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r(EYEN仁E NEW デジタルHFマイクロスコープ
VH-8000 

211万画素CCD 15型液晶モニタ搭載の

一体型マイクロスコープ新登場
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さらなるハイエンドな観察、測定環境を

観察・計iJ!IJ・記録の全ての機能をポータブルボディに凝縮した

キーエ ンスのデジタルマイクロスコ ープが、さらに機能を進化させて新公場。

どこへでも辺んでいけるポータブルれは損なわず、全てに最高の性能を求めました。

誰にでも悦える肱刊 '1午、見えないものが見える様々な観察機能、

鮮明な [llIjTIを定刻する光学 .[lhj像技術など全てに磨きをかけ、新管場です。

デジタルHFマイクロスコープ

VH-8000 

高画質レンズラインナYプ

p18.22 

画像ライブラリ

p16-17 
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全ての人に、いつでもどこでも

② 

① 

3〉

3 

⑤ 

ペンサイズのカメラで最高の211万画素
p6 

小型ベンサイズのカメラで業界初Jの 21 1 JJlilijACCDを深川

手持ちでの観察のしやすきを維持しながら、1688x 1248ドy トの優れた解像度を実現

究極のオールインワンデザインを実現
p7 . 

全ての機能をポータプルボディに凝縮u

オプションの高解像度15砲大1¥'1液品モニタは、本体に簡単に取り付けl可能で、持ち運びに使平1)

現場での機動性にも優れています。

「見えないものが見られる」新機能を搭載
p8 

∞深!交を実現する深度合成機能

⑪ それぞれのIllij像の以もピントの合った部分を介成して、超深度Ilhjf象を得ることができます

リアルタイムデジタルズーム

画面のf1.iまの併i所をi白III耐仁で拡大します拡大後も尚Ilhj1'1のまま、動l酎で観察ができます

より鮮明な画質を実現する光学 ・画像技術 p10 
光学設計・照明技術

収差のひずみを極限までなくしたクリア向倍率ズームレンズなと妥協のない光学設計照明技術をご紹介。

豊富な画像改善機能

当社独自のデジタル処理により、見やすい両{象に改善できます

豊富なオールインワン計測機能

距離、下後、角度、副総等のI21:fな，ihs.lJ機能をノ判事にI人l成しています

リアルタイムに11可曲ーl二でJhl!l)できますので、作業性がJI，'i;¥に良〈、また、計iJ!IJデータを

パソコンの表計算ソフトでiliJJJできますので、データ竹内のしやすさもj)j併です

ネットワークに対応する多彩な通信機能

じSB.Lr¥l¥ 'SCSIに対応パソコンへの両像データの取り込み利JTJが¥¥indo¥¥'s上で非常にflljlji

また、 :--1r¥C'じ:¥IXでもl曲l像データを取り込むことができます

p12 

p15 

専用デジヲ)~カラプリンヲ マルチビューワシステム
p23 p26-27 

3 



顕微鏡にはマネのできない手軽さ、速さ

顕微鏡観察は、準備としてステージに載せるためのカット、

観察時におけるピントの什わせ山ーしや、 覗きながらの作業、

J最影時の露光時開設定や現像時IIIjなど、 何かと手Il¥jや時IIIjがかかるものです。

『見たいときにすばやく、ありのままに観察 ・記録ができる』

これを実現するのがキーエンスのマイクロスコープです。

対象物の分解、切断、加工が不要

観察方法は、見たいllilif9r'こレンス部をあてるだけ。顕微鏡と異なり、対象物をステージに載せる必要が

ないため、大きな物でもそのままの状態ですは、ゃく、ありのままに観察ができます。これにより込速かつ正

確な分析や解析を可能にし、問題の早期解決を実現します

• 
" j///////// 

j/j/P 

相一

あらゆる方向からの観察が可能

あらゆる方向から観察できるため、と、んな現象も_}U6とすことなく簡単に発見

することができます。また、顕微鏡のように、覗きながら対象物を傾けたり、ピン

ト調整を行うような手間は一切かかりませんので、作業性が大幅に向|二し、

速やかに解析結果を出すことができます。

" ， 
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深い被写界深度で、鮮明な立体画像

顕微鏡 マイクロスコープ

キーエンスのマイクロスコープは顕微鏡と比べて201行以卜の被勺:w.深伎

を実現j1'II"1が大きく顕微鏡で、はピントが介わなかったような倒所も IE確に

J山村できますまた、ピント調鮭の手111]を大中idに料減で‘きますので観察をス

ヒーテeィにわなえます

照明のセッテイングが不要

!照明光がレンズの先端から照射され

る11111 作締l照明アダプタにより、以

適なWl，191光で、いつでも、予防jなく、観

察することができます顕微鏡のように、

照明の、iiて}jによって見え方が変わ

ってしまったり、また、最適なセッテイン

ク1こする為の下1/11が ー切かかりません

顕微鏡 マイクロスコープ

レンズの倍率領域が広い

0-3000約までの!!1I~~なレンスラインナップ実体顕微鋭から金属顕微鏡ま

での領域をlfiでカバーしますu

H F 

多人数で同時観察ができる

T1:大Illrif象は大別モニタに映し出される為、多人数が同時に飢祭しながら、

その坊でデイスカッションが可能です例えば、急を要する解析にも多人数で

制察、検討することでスピーディに対応できますまた、熟練者と初心行が

川 II.~に観察、検討することで、作業zのレベルアップにも貢献します

その場ですばやく、鮮明カラープリント

デジタルカラープリンタを接続すると、，'::jJ1sにカラープリントできます 従-*

のように、旅光時間の設定や現像に|則わる下問が宇切不安ですまた、

プリント内科をモニタ tで確認できますので、封liJ12の失敗がなく、安定した

Illrit1のプリントが可能になります
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ベンサイズのカメラで最高の211万画素

