ライカ IC80 HD
一体型ハイビジョン対応デジタルカメラ

1 台でモニタリング、撮影、記録保存を実現

Living up to Life

Go High Definition!
ライカIC80 HDメリット
•

デジタルハイビジョン（HD）の世界がすぐそこにあります。それを可能にしたのは、使いやすさで定
評のあるライカ マイクロシステムズの高性能デジタルカメラの新製品、ライカ IC80 HD です。IC80HD

コンピューターを接続しなくても、ハイ

により高解像度ディスプレイユニットを使用し、プロフェッショナルな画像表示を必要とするユーザー

ビジョンにてライブ表示できる顕微鏡

の用途に対応するスペックをこの価格帯で唯一実現したカメラです。ユーザーはエルゴノミックなシス

用デジタルカメラ

テムにより、画像をモニター上、または双眼鏡筒から、簡単に観察モードを切り替えて観察できます。

•

HD モニターにライブ表示を高速・高

そのためにコンピューターを接続する必要はありません。高解像度ライブ画像をカメラから HD モニ

解像度で表示

ターに直接表示できます。

•

双眼鏡筒と HD モニターとの観察切替

•

コンパクトなカメラをライカ実体顕微

可能なエルゴノミックデザイン
鏡の双眼鏡筒と本体との間に組み込み
可能

•

SD カードに高画質イメージを簡単、

•

SD カードにムービーを直接記録（MP4

•

手軽かつスピーディーに保存可能
フォーマット）
カメラ機能をカメラ本体の 2 つのボタ
ン、IR リモートコントロール、または

Seamless Design：IC80 HD は双眼鏡筒と本体との間に
組み込みます。三眼鏡筒は必要ありません。デザインはラ
イカの新しい M シリーズ実体顕微鏡にマッチしています。
すべての M シリーズ実体顕微鏡に簡単に組み込むことが
できます。追加アダプターは必要ありません。

コンピューターによって操作可能

•

取り込んだ画像をコンピューターに直

Ergonomic Workstation： ラ イ カ エ ル ゴ チ ュ ー ブ ™、

接保存、管理

•

エルゴモジュール™と組み合わせると、非常にコンパクトな

視野欠けや反射のない鮮明で高い画質

M シリーズになり、エルゴノミックな作業が可能となります。

•

自動、初期値またはユーザー設定の

•

300 万画素 CMOS センサーによる高画

•

USB2 接続による電源供給とデータ転送

•

ライカ カメラ制御ソフトウェアからカメ

カメラパラメーターを選択可能
質と高速ライブ表示

ラコントロール、画像取得、注釈、測
定などを簡単操作
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双眼鏡筒と HD モニターの切り替えは非常にスムーズで、観
察者が試料上のサンプルを見失うようなことはありません。
High-quality Images：実体顕微鏡の光路に組み込んだ同
軸カップリングにより、モニターには隅々まで高い画質の
イメージが表示され、双眼鏡筒を通しても反射ノイズのな
い画像が得られます。高い再現性、精度、信頼性により作
業効率が改善し、継続することができます。

一体型顕微鏡デジタルカメラ IC80 HD にはまた、アクセサリーとして SD カード（WORM、WIFI など）とハンド / フットスイッチを準備しております。

Easy to Use：IC80 HD では顕微鏡用に鮮明化、輝度、色合いを最適化しています。プリセットの基本設定を使用するほかに、必要に
応じてカメラパラメーターを調整可能です。カメラに搭載された 2 つのボタンを操作して、カメラモード切替、ホワイトバランス調整、
SD カードへの画像保存をすばやく行えます。

Convenient Camera Control：IR リモートコントロールを使用して、画像のホワイトバランス、明るさ、コントラストなどの設定を簡単に
行うことができます。双眼鏡筒またはモニター上で試料を観察するために、画像の 180°
回転やポーズ機能も備わっています。リモート
コントロールのボタンは、SD カードへのムービーの直接記録、ドキュメンテーションあるいはトレーニング目的に使用します。

ライカ 実体顕微鏡 M80 と一体型顕微鏡デジタルカメラ
IC80 HD、IR リモートコントロール、LED 照明 LED 3000、
エルゴチューブおよびフル HD モニター
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IC80 HD 仕様
カメラ
露光時間
ライブ画像
フルフレーム取り込み画素
ムービー
センサーサイズ
画素サイズ
センサータイプ
ゲイン
カラー
データ形式
対応 OS
ソフトウェア

2 ミリ秒～ 2 秒
45 fps（1280×720 pixel）、20 fps（1920×1080 pixel）
2048×1536 pixel（310 万画素）
720×480 pixel（MP4）
6.55 mm×4.92 mm
3.2 μm×3.2 μm
Micron 1/2" CMOS
1x ～ 20x
24 ビット
JPEG / TIFF/ BMP
Windows XP、Windows Vista, Windows 7
ライカ LAS EZ ソフトウェア（PC）
オプションでライカ LAS モジュールを追加可能
コンピューター推奨スペック
Intel Pentium 4 または DuoCore 2GHz 以上、
RAM 2GB 以上、ディスプレイ表示 1280×1024 以上、
DVD ドライブ
メカニカルおよびオプティカルインターフェース
メカニカルインターフェース
鏡筒と M シリーズのオプティクスキャリアの間に
ライカ標準コネクター
光路
レンズ 50% / カメラ 50%
ビデオ倍率
0.5x
センサー
光路軸の中心軸に対して ±0.1 mm
センサー
水平 / 垂直調整 ± 1°

接続インターフェース
コンピューター
アナログビデオコネクター
高解像度コネクター
ピンスイッチ選択：
リモートトリガー
LED
一体型スロット SD
（セキュアデジタル）カード
キャプチャスイッチ
露出スイッチ

その他
電源
消費電力
外部電源
使用温度範囲
相対湿度
重量
CE 適合宣言
認定規格

USB 2.0、ミニ USB コネクター
RCA コネクター、PAL ビデオ信号または
NTSC（標準）対応、320×240 pixel
ミニ HDMI、HD Ready および Full HD
HD Ready または Full HD
選択：PAL または NTSC
ハンド / フットスイッチ
準備完了（緑）、画像取得（赤）
1 ～ 8GB、WIFI、WORM 対応
画像取得用
露出モード変更用

USB 2.0 または外部電源パック
4W
スタンドアローンキット（オプション）に付属
+5℃ ～ 50℃
10 ～ 90%
700 g（カメラ本体のみ）
取得
EMI/RFI： EN55011-B EN50082-1
EMC：
61000-3-2
61000-3-3

注文番号
12 730 216 u
ライカ IC80 HD カメラ（USB ケーブル、LAS EZ ソフトウェアを含む）
12 730 228		
ライカ スタンドアローンキット（電源、ビデオケーブル、HDMI ケーブル、SD カード、HD RC リモートコントロール）
v
12 730 229 w
ハンドスイッチまたはフットスイッチ、ケーブル長さ 2 m

www.leica-microsystems.com/products/IC80HD
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