
Living up to Life

工業用プレミアムインテリジェント顕微鏡

ライカ DMi8 M/C/A
視点を変える─常に進歩し続ける



最も重要なこと、それは
　　　　　スピードと効率！

皆様はチーム一丸となってベストな成果を挙げられるよう、日々努力されていることと思

います。事業では競争で一歩先んじることが重要となります。金属組織学の分野であれ、

医療機器製造、マイクロエレクトロニクスであれ、効率は不可欠の要素です。ライカ DMi8

顕微鏡プラットフォームがどのようにして勝利をもたらす要素となりうるのか、ご確認くだ

さい。 

倒立顕微鏡で
お客様のプロセスを迅速化

柔軟に！
モジュール設計

ガイド式のワークフロー：
あらゆる人のためのハイエンド顕微鏡

倒立顕微鏡を用いて作業をすることで、
試料の処理能力が向上します。正立顕微
鏡とは異なり、試料をステージに載せ、試
料表面に一度焦点を合わせるだけで、す
べての倍率と追加の試料に対応してピン
トが合い続けます。試料の切替えは最大
で 4倍高速化されます。

また、広い作業スペースが得られるため、
大きく重量のある試料でも容易に配置す
ることができます。この倒立顕微鏡では、
最大 30 kgの試料を用いて作業できます。
さらに、試料のセクショニングと包埋も不
要なため、時間を節約できます。

完全なモジュールシステムの自由が得ら
れるため、お客様の作業に対応した完璧
なツールを作り出すことができます。お客
様の予算、アプリケーションニーズ、お好
みに合わせて ライカ DMi8をテイラーメ
ードで構成できます。手動、コード化、自
動化機能からお選びいただけます。現在
必要な装備に投資しつつ、同時に将来的
な要件に備えることができます。

利点：
> あらゆるアプリケーションニーズに対
応する、広範に揃ったコントラストモー
ド（独自のウルトラコントラスト 3D照明
を含む）

ライカ DMi8 によって、チーム内のあらゆ
る人が正確な結果を容易に得ることがで
きます。「ガイド式の顕微鏡コンセプト」で
使用するのは： 
> Leica Application Software（LAS）
>お好みに応じてプログラミングできる 

LEDランプとファンクションボタン
>タッチスクリーン

コード化されたコンポーネントにより、操
作に不慣れなオペレーターでも使いやす
く、信頼性の高い結果が得られます。イル
ミネーションマネージャーは、お使いの試
料に最適にフィットするように光量を調節
します。コントラストマネージャーは、各種
コントラストモード間での迅速かつ容易な
切替えを可能にします。

倒立顕微鏡の詳しい利点については、次のウェブサイトをご覧ください。
www.leica-microsystems.com/science-lab
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1：Leica Application Suite
　 （LAS）Steel Expert
2：片状黒鉛ねずみ鋳鉄 
　 PL Fluotar 100×BF、
　 100×DIC＋UC 3D 

ライカ DMi8には、驚くほど多様なオプ
ションが用意されています。お選びいた
だけるように、ライカ マイクロシステム
ズでは各種アプリケーションと予算にマ
ッチする多様なソリューションを開発し
ています。
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ライカ DMi8 M
トップを容易に歩み続けるために

ルーチンの専門的な作業のためのシステムが必要な方へ。

コスト効率に優れた堅牢なツールをお探しの方へ。

ライカ DMi8 Mは、製造環境や専門性の高い

明視野検査アプリケーションのためのソリューションとなります。

使いやすく手頃でありながら、妥協のない品質を備えています。

この手動顕微鏡ソリューションで得られる結果を見れば、

一目瞭然です。

亜鉛‥PL Fluotar●5x BF●5x UC-3D●5×DIC●5×DIC＋UC-3D●5×偏光ラムダプレート

広範なアプリケーションに対応した
LED照明

多彩なコントラストモードで
さらに多くの情報を取得 

専門性の高い
明視野ソリューションの設計

多彩なコントラストモードに対応したLED
照明により、ライカ DMi8は広範なアプリ
ケーションで利用可能です。LEDの白色
光により、4,500 Kの一定した色温度で作
業できます。これにより、低電圧下でもト
ゥルーカラーでの試料の観察が可能です。
LEDは消費電力が低く、約 20,000時間の
寿命によってランプの交換が不要になり
ます。