小型ペンサイズのカメラで業界初の211万画素CCDを搭載。

顕微鏡に取り 付けるような大型 ・箱形のカメラと異なり、

対象物にあてるだけで見られるという観察のしやすきを維持しながら、超高解像度を実現。

複雑な形状の対象物でも微細|な筒所をありのままに観察できます。

クラス最高の超小型211万画素CCD

カメラ日11を刺11代化する為に、1)，[JIlの超小型CCDを採JTJする等、

ノ、ンテーィサイズにこだわった独自設計 。

f-， 

1688x1248ドットの超高解像度
1688 x 1248ドットの超高解{創立で、対象物の微細11な筒所も鮮明に映し出します。

また、原色フィルターの採用により、高い色 IIPJL性も実現し、|勾 II}~に迫る質感の再現を可能にしています。

今

90万画素CCD画像

• 

• 



• 

• 

究極のオールインワンデザインを実現

全ての機能をポータブルボディに凝縮 これ11L?で観察 ・計iJllJ.記録が全て行えます。

また、本体向体がパソコンで十'，'/0μ£されているものと児なり 、

'':11 ilJ;l投入から観察開始までの待ちIltllUやムダな操作もありません。

斜めからでも見やすい

15型液JIlllモニタ搭載

オールインワン埼'Jマイクロスコープの|人l成モニタで

初めて15型TFTディスプレイをt手JIJカメラの解

像度を活かした大同 l爾で、，~:，fI'I紺!なIllJjf象を制祭

できますまた、広い視野角で疲れることなくtjtZを

でき、多人数でも非常に見やすいため、他のCRT

を!TJ立する必要がありません

130。

合わせて130'の広視野角

HDDを内蔵

10GBのハードディスクを内政大作 111:の為、i仏

大50000枚の IllJj保を記録したり、ハードディスク

の特性である1111述'1'1'をi円かして、すばやく録

Idijゃ再生を行うことができます

スーノTーディスクと

3.5型FDに保存可能

シャ yヲスピド 光量調墜フレームレート 印刷 フリース マウス

t 

スーノfーディスク・ドライブ搭載により、 l枚のディ

スクに1201l1B、最大600枚の IllJj像データを記

録することができます凶また、 f;t*=の3.5Ji'JFDも

i，fi川できます IllJi f象データや，~ I-iJ!lJ データのパ y

クアップに非常に便利です

調整ホl'ン タイヤjレ 切換スイ yチ ホl'ンホ空ン コントローJレキー

持ち~ぴ、置き方も自由自在

省スペーステスクトッフ.型として

ir)(I'II'1 モニタは ~q本と分離して flJ !IJでき、デスク

にirii品モニタだけを1Jtinすれば、行スペース

化を1;:(1ることができます

一体型でモバイルタイプとして

液品モニタをノド{本に取り付けて I~i じれば.n ち

運びも附単どこでも観察を行なえますので機

動)Jをフルに発何します

ホワイ卜 光量調整 スーハー録画 ティスヲ
パラ/ス 切換スイッチ ティスヲ ホヲン 排出ホヲン

挿入ロ

角度調整可能

どこへでもプロスベ・ノヴの

機能を携帯できます。
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「見えない ものが見られるJ、ヲ・

¥ー だわり

『深度が浅く、見たいものが見られない、様々なtfJ度から手軽に観察ができない』

といった顕微鏡観察での不満や問題点は観察者の誰もが実感してきました。

それを解決した深い被写界深度を誇るキーエンスのマイクロスコープ。

さらに研究を重ね、光学系の限界を超越する機能を実現しました。

∞ 深度を実現する深度合成機能

それぞれの 111I[像の最もピントの合った部分を、当社独白のアルゴリズム

によって1'IJI山し、 I枚の画像に合成することによって、 光学系の限界を

超越した深い深度の観察が可能になります。従来ではピントが合わず

に見落としていた現象もありのままに観察・記録できますので、A維な

解析に役 立ちます。

の機能

超深度画像 (函面全体にピントが合っている)

A畳も高いところで焦点が合っている画像

ー駐車置~司

B中間で焦点が合っている画像

C量も低いところで焦点が合っている画像

無人長時間観察を実現したタイマー録画機能

設定時 1/1]11):に Ii似Jで阿{象を，記録できます。レンズの被写界深度が深

いので、 -IJセッティングを行うと、細かなピント調稚なしに簡単に経過

観察を行うことができます更にLAl¥機能 (P.15)を利用しますと、実

験宅に設問しているVH-8000でタイマ一機能にて保存した阿像を収

り込むことにより、ご1'1分のデスクのパソコンで経過観察が行えますので、

飢祭につきっきりになるようなことはなく 、観察や解析の工数を大幅にj'jlJ

減できます。

A 

B 

C 

断面イメージ図

金属腐食試験

e' 
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H F 

ふ方向から連続的に観察できるマルチビュー連続再生機能
、li社独自のマルチビューワシステムによって取り込んだ、様々なアング

ルの画像を連続的に再生することができ、臨場!盛あふれる観察が可

能になります。また、 360度全体からの観察結果を簡単に確認できます

ので、不具合箇所の発見が行いやすくなります

180
0 

よ:主主!

I 、、，
γ 

270
0 

翌iI
90

0 

0
0 

⑤ 、，

見たいところを瞬時に拡大できるリアルタイムデジタルズーム機能

凶面の任意、の箇所を画面上で拡大表示できます

拡大後も高品質の画質を保ったまま、動画で観察

できます《また、深い被写界j来)立を保ったまま、倍

率を上げる 'fi-ができますので、特に高倍率観察

時に見落としがない、正確な解析に役立ちます。

比較観察が簡単にできる画面分割機能

可E

モニタ画面を左れあるいは上下に分割表示が可 圃置lI'.. j嗣・ ・a嗣窃国 ・ ・.'j嗣・・能です。それぞれ異なる画像を表示することで、 画面を上下2つに分割し、それぞれ異なる画 画面を左右2つに分割し、それぞれ異なる画 画面射つに分割し、それぞれ異なる画像を
良品・不良品の比較検査や全体像と拡大像の比 像を表示することができます 像を表示することができますh 表示することができま主

較観察を簡単に行うことができます。また、比較し

た画像はそのまま簡単にプリントできますので、非

常に分かりゃすい資料を残すことができます

糸のこ レジスト ギア
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より鮮明な画質を実現する光学・画像技術

『より鮮明 に 、より高 い解像度で、観 察 したい』といった観察 者のご、要 望 に!必えるべく、

キ ー エンスは本体の機能と共にレンズ ・アダプタの 光 学 系にも、常にイり|究 を重ねております 。

卓越した光学設計・照明技術

レンス等の光学系とアダプタ等の照明系の品質はr¥':j¥，、解像度の画像をやみ

11¥す為の重要な要素の一つです。その点において、キーエンスは光学技，¥1

や!!日明技術にl到して妥協のない取り組みを行っておりますc

収差歪みを極限までなくしたズームレンス・

対物苦1161洋11枚、ズーム部8群12枚、 r"

