種処理や測定ポイ
ントの指定などオペレーターの手
を介さず、ばらつきのない解析が
できます。

高度な3次元解析が簡単操作で
表面形状解析に特化したLeica 
Mapソフトウェアは、ステップ高
さ、支持力比のほか、三次元表面
性状パラメータ規格に対応した各
種測定（ISO 25178, EUR 15178）、
線粗さ測定（ISO 4287）、フーリエ
解析、フラクタル解析など様 な々
測定が可能です。

2次元解析
ルーチン検査で必要な二次元解
析では、ライカで実績あるLeica 
Application Suiteが利用可能で
す。二点間距離、面積などの基本
測定から二値化による形状解析
まで、対応可能です。

13
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測定原理 デュアルコア光学式3次元非接触測定機（共焦点および白色干渉計法） 

機能 HD撮影、3次元形状解析、輪郭、座標、膜厚、粗さ、体積、表面組織、
スペクトル分析、色解析など

コントラストモード HD共焦点、HD白色干渉計法（PSI、ePSI、VSI）、HD カラー明視野、明視野、
暗視野、リアルタイム HD RGB共焦点

サンプル高さ 準40㎜；調整可能支柱によって最大150㎜；必要に応じてより高いサンプルも可能

対物レンズ 共焦点、明暗両視野モードで1.25倍～150倍まで、
白色干渉計モードで10倍～50倍まで

対物レンズレボルバ 手動6組対物レンズレボルバ / 電動6組対物レンズレボルバ

XYZ スキャン範囲（x,y,z） 垂直：ｚ＝40㎜：左右：xy＝標準100㎜×75㎜または最大300㎜×300㎜
必要に応じてより大きなステージも利用可能

垂直スキャン範囲 共焦点40㎜、PSI20µm、ePSI100µm、VSI10㎜

光源 LED光源：赤（630nm）、緑（530nm）、青（460nm）、白

画像取得 1360 x 1024ピクセル（最大解像度）; モノクロ35FPS　
トゥルーカラー/共点：3FPS （最大解像度）, 10FPS （1/2解像度）, 15FPSライブ共焦点

サンプル反射率 0.05% - 100%

寸法と重量 奥行×幅×高さ = 573mm x 390mm x 569mm; 重量:48kg 

動作環境 温度：10℃～ 35℃ 相対湿度（RH） < 80%; RH標高< 2000m

防振装置 各種防振台
繰り返し精度（50×倍率） 共焦点 / VSI：誤差＝0.003µm（3nm）；PSI：誤差＝0.16nm（0.00016µm）
正確性（20×倍率） オープンループ： ＜3％相対誤差；クローズドループ： ＜20nm誤差

仕様

白色干渉計モード

対物レンズ倍率 10× 20× 50×

開口数 0.30 0.40 0.50

視野（FOV）（µm） 1754 x 1320 677 x 660 351 x 264

光学解像度 青（x/y）（µm） 0.46 0.35 0.25

垂直解像度（nm） PSI <0.1;  ePSI < 1.0; VSI < 3.0

垂直スキャン速度（µm/s） VSI / ePSI: 2.4 – 17µm/s

一般的測定時間 3秒＜

共焦点モード

共焦点モード 1.25× 2.5× 5× 10× 20× 50× 100× 150×

開口数 0.04 0.07 0.15 0.3 0.5 0.9 0.95 0.95

視野 （FOV）（µm） 14032 x 
10560

7016 x 
5280

3508 x 
2640

1754 x 
1320

877 x 
660

351 x 
264

175 x 
132

117 x 88

光学解像度 （x/y （µm） 3.5 2.0 0.93 0.46 0.28 0.16 0.14 0.14

垂直解像度（nm） <3000 <350 <75 <25 <10 <4 <2 <1

一般的測定時間 >3seconds
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ライカDCM8 三次元表面形状解析の全てを1台に

寸法図/構成

VIS
11 582 088

UV – VIS – NIR
11 582 080

寸法 ㎜

分光反射率計

センサーヘッド
11 582 100

手動対物レンズレボルバ（オプション）
11 582 002

共焦点 & 白色干渉計

スタンドと固定支柱
11 582 102

スタンドとフォーカスノブ付支柱
11 582 103

フォーカスノブ付支柱
11 582 101

クローズドループ
z-センサ
11 582 113

手動対物レンズレボルバ
（センサーヘッドに同梱）

パフォーマンス・ブレッドボード 
11 582 018

パフォーマンス・プラス・ブレッドボード 
11 582 019

（フォーカスノブ付支柱支柱のみに適合）

防振システム
11 582 105

コントローラー
（同梱）

電動XYステージ 
11 582 045, stage 210 x 100mm

アクティブ除振台
11 582 104, i4 large 
11 582 106, i4 large M6/25

電動XYステージ
11 582 107, stage 110 x 75mm 
11 582 042, stage 154 x 154mm

電動XYステージ、
クローズドループ制御（オプション）
11 582 048, stage 256 x 215mm 
11 582 049, stage 302 x 302mm

各種対物レンズが選択可能
傾斜ステージ（チルト機能付）
11 582 070, stage 110 x 75mm 
11 582 071, stage 154 x 154mm 
11 582 072, stage 256 x 215mm 
11 582 073, stage 302 x 302mm

回転プレート

センサーヘッド付き標準スタンドコントローラー コントローラー

第2モニター
（オプション）

27インチモニター
とPC

（同梱）

電動XYステージ、
クローズドループ制御（オプション）
11 582 046, stage 114 x 75mm
11 582 047, stage 154 x 154mm

電動XYステージ
11 582 043, stage 256 x 215mm 
11 582 044, stage 302 x 302mm



16