分析に真に必要なものに焦点を当ててく
ださい。
明視野（BF）、偏光（POL）、および微分干渉
コントラスト（DIC）での試料の観察が可能
です。独自のウルトラコントラスト 3D（UC-

3D）照明により、試料表面のさらなる情報
を取得できます。これらの内蔵照明ソリュ
ーションにより、より多くのものを、よりス
ピーディに観察できます。

アポクロマート色収差補正を用いると、き
わめて小さな微細構造まで観察できるよ
うになります。必要なのは、ライカ DMi8 M
に高品質な Plan Apo対物レンズを組み合
わせることだけです。さらに小さな細部ま
で観察できるようになり、隠れたものは何
もなくなります。
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ライカ DMi8 C
信頼性と迅速さへの鍵

ライカ DMi8のコード化されたコンポーネントにより、

取得するすべての画像は、

つねに再現性のある信頼性の高い結果が

得られるように較正されます。

インテリジェントにリンクしたコンポーネント

6 in 1のスムーズな対物レボルバー

目覚ましい成果を実現

ライカ DMi8 Cは、コード化 6穴明視野 /暗視野対物レボ
ルバー、フィルターターレット、DICモード、および中間
変倍を装備しています。これらは互いにインテリジェン
トにリンクされているため、設定を変更しても、手動で
較正を調整する必要はありません。これにより、操作の
迅速化、誤操作の低減、それによる信頼性の高いデー
タが確保されます。

コード化 6穴明暗視野対物レボルバーにより、簡単に倍
率を変えることができます。対物レンズを取り換える必
要なく、マクロからミクロに切り替えられるため、貴重な
時間を節約できます。

コントラストモードや倍率を何度変更しても、確実に適
正な光量を得ることができます。選択されたモードに応
じて、イルミネーションマネージャーが自動的に光量を
調節します。

1、2、3、4：真鍮 PL Fluotar 5×BF、10×BF、20×BF、50×BF

1 2

3 4
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1、2：イルミネーションマネージャー、
　　  フォーカスコントロール&
　　  コントロールボタン 
3～6：球状黒鉛鋳鉄 PL Fluotar 
　　  2.5×BF、10×BF、
　　  20×BF、50×BF
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ライカ DMi8 A─
自動化されたオールラウンダー

自動化 ライカ DMi8 Aは、難度の高い研究アプリケーションにも、操作に不慣れなオペレ

ーターにも適したツールです。自動化機能は、効率向上、厳密で再現可能なデータの作

成、およびエラーの危険の最小化に役立ちます。

1クリックで
マクロからナノに切換え

1回のボタン操作で DIC

個別の機能が
お客様のワークフローをサポート

共通規格への準拠

インテリジェントな自動化により、
フルスピードで作業ができます

直観的な取扱いによる作業の迅速化

ライカ DMi8 Aは、大型コンポーネントの
高速スキャニングとスクリーニングのため
の電動ミクロ/マクロモードを備えていま
す。1回クリックするだけでマクロからナノ
に切替え可能です。また、倍率（5×─10×
─20×─50×─100×）を切り替えたり、異な
る角度から便利に試料を照射することが
できます。

1クリックで DICが選択できます。アナラ
イザー、ポラライザー、および対物レンズ
に適したプリズムが自動的に光路内に移
動します。ライカ DMi8 Aは、照明の明る
さ、開口および視野絞りを高い信頼性と
ともに調節します。これはミスの回避に役
立ちます。

一番よく使う機能を、ファンクションボタ
ンにプログラミングすることができます。
例えば、すばやく全体像を得るためのマ
クロモード、詳細に観察するための10× 
明視野（BF）、構造化された情報のための
20×暗視野（DF）を選び、さらに記録作成
のために 1つボタンを残しておくことがで
きます。ファンクションボタンのカスタマ
イズは、ワークフローの迅速化に役立ち
ます。