計23枚のレンズを採用することに

より、収足歪みを大幅に低減レン i:; 
ズ)，'iJVJIのil'j1111がなく、言|間IJ時のぷ |じ:

定要閃も減少。また、倍率を 1-げ Ib03 

ても解像度が上がらずに、見たい

ものが見られないというような ・ J ~は

ありません。これこそ、一切の*協

を許さないキーエンスの光学技術

の紡品です。

妥協のない照明技術

照明用アダプタにまでも、2群3枚の

レンズ、重みがなく反射率の高い

高性能ミラー、フレア、ゴーストを抑

えるマルチコートプリスムを採用。

拡i放板だけで付与成しているタイプ

と典なり、 ~HI支イtj孟を起こさず、 l

分なIVlるさを保ちます。金属組織

やIC等をWJ視野で観察するのに

役 、主ちます

未使用時(暗視野)

E盟盟型

聞!Ji煩"
X3000 

吾言 克 885 1235 崎市 1拘§ね752755 引"
"'，.，.主旦旦出旦l

同軸落射照明アダプタ

使用時(明視野)

当社オリジナルの光学機構

反乱Iミラーの角度と高さを同H与に

i.1b統的に変えながら追従させる、1i

H~1U' 1 のJ't'1:機構を採用これに

より、lit米のスリット方式と異なり、

JI(i，IVJムラを起こすことなく、約身、JJ!((

明から官III ~ ・j 照明までをカパーしま

すので、様々な対象物に以過なHH

IVJを実現しますc

落射照明

-璽羽

高倍率ズームレンス

可変照明アダプタ

置.11:>

側射照明

金属面やICなどの鏡面体を明視野で観察することができます。 金属表面のキスや紙・繊維等、従来では観察しにくい対象物に有効です。

• 
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H F 

豊富な画質改善機能

コントラストが弱くて分かりにくい、暗くて見えにくいといった問題を各極のデジタル処理により

解消する機能です。分かりやすい両{象に改善することで、

検査 ・解析の 品質や精度を向上することができ、正確な判断ができます

鋼の色素細胞の樹状突起 (X1000)

黒コム (X25)

IC実装基板 (X40)

シルク印刷 (X200)

ス-/'¥ーチャージ-シャツタ

光J止が少なくIlhiI(!IがlIiiい場介、シヤ‘ノタ1I，'il/iJをl仏

大 j7秒まで11.なに長くしてIVJるくすることができ

ます

蛍光観察のように、通常のカメラではできな

いような観察に有効です

エッジ強調

観察筒所の輪郭を強調します新開発の「リアルタ

イム改善処JlIUにより、より解りやすい11111像にするこ

とができますω

金属やカラス表面キスの観察や異物の確

認に有効です

アンチハレーション

2つのシャ yタスピードて引lilj5したドlii(象を介成し、

lIiTぃ部分やIVJるすぎる;';11分を取り除いて、はや

すいIlhif象を1'1ることができます

コネクタやハンタ等のキラツキの強い対象

物の観察に有効です

ガンマ補正

画像がHEすぎたりIljJるすぎたりして濃淡がはっき

りせずに判別がつかない場合、その箇所のゆ1附

の|府調を補正することではやすく改善します

白い対象物の観察等に有効です

11 
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豊富なオールインワン計測機能

間iji.なマウス操作により、対象物のhll~ mH ゃ l.任、 frJ 度、 I(IÎ加なとマの ，1t ìJ!iJ をリアルタイムに pIIÎ I (I Î 1::.で、行うことができます。

計測データは対象物のpllj像卜.に点打にぷぶしたままプリントアウトできますので、

分かりゃすい資料を作成することができます。

リアルタイムで計測可能

計測はリアルタイム|由11賃上でI1r能です。パソコンにi'iY'止画を取り込ん

でからβlil!IJするタイプと異なり、悦野を変えながら、繰り返して計iJ!1Jを

行うことが )Iõ常に簡単・スピーディです 。 対象物の峨々な箇所を~;1. iJ!lJ 

するのに役立ちます

タイトル、コメント入力

対象物1"，に仙川レンス ・1古'がや1oif，'f I人l符を人

)Jできますまた、 ii: 11 l'泊所に← (欠lojJ)等の記

りも挿入できますので、非常に分かりやすい資

料を{十成できます

計測線の色・サイズが選べる

，n-iJ!lJ広島の色や太さ、，i!"iJ!1J他の色や人;きさを選

ぶことができます。7TiJtの色に合わせて選択

できますので、とてもよよやすく、計iJ!lJII.~に誤差

が生じることを防ぐことができます

• 

データ出力

，lI"iJ!lJデータをcsv形式で、保存して、パソコン

のぷ ，¥1.t):ソフトで市川できますので、 ;iI"iJ!リ結

決のl夜l涯を残して、 IIlJ題発生H寺の対策に役

'1.てたり、計iJ!IJ結来をグラフ化できます。

明白白山町四四附圃叩o-..，・11.:>1'‘・.，-偶 l‘・l星島・liTiiif百五可国
“叶・1200llIfι

l B [ C I n 

一 …は I 角度 1 お .11度

亘J ，半径 "‘ 80μ m 
.L1 3.直線 '"例 μ 阻

w <垂底. 3制"" 幽

L昼J ，垂直線 5門 15，m

W 6垂直.. 229.5・μa

W 7垂直.. 801.29μm 
w ，早行.施 07μ m

μ皇J 9平行. ~3~ “ μm 
LJ1J 102A筒 231.10μm
LlZ.J， 2点関 1083.91μm 

"'-一一____J .<lr 

• 

• 



• 

• 

H F 

充実の各種計測項目

これらの各種の計測を同一両面上て、行ったり、その言hRlJ結果を表示・プリントアウトができます

2点間距離

〉く

，て

画面上の任意の2点にカーソルを設定す

ることても、その距離を計測できます。

垂線長さ

';< 

う〈

任意の2点で指定した直線と、5JIJの任意

の点との患短距離(垂線)の長さを計測で

きます。

角度

× 

× 

画面上の任意の3点で決定される角度を

計測できま90

半径

ー持

¥ J 

函面上の任意の3点で決定される円の

半径を計測できますユ

平行線開距厳

_L 
任意の2点で指定した直線と、それに平行

な線を別に指定することで、2本の平行する

線聞の最短距離を計測できまれ

面積

/ 
~~ーアート ~ 

/ . ~喝 f イ

'"/ _.__..:;， 
"z叫ノ 、

函面上の任意の点で囲んだ部分の面積を

計調IJできま1九

パ一、Xyパ一、メyシュ、クロスなどのスケール表示が可能。簡易計測やプリント時の基準寸法として便利です。

円中心間距離

〆
( K ) 

叶

枠 J
円周上の31点を指定することで、 1つの円

の中心座標を求めます。続けて2つの円を

計測することで2つの円の中心間距般を計

測できます。

X-y距離

一 I

ト円
I x I 

Ll 
X方向2本、Y方向2本の計4本の座標軸で

固まれた長方形の機(X方向)、縦 (y方向)、

対角 (D方向)の距離を同時に計測できますL

カウント

X 

× 
× 

× × 

× 
x 

x × 

画面上の任意の点を量大999カ所までカウ

ン卜できます。

J¥- XYハー メJシュ クロス

量四J ~置 E:iEi盟国

13 
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ネットワークに対応する多彩な通信機能内蔵

USB . LAN . SCSlと多彩な辿信機能を内政。

パソコン側からの操作により、観察Ijlの岡像のパソコンへの

取り込み・利用がWindows'"ヒで、非常に簡単に行えます。

またOSの種類に関係なく、画像データを取り込むことができる

サーバ機能も搭載。

パソコンで画像取り込み・遠隔操作が簡単

Windows ※対応ファイル管理ソフト (Windows95 98)※を標準添付 。

USB、LAN、SCSIを通じて、簡単に画像ファイルをパソコンに取り込む

ことができ、画像処理ソフトのように、取り込んだl園{象の画質調整や画

像サイズ変更を行うことができますまた、パソコン側からの操作により、

観察中の画像をパソコンに記録することもできます。

:-.: W川dowsl主本 I~マイクロソフトトtのn鉱尚様です。
:・じS B車1. 111で帥ili!データを取り込む場合は、 Windo\\'s9~ Iでの悦11111.)のみ動n似Mの対島に止ります。

1・・.U日

3昌温

~I;! 

本体にデータファイルの

管理機能を搭載

便利なファイル管理機能を本体に糠準縫紋

保存しであるデータファイルのサムネイルl画像

を画面上で一覧表示できる為、必要な画像を

すばやく検索することができます。

。

‘3 

.1111'付帯'
え~.....・.iff宇

''-'' 
/ iご崎、.，

'"・ "'.""11:，，.，
.J・.....:.'

.. 句よ内

~. ，.・..
.. . ~ . a-: ••• 

一一号・ .. ・".， 

7W7Qロ

• 

• 



• 

• 

LAN対応

γH-8000にLA:¥"接続している全てのパソコンから、 VH-8000の画像デ

ータを取り込むことができます。例えば、実験室に設澄しである¥"H-8000

の画像をこe自分のテeスクのパソコンで確認することができますoまた、タイマ

ー録画機能 (P.8参照)を用いれば、オフィスに居ながらにして経過観察も

行えます

LAN接続

VH-8000 

LABO 

osの種類に関係なく

H F 

3F 

2F 

1F 

オフィスの1¥ソコン

VH-8000に保存している
画像を閲覧できます。

画像データを取り込むことが可能 さまざまなハードとインターフェース

FTPサーバとしての機能も搭載していますので、OSの種類に関係なく、

両像データを取り込むことができます

(¥¥"1:"¥、;¥IAC、u:¥"rxもOK)

※FTPサーバは対応、ノフトが日IJ途必要になります

どのOSにも対応

WIN MAC UNIX 圃

USB対応

白

羽酒量言語面Il~

SCSI対応

@・・)円高
“を... d:b 

圃圏直 吋

USB LAN SCSI 

オプションボードの追加や難しい設定なしに、

簡単に画像を取り込むことができます。

SCSIボードやSCSIカードが装着されているパ

ソコンであれは¥簡単に画像を取り込むことが

できます。

※SCSIボードやSCSIカードは当社推奨品をご使用下さし、。

15 



あらゆる業界で幅広いニーズに対応

置室週E歪~ffiJA

• 
HDDヘッド (X70) IC;'ターン (X1000) 基板のスルーホール (X50) 

実装基板の半田 (X35) コネクタ (X35) モーター (X10) 

置躍望.!~i吉震軍

• 

紙 (X250) スポンジ (X40) 成形品のパリ (X50) 

医薬品 (X50) 樹脂成形品 (X30) 繊維 (X100) 

16 



H F 

E稲田司耳吉区彊

• 
ドリJレ (X25) 7')レミタイキャスト (X300) 

スローアウェイチップ (X40) 金属表面 (X5) ギア (X100) 

-・・E童五函Eヨ・・• 

ヘチマの茎 (X450) ガン細胞 (X1250) クミの葉裏毛 (X200) 

(X450) 松葉 (X450) タニ (X750) 

17 
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豊富なレンズバリエーション

「様々な対象物をより鮮明に、より高い解像度で観察したい」というご要望に応えるべく、

キーエンスは光学設計 ・照明技術の研究に取り高11み、

これらの豊富な レンズバリエーションが生まれました。

あらゆる観察シーンに対応可能になり、アプリケーションが、ますます広がります。

• 

• 



• 

• 

~5- 1ï5fi~-までをこの A本で

ズームレンズ

レンズ交換なしで、25-175倍までの倍率を述続

可変低倍率で観察箇所をすばやく見つけ、そ

のままズームアップできます!照明ヘッドは、接触タ

イプとJI，接触タイプの2種類を標準装備

J判長削!タイプの観察距離は25_5mmあり、作業効

率に優れています

--
VH-Z25 

妥協のない光学設計が最高の11可質をヲ|き出す

可変照明アダプタ

当社独自の光学機備により、照明

ムラを起こすことなく、落射照明か

ら側射照明までをカバー。4華身な対

象物に優遇な照明を実現します。

同軸落射照明アダプタ

2群3枚のレンス 、高性能ミラーマ

ルチコートプリズムを採用。照度

不足を起こさす充分な明るさを保

ちます。金属組織やIC等を明視野

で観察するのに役立ちます。

偏光照明アダプタ

透明なフィルムやコーテインク越

しの対象物の観察時にギラツキを

抑えることができます。

拡散照明

対象物のギラツキを抑えて、表面

状態をリアルに観察できます。

マルチ主主倣

アダプ9
OP35469 

主〉

VH-K25 

OP35415 

H F 

落射照明

未使用時

未使用時

レ ザダイオード(Xl00) チyプコイル (Xl00

型式 VH-Z25 .. 
倍率 2518 50情 100飽 げ 51醤

1220 6.10 3.05 174 

V 貧1 910 455 2.28 1.30 

0'対角 1524 7.62 381 218 

短写l!-iJI:貧 13.0 30 07 03 mm 
務1奏陣タイプ町

25.5 
目寓距岨 m

1 15型モニタ上での惜'"