ライカ DMi8 Aでは、厳密な指定のある用
途で使う場合でも、信頼性の高い結果が
確保されます。例えば、視野絞りのサイズ
によって 710×710 µの視野が得られます
が、これは鋼の非金属介在物の割合に関
する関連規格 ASTM E45、ISO 4967、およ
び EN 10247に対応しています。

ライカ DMi8 Aでは、コントラスト法と対物
レンズを迅速かつスムーズに切り替える
ことができます。
特定のコントラストモードを選択すると、
1秒以内にすべてのコンポーネントが光
路内に移動します。加えて、そのモードに
あわせて、照明設定、同焦性、輝度、絞り
の位置が自動的に調整されます。操作が
きわめて容易なため、誤操作が避けられ、
時間が節減できます。

顕微鏡の前面にタッチスクリーンがあり、
設定が表示されます。タッチスクリーンは、
すべての電動およびコード化機能のコン
トロールユニットの役割を果たします。ユ
ーザーフレンドリーかつ直観的であり、明
快でわかりやすい操作部と装置ステータ
ス情報によって、トレーニング時間が短縮
されます。さらに、お好みに応じてファン
クションボタンをカスタマイズすることも
できます。 
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オープンなライカ DMi8のプラットフォーム─
お客様のアイデアに対してもオープン

オープンな顕微鏡プラットフォームを使って、お使いになる特定の作業に適応させること

ができます。ライカ マイクロシステムズでは、お客様の個人的な仕様の ライカ DMi8を

作り上げるための可能性を提供します。トップであり続けるために、すべての機能をすぐ

に利用でき、また将来的に必要となるコンポーネントを追加することもできます。このブ

ロッシュアで提案されているすべての構成は、お客様の作業をサポートするためにオープ

ンプラットフォームとして利用できます。

お客様の作業のために最大限の柔軟性を確保

分析作業をサポートするソフトウェア

UC 3D照明で視点を変化

高解像度暗視野で隠れた細部を明らかに

大型の重い試料を分析する必要があるなら、あるいは顕微鏡
を製造ラインに組み込む必要があるなら、ライカ DMi8のオー
プンプラットフォームが役に立ちます。デジタル顕微鏡バージ
ョンには接眼レンズが付いておらず、モニターに画像が表示
されます。これにより、人間工学にかなったポジションで作業し、
生産性を向上させることができます。

Leica Application Suite（LAS）は、ニーズにあわせてワークフロ
ーを効率化するための多様なモジュールを提供しています。例
えば Steel Expert、Phase Expert、Grain Expertは、専用のソフトウ
ェアソリューションのほんの数例にすぎません。LASとそのモジ
ュールの定期的なアップデートとアップグレードにより、確実に
先んじることができます。

この ライカ マイクロシステムズ独自の照明ソリューションは、
試料の側面、エッジ、欠けの検査に不可欠なツールです。これ
により、様々な角度から試料を照射し、表面構造からさらなる
情報を得ることができ、コントラストが向上します。これは、ト
ポグラフィーを視覚化するための簡単でコスト効率に優れた方
法です。

高解像度暗視野（HDF）コントラスト法は、従来の光学技法より
も優れた明るさと明瞭さで試料の細部を明らかにします。きわ
めて小さな微細構造まで観察できるようになります。従来の暗
視野対物レンズと比較すると、作動距離はほぼ 2倍になります。
これにより、試料とフロントレンズが保護され、その結果、投資
が無駄にならずに済みます。

1：デジタル顕微鏡ソリューション
2：暗視野分析 
3、4：スキーのストック PL Fluotar 5×UC 3D、5×HDF
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寸法
ライカ DMi8（透過光アームなし）

ライカ DMi8（チルト可能な透過光アーム付き）

500 mm

～640 mm

281 mm

310 mm

～445 mm

542 mm

500 mm

～445 mm

670 mm

310 mm

281 mm
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仕様
ライカ DMi8 M ライカ DMi8 C ライカ DMi8 A