側射照明

使用時(明視野)

-砂

使用時(偏光照明)

-砂

使用時(鉱散照明)

19 
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35~245倍で54mmのデ 、 d邑~

長距離ズームレンズ 司'‘箇，
54mmという観察距離と非常に深い被写界深

度により、段差のある対象物の観察に便利です。

また、作業スペースを確保できるため、観察の

効率が飛躍的に向上します。 倍率は35~245

倍と1本で低倍率から高倍率までをカバーして

いるので、目的のポイントを一発て拡大できます。

O~40併をカパー 全体{釧H拶が IIJ 能 a邑~

低倍率ズームレンズ ‘'‘幽，
レンス 1 本で 、 0~40倍までの倍率をカバー 。

対象物の拡大観察から全体像撮影までか可能。

これまでカメラなどを使わなけれ，;rならなかった、

レポートや資料に添付する全体像の撮影が簡

単にできます。観察距離は95mm以上で優れ

た作業性を誇っています。

150~800倍で明視野観察も可能

中倍率ズームレンズ --150~800倍までの倍率を連続可変。 しかも 、

800倍で12mmの観察距離を実現してし、ます。

照明ヘッドの交換により、同軸落射照明に切

り換えが可能。金属組織や半導体の表面など

を克明に観察することができます。

450~3000f音で糊透過観察も可能 a邑 a・h
高倍率スームレン文 通伊適齢

450~3000倍までの倍率を連続可変。 高解像

度レンスと光学式エッジ強調機能により、顕微

鏡を超える表現力を実現しています。しかも

3000倍て''?3mmの観察距厳があり、作業性

にも優れています。透過式照明を備えた専用

スタンドも用意されており、活用するシーンが

一層広がります。

VH-Z35 

H F 

同軸落射照明アダプヲ

(オプション)

OP35416 

OP32009 

VH-K150 

高さのある部品に固まれた場所でも鮮明に観察可能。

型式 VH-l35 

務2
筒 E伝 35倫 5011脅 1001含 1501音 2001含 245借

8.71 6.10 3.05 2.03 1.53 1.24 

v(縦) 6.50 4.55 2.28 1.52 1.14 0.93 • D(対角) 10.89 7.62 3.81 2.54 1.90 1.56 

後写界深度 8.3 5.0 1.0 0.5 0.4 0.3 
(mm) 

回察距敵
54.0 

(mm) 

ぜ 2 15型モニタ上での倍率。

、伊

モーヲー(X4) (X40) 

型式 VH-Z05 

到底2
倍率 0.1借 0.5借 1情 5情 10借 20情 401:脅

Z 範囲 H( 繍) 
3050.0 610.0 305.0 61.0 30.5 15.3 7.6 

v(縦) 2280.0 455.0 228.0 45.5 22.8 11.4 5.7 

剛

D(対角) 3810.0 762.0 381.0 76.2 38.1 19.0 9.5 

観察距厳(mm) 的17.7m前 1.5m約百冊 95庁下n

:':2 15型モニタ上での惜率。

• 
カラコピ (X500) ICのパタン (X 500)

VH.Z150 

20018 5001& 800情

2.03 1，53 0.61 0.38 

1.52 1.14 0.46 0.28 

2.54 1.90 0.76 0.48 

(mm) 
4'2.0 

;'3 15型モニタ上での倍率。
、4 司軸落射照明リンク装婚時は6.5

ICのパターン (X2000) 大根の組織 (X 1000)

型式 VH-Z450 

地一4良 倍率
4501i音 500倦 1000借 1500倫 2000倍2500筒 30凹借

Hげ貧) 0.68 0.61 0，31 0.20 0.15 0，12 0.10 

m姐i 晴 v(縦) 0.51 0.46 0.23 0.15 0.11 0.09 0.08 

D(対角) 0.85 0.76 0，38 0.25 0.19 0.15 0.13 

回寮距離 (mm) 7.3 

5 15型モニタ上?の悟車。



• 

• 

HD中倍率スーム以 oe 
75-750倍までの倍率を連続可変。

高品質レンスにより、優れた解像度を可能にし

ています。しかも、 750倍で46.2mmの観察距

離がありますので、作業効率も大幅にアップ。

画質、作業性の両面で顕微鏡を超える高性能

を実現しています。

1.'i)[J ~360J立からのwl祭が可能

回転観察スームレンズ

回転するミラーにより、対象物を動かさずに周

図360度から観察することが可能です。また

回転観察ユニットを搭載するにあたり、専用ス

ームレンズを新開発。35-245倍という実用的

なズーム倍率と深い被写界深度が、斜めから

の観察においても鮮明な画像を実現します。

観察しながら作業ができる

長距離レンズ

観察距書官が60-78mm と長いため、対象物

を観察しながら同時に作業ができます。また、

奥まった場所にある対象物や、ガラスなどの

障害物がある場合など、構造上レンズが近つ

けられない対象物でも、鮮明な碩像で観察が

できます。

f"iAを抑えて光沢両の観察が容易に

ハイ}'¥ービ‘ューレンス2

光沢がある菌のハレーション (反射)を抑える

ことができ、表面状態を克明に観察すること

が可能です。これによって、顕微鏡では分かり

にくかった金属やガラス、セラミックなどのキス

や汚れ、クラックを簡単に確認することができ

VH-V100 

ます。 VH-V200

H F 

VH-Z35 

回転コントローラ
(VH-R1付属品)

a・-.

VH-W100 

側視アダプヲ
(VH-W100・1
オプション品)

OP98535 

IC (X200) 松の茎 (X250)

型式 VH-Z75 

ー1借寧 75僧 150僧 300倫 450僑 600俄 750飽

9・m囲・!~ 機

406 203 102 0.68 050 041 

v，1t 304 152 0，76 0，51 038 0.30 

明 0'対角 5 o. 254 127 0，85 064 051 

阻調書距組 46.2 
i円、庁、

1 15型モニタ上での情窓

回転レンズ原理図

照明周ファイハー
ホールレンス

観軍用ミラ 1 

型式 VH-Z3町VH-Rl

.， 
35筒 50倫 100備 1時 I2凹借 I245借倫 E巨

8，71 610 3，05 2.03 I 1日 I124 

V(飽} 650 455 2.28 1.52 I 1 14 I 0田

1.56 

0.3 
胴

回.距司書
15.0 

mm) 

1 15型モタ上での倍率

電球のフィラメント (X50) 電子銃 (X 100)

型式 VH-WSO VH-Wl00 VH-W2曲

'3 
倫 8但 50¥8 loofS 2001告

6，10 3.05 1.53 

V(緩) 455 2.28 114 

O(対角) 7.62 3.8¥ 1.90 

III写界車庫 31 

同'"
06 03 

盟寮距11
78 '77 60 59 60 59 :rrm).. 

3 15型モニタ上での倍率
4 内町数字<1、開庄射田明ヘ yド装薗時

、，

百円硬貨 (X 100)

型式 VH-Vl00 VH-V200 

.， 情寧 10。情 200箭

;・範囲.5 H ( 傾
3，05 ¥，53 

v'l麗 2.28 ¥.¥4 

'""1 D対角 3.' 190 

後写界Z震庫 10 04 
何m

5 15型モニタ上での曲率
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金属女l函のrot然に威力を発防

落射レンズ

独自の光学系の援用により、落射照明ながら

スリムなボテイを実現。従来の側射照明では

見えに くかった金属組織や半導体の表面が

鮮明に観察できまた 倍率は500倍と1000f告

を用意しています。

f iヤドに，.~、じた{世しづj-Itが "f能

固定倍率レンズ

20倍から1000倍まで、希望に応じた使い分け

が可能。顕微鏡に比べ、被写界深度が大幅

に深いので、鮮明な立体画像が得られます。

照明ヘッドは、接触タイフ。と非接触タイフ。の2

種類を標準装備しています。(VH-20を除く)

φ3mmで1kい部分が1UI祭可能

ボアスコーフ。レンズ

スリーブ部が中3mmと細いため、狭い箇所や、

入り組んだ箇所を自由に観察できます。先端

部は直視型と斜視裂の2タイプを用意。また、

スリーブ内はレンスe系のみで構成されているため、

優れた解像度を実現。しかも、完全防水設計

なので、水中観察も可能ですL

入り組lんだ場所で城)JをJeH!

ファイバスコープ。

入り組んだ機械の内部や、狭く曲がった管内

など、通常のレンズて‘は見えなかった場所を観

察することが可能です。手元操作により、先端

が自由に湾曲するので、構造上死角となるよう

な箇所の観察も行えます。

22 

H F 

VH-20 

VH-B31 

/ VH-B61 

J 

/ 
" 

VH-B32 

VH-B64 

ノ

型式 VH-C501 VH.Cl001 

1倍率 5001i膏 10001:音

0.6 0，31 

V(縦) 046 023 

D 対角 0，76 038 

複写界耳度 0，06 003 
町町、

1111距耀
0-2，0 0-2.0 

mm' 

• 
1 15型モニタ上での悟串

コネクヲピン(X100)

型式 VH-20 VH・50 VH-1QO VH-20Q VH・501 VH-l0Ql 

，.， 
50倫鎗率 20筒 100倫 2001:脅 50018 1∞018 

里姻・・i~トl日ーH 繍催、

1525 6.10 3.05 1.53 0.61 0.31 

11.38 455 2.28 1，14 0.46 0，23 

対角 19.05 762 3.81 1.90 0.76 0，38 

彼写界深度
12.0 6.5 1.0 0.4 0.06 0.03 

(市神

非j妻触タイプの 3 

観察距纏間同
70 62 12.8 11.0 3.5 3.5 3.5 

2 15型モニタ上での惜宰

3 内の数字は無庄射照明ヘ yド装置時

.観事倍率の査化
15~モ二タ TV画面上の備事です

m • .視野範闘の宜化
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スコプ;c，略，.勺慢写体までの距.mm 

呈， 1水?スコプ I VH 831 I VH 632 I VH-B61 I VH 864 

2セlレンスアタJ-...:.-I-I VH B 

例 径 .31μの保細管付 φ6 

省絢長.a印刷 lQ7，m1 I 30Qmrn I 304同 n

網野方向 I 0 ..悦) I 30'(制視) I O' (..1見 I 70'(斜視j

f'1. !f角 55

阻寮 Z震 度 2-50同 n

梅野範囲 .2-φ52rnm

陪偽造 | 仇蟻スリー

- ， 日単
'完全防水

0-4QC(空気中水中

一一一一一一 VH-B311B32 

VH-B61/B64 

ld l l平 l
型式~ ファイパスコ プ VH.F61 VH-fl11 

レンスア?'';Jチメント VH-F 

タト 笹 世6.1mm 判 lmm

有 効 長 lQOOmm 1500mm 

視野方向 直祖

11 野 角 65 55 

回費電車度 10mm-凹 20mm-∞ 

アングル角 Up-Down各 120 LO伐附曇120旬奄凶各1∞
使周周囲温度 +10-80C 

使用気圧 1気圧

防治 町水 峻惜油1'1油に使用可
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211万画素を活かす高性能周辺機器

直豆到 15型高精細液晶モニタ

斜めからでも見やすい広い視野角 本体に取りつけて持ち運び可能
合わせて130.の広い視野角を実現。目が疲れること コントローラ部 (VH-8000)に取りつ

なく観察でき、また多人数でも非常に見やすいです。 けて閉じれば、持ち運びに便利。どこ

130 

合わせて130'の広視野角

型式
液品パネル サイズ

面禁ピッチ
解像度
表示色
輝度
コントフスト!t
視野角

入力 入力信号
インヲーフ工ース

電源 電源電圧
消費電力

耐環境性 使用周囲温度
使用周囲湿度

外形寸法

質量

でも観察が行なえますので、機動力

をフルに発揮します。

VH-D800 

カフー液品 (TFTl!:!) 15型
0.238胴 (H)X 0.238mm (V) 

1280 (H) X 960 (V) (QVGA) 