スタンド
電源供給 内部 内部 エレクトロニクスボックス CTRベーシック

または CTRアドバンスト
ディスプレイ 6個  または 12個のLED オプション：LED、ファンクションボタン、

　　　　　 タッチスクリーン

フォーカス
オプション： オプション：

◦手動 2ギア ◦手動 2ギア ◦電動
◦手動 3ギア、フォーカスストップおよび
　硬さ調整付き

◦手動 3ギア、フォーカスストップおよび
　硬さ調整付き

対物レンズターレット
オプション： オプション：

◦6穴 M25 ◦6穴 M32、コード化 ◦6穴 M32、電動
◦6穴 M25、コード化 ◦6穴 M32、コード化

◦6穴 M25、電動
◦6穴 M25、コード化

リフレクターターレット
固定式 BFスプリッター ◦2穴リフレクターターレット、コード化 ◦6穴リフレクターターレット、電動

◦6穴リフレクターターレット、コード化 ◦2穴リフレクターターレット、コード化
◦6穴リフレクターターレット、非コード化 ◦6穴リフレクターターレット、コード化

◦6穴リフレクターターレット、非コード化

反射光軸
手動 手動 オプション：
心出し可能な視野および開口絞り、
手動 UC 3D照明、ポラライザーおよび
追加のフィルタースライダー用スロットを含む

心出し可能な視野および開口絞り、
手動 UC 3D照明、ポラライザーおよび
追加のフィルタースライダー用スロットを含む

◦電動、手動
　心出し可能な視野および開口絞り、
　UC 3D照明、ポラライザーおよび
　追加のフィルタースライダー用スロットを含む

コントラスト法
落射光（IL） BF、UC 3D、DIC、Pol BF、UC 3D、HDF、DIC、Pol、蛍光 BF、UC 3D、HDF、DIC、Pol、蛍光
透過光（TL） BF、Pol、Ph、DIC、DF BF、Pol、Ph、DIC、DF

ズームノブ
 フロントポートで有効、

手動コード化：1.5× または 2.0×
すべてのポートで有効、
電動：1.5× および /または 2.0×

制御エレメント
スタンド 光量調節 ◦光量調節 オプション、構成による：

◦ IL / TLスイッチ ◦フロントパネルのファンクションボタン
◦タッチスクリーン
◦左：イルミネーション/コントラストマネージ
ャー
◦右：4つの自由にプログラム可能なファンクシ
ョンボタン、フォーカスコントロール

Smart Move ◦制御エレメント：フォーカスとステージの動き
◦4つの自由にプログラム可能なファンクション
ボタン

STP4000 ◦外部 6インチタッチスクリーン
STP8000 ◦外部 6インチタッチスクリーン、xyzの操作お

よび 11の自由にプログラム可能なファンクシ
ョンボタン付き

ステージ
 ◦固定式ステージ、各種インサートおよび

　オブジェクトガイド付き
◦固定式ステージ、各種インサートおよび
　オブジェクトガイド付き

◦電動 3プレートステージ、各種インサート付き
　スキャニングステージ、各種インサート付き

◦手動 3プレートステージ、
　各種インサート付き

◦手動 3プレートステージ、
　各種インサート付き

◦手動 3プレートステージ、
　各種インサート付き

◦グライディングステージ ◦グライディングステージ ◦グライディングステージ

照明
 ◦LED ◦LED ◦LED

◦ハロゲン（外部電源供給） ◦ハロゲン（外部電源供給） ◦ハロゲン（外部電源供給）
◦EL6000 ◦EL6000
◦ハロゲン 100 W（外部電源供給） ◦ハロゲン 100 W（外部電源供給）
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www.Leica-microsystems.com

本 　 社
大　阪セールスオフィス
名古屋セールスオフィス
福　岡セールスオフィス

〒169-0075  東京都新宿区高田馬場1-29-9
〒531-0072  大阪市北区豊崎5-4-9 商業第2ビル10F
〒460-0003  名古屋市中区栄2-3-31 CK22キリン広小路ビル5F
〒812-0025  福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル12F

Tel.03-6758-5640  Fax.03-5155-4336
Tel.06-6374-9771  Fax.06-6374-9772
Tel.052-222-3939  Fax.052-222-3784
Tel.092-282-9771  Fax.092-282-9772

●http://www.leica-microsystems.co.jp　E-mail:lmc@leica-microsystems.co.jp

ライカ マイクロシステムズ株式会社