フルカフー
250 cd/同 (typ)

350: 1 (typ) 

::!::65' (typ左右)、45'(typ.上)、60'(ryp下)

アナロクRGB信号 (0.7Vp-p) 水平、垂直同期信号 (TTLレベル負極性)
ミー・D-sub15pinコネク$1
AC 85-265V 50/60Hz 

最大 90VA

+5-40'C 

35-80% RH (結露なき」と)
幅385X晶さ368X奥行220mm

約4目5kg

e 211])画素の超高画質を忠実に再現 デジタルカラープリンタ

VH-P40 

1677万色の高画質 マウスでの簡単操作
325ppiの解像度と約1677万色の豊かな表現力に

より、対象物の微妙な色

画面を見ながらマウス操作でプリントアウトが可能。

また、 I~ソコン用ドライ 1\ (Wincわws95198， Ma::irtosh 

)の標準装備により、プリンタをパソコンに接続する

ことも可能です。

合いを忠実に再現。鮮明

で高画質のカラープリント

がf尋られます。

1枚39円の低コスト

ミ Windowsは米国マイフロソフト社、Macintoshは米国
ア')7)レコンビュ一世一社の登録商標です

高速プリント
プリント1枚当たりのコストは約39円インスヲントカメラに

比べて、約1/5とお得です。そのうえ、マイクロスコープ本

体の画面分割機能を利用すれば、さらに経済的です。

観察中の画像を、ボタン一つですぐにプリントアウト。

現像の手間が必要なく、しかもその場でプリント内

容を確認できるため、;量影の失敗がありません。

型式 VH-P40 

プリント方式 昇華熱転写プリント方式
解像度 325ppi 最大1676X1280ピクセル(Lサイズ)
階調 Y/M/C各色 256階調約1677万色フルカフー
プリント用紙サイズ Lサイズ 162Xll0mm Sサイズ 110Xl07mm 

印画サイズ Lサイズ 127X96mm Sサイズ 100X75mm 

インヲーフェース SCSI-TI規格に準拠 シールトー型50ピン/高密度(ピンヲイプ)
電源 AC100V 50/60Hz 

消費電力 印画時最大 150W 

耐環境性 |使用周囲温度 +5-40'C 

|使用周囲湿度 20-80%(結露無き」と)
外形寸法 幅280X高さ150X奥行398mm

質量 約14.5kロ

23 
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組合わせ自在なシステム・ラインアップ

可変照明アダプヲ

VH-K25 

偏光照明ア夕、プ~

OP35415 

拡散照明アダプタ

OP35324 

非接触鉱散アダプタ

OP35414 

マルチ拡散アダプヲ

OP35469 

フリーヘッド

OP32348 

問軸落射照明アダプヲ

OP35416 

回転観察ユニyト

VH-R1 360度回転

可変照明アダプタ

VH-K150 

無反射リンク

OP32009 

長距離レンス

VH-W50(50倍)

二一-I ~一一一三一岨・・・・
| 這国

側視アダプヲ一一一--1

0円 8535 いC

固定倍率レンス

r 

r 

VH-20 (201音)

圃咽・

スームレンズ

長距離ズームレンズ

中倍率スームレンス

低倍率スームレンス

ハイI~ービュ レンス

VH-V100(100倍)

落射レンス
VH-C501 5001'音

VH-C1001 (1000倍)

ポアスコープレンス
VH-B31 

VH-B32 

VH-B61 

c. 
VH-B64 

VH-Z75 
F { 

ー』

VH-B 

• 
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カメラ部

モニヲ部

VH-D800 

• 
吋

。
ド

Cマウントヲイフa

H F 

回

目

VH-F E顕微鏡

カメラユ二y卜のレンスマウント部かCマウントに主 っ
ており、ファイハスコ フ周アヲチメントVH-Fが
媛銃できますまた、Cマウントヲイ7の力メラレンスや
顕微鏡 Cマウノトアずプタ使用との短銃も可能

，.1 付属のCマウJ トアタ yチメントが必要です
:.2 顕微鏡に適合するマウントア責プタが必要です

目オフるション
ファイハスコープ

¥ VH-F61 立

マルチヒューワンステム VHレンス取り付けス~ント

落射照明へ yド {問視7''/プタ

VH-200専用 VH-W100・W200専用

ヒ-三ヨ 6 三号
E墾霊璽¥Q ~霊霊霊塾G
Jてソコン "ゾコン

~一一一一ー一一一ームテシ~)レカラーフリノ空でハ トコヒ

写真の代わりに観察テー久資料とし
』ーー一ーー で幅広く活用できます

テシタJレカラーフリン~

VH-P40 

大画面モニタ多人数で同時に見るに
は大画面モニタをj妾続倍率がア ，7

してさらにシヒアなチェγ7か行えます

モ二世

仁こっ
a・
スキャンコンJ‘-~ 
NTSC信号へ変漁します

変換することでヒテオプ

リン夕、VT円、TVモニヲ

などに後続し使用する

ことができます

VHレンス取り付けス空ント
XY;J.テジ付き

oo~ 仁〉

可変照明リンフ
VH-Z25・Z05専用

VH-Z450専用スタンド VH-S1
XYステージ・透過照明付き)

工ンコーずユ二y卜

VH円1専用)

25 
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究極の使いやすさを実現する観察システム

マイクロスコープの最大のメリ ットである 、

『ノ、ンデイであらゆる )J向から栂l察する ことを維持しながら、

距離をと っても手ブレの影響がなく 、安定した観察をしたい。J
というお客様の難解なご要望にお符えすべく検討を主ねた結果、

生まれた究極の使いやすさを実現する観察システム。

それがマルチビューワシステムです。 (特許出願l二1-1) 

マルチビ‘ューワシステム

VH-S10/S11 

() 
Qコ

~ t>< 

角度を変えても

も。

同じポイントを観察できます
、~tJ: ~1!ÍIの原点チェック機能により角度を変

えても同じポイントを観祭しながら、i，i大90皮

まで傾斜 l可能

対象物を傾けることなく、立体観察が"riiEです。

左60度 左45度

Fラ

0度

、‘，

右45度

て示。

。
ι3。

周囲360度から観察可能!
XYfJステージを12:準装備。レンズを同定した

ままで、}i'i]問360度からの観察を実現

ベストな観察ポイントを簡単に発凡できます

ミラーを介さないので画像が反転せず、

li然な観察が可能です。

真上からでは見えなかった

ひび割れ発見

右60度

• 

• 
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• 

傾けると観察ポイントがズレる|

同じポイントを観察するには対象物を左

右に移動させ、ピントを合わせ直さなし、と

いけません。

傾きに限度がある

従来のスヲンドでは傾けると、視野がステージ上

からズレてしまい、観察できません。また、手持

ちで行うと手ぶれの影響が出てしまいます。

ス主t~t.. ， ~ 

対象物を0方向に動かせない

対象物を手で回すしかありません。また、

その都度XY方向の再セッテイングとピン

トの再調整が必要です。

オフ。ション

2分岐ファイバ OP35418 

H F 

-v}(lTt:'.:z.-冨墨翠盟置m翠g 圃

リンクファイ1¥ OP35419 

' 
f頃けても同じポイントを
観察できます1

対象物はそのまま置いておくだけ。

ピントの再調整も不要です。

観察工数が大幅に短縮てきます。

v 

最大90度まで傾斜可能です!

対象物を置いたままで、任意の角度に

簡単にセットできます。手ブレの影響が

なく正確な観察が可能です。

v 

周囲360度から観察可能!

観察視野の中心を輸に360度方向に、

対象物を動かすことができます。

XY方向の再セッテインクやピントの再

調整が不要ですので、観察工数が大

幅に短縮できます。

透過照明ユニ yト OP35421

27 



'コントローラ音H
型式 VH-8000 

カメ7 婦像素子 1/2型211万画繁CCDイメ ジセンサ

総画繁 1688(H)X1248(V) 

有効画素 1636(H)XI236(V)

フレームレート 7.5F/S 30F/S 切り換え

解像度 水平1000本以上 垂直1000本以上

ゲイン AUTO、NORMAL、MANUAL

電子シャ、ノヲ AUTO、MANU、OFF、1/15，1/30，1/60，1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000sec 

ス-/'¥ーチャージシヤ‘ノ宮 0.2、0.5、1.0、2.0、4.0sec、MANU(0.2 -17.0secまで0.1sec室'Jみで設定可)

ホワイトパフンス AUTO、MANUAL、PUSHSE丁、プリセ、ノ卜(2700K、3200K、5600K、9000K)

スーパーディスヲ 使用テeィスク 3.5型 SuperDisk LS-120 1 3.5型フ口、ノピーテgィスク 2HD

ドライブユ二ッ卜 録画容量 Super Disk:約 600枚 (圧縮画像)-20枚 (非圧縮画像)

2HD (1.44MB)約 7枚(圧縮画像)

記録フォーマット Super Disk :MS・DOS 120MBフォーマット

2HD:MS-DOS 1.44MBフォーマ‘ノト(DOSN)

ハードディスヲドライブユーγト 容量 10GB 約50000枚 (EE縮時)-1600枚(非圧縮時)

画像形式 圧縮時 JPEG 非圧縮時・TIFF

光源 フンプ 12V 100Wハロゲンフンプ

フンプ寿命 1000時間 (平均寿命)

色温度 31∞K (最大光量時)

出力 映像出力 アナロヴRGB 1620ピクセルX1220ピクセル

走査周波数 液晶・ 水平(H): 72.8kHz 垂直(V): 59.1 Hz 

CRT: 水平(H): 85.5kHz 垂直(v): 66.9Hz 

AC出力 2系統愚大 3A

入力 マウス入力 MINI DIN 6ピンコネクヲ (DOSN用 PS/2?ウス)

キーボード入力 MINI DIN 6ピンコネウヲ (DOSN用 PS/2)

外部リモート入力 無電庄入力 (有/無接点)

インヲーフェース SCSI SCSI-ll準拠 シールド型50ピン/高密度 (ピンヲイプ)

LAN RJ-45 (1 OBASE-T) 

USB 標準添付ソフト専用 (Windows98設版 Ver.1.0準拠)

電源 電源電圧 AC 85-132V. AC170・265V 50/60Hz 

消費電力 最大350VA

耐環境性 使用周囲温度 +5-40'C 

使用周囲湿度 35-80% RH (結露なき」と)

外形寸法 幅409X晶さ111X奥行450mm

質畳 コントローフ昔日目約8.5kg カメフユ:::"'Y卜:約0.6kg

e' 

i詰Windows98は米国マイクロソフト社の登録商標です。

全商晶

即日出荷
E¥1"331.) ~! C4 ~ ;;11 ~ ;W [3. 

急ぎのときも安心 • 
A安全に関するこ注意 商品を安全にお使いいただ仇
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地球サイズの海外サポート -全世界主要都市で日本語による技術サポート、世界的国語で

利用できるセンサ総合カヲロヲをご用意しております。詳しくは下記ホームぺージをζ覧ください。

www.keyence.仁o.jp/support.html 

株式会社キー工ンス 本社・研究所/MECT事業部 干533-8555大阪市東淀川区東中島1-3-14 TeI06-6379-1141 Fax 06-6379-1140 

仙台営業所 TeI022-723-5211 Fax 022-723-4366 干980-0811仙台市青葉区 番町2-8-10(同和火災仙台ビル)

浦和営業所 TeI048-831-4211 Fax 048-831-4555 干336-0011I奇玉県浦和市高砂2-2-3(第一生命同和火災ビル)

東京営業所 TeI03-5232-3211 Fαx 03 -5232 -0266 干108-0073東京都港区三田3-12-16(山光ビル)

4黄j民営業所 TeI045-471-3211 Fax 045-471-3300 干222-0033横浜市港北区新繍浜3-1中 5(新繍浜第二センタービル)

静岡営業所 TeI054-252-4211 Fax 054-252-4867 干420-0851静岡市黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル)

名古屋営業所 TeI052-783-5211 Fax 052-783-5225 干465∞87名古屋市名東区名東本通2-32(星ヶEイーストビル)

大阪営業所 TeI06-6392-4211 Fax 06-6392-4222 干532α旧4大阪市淀111区西宮原 1-5-33(新大阪飯田ビル)

福岡営業所 Tel 092-752-4211 Fax 092-752-709中 干810α氾1福岡市中央区天締3-9-25(東靖天神ビル)

海外事業部 TeI06-6379-2211 Fax 06-6379-2131 干533-8555大阪市東淀川区東中島 1-3-14

{士篠|革改良のため予告芯く変更することがあDます。 0041-51061-1291 


