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MicroView ユーザーガイド

Thermo Scientific™ μView™ (MicroView) ソフトウェアは、赤外顕微鏡および可視顕
微鏡用のビデオ画像ソフトウェアパッケージです。 μView はサンプルの観察およ
びビデオ画像の取り込み、注釈、および文書化を向上させます。本ソフトウェア
は、顕微鏡ビデオシステムおよびビデオ画像カードと連携し、カメラからの画像
をコンピュータモニターに表示し、記録することができます。 μView 用ハードウ
ェアの設定の詳細については、 "OMNIC Atlμs and μView Hardware Setup" というタ
イトルのマニュアルを参照してください。

μView は、テキスト、ルーラーの測定値、長方形と円形領域の測定値、および軸 
( マイクロメートル単位 ) による注釈をビデオ画像に付けるために必要なツール
を提供します。その画像を保存し、注釈付きまたは注釈なしでクリップボードに
コピーして印刷することができます。

ビデオ画像のコピーまたは保存後に、レポート、データベース、プレゼンテーシ
ョン、出版物、および QC と研究文書内でその画像を使用できます。

本マニュアルでは、 μView ソフトウェアに固有の機能のみについて説明します。
お使いのビデオ機器の使用の詳細については、ビデオ画像カードに付属の文書を
参照してください。

目次

「μView の使用の概要」 ( ページ 4)

「ソフトウェアとディスプレイの設定」 ( ページ 9)
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表記規則

μView の起動と終了

Windows のタスクバーにある [ スタート ] をクリックし、 [Thermo Scientific] フォ
ルダーに移動して、 [μView] プログラムをクリックします。

[μView] ウィンドウが表示されます。このウィンドウについては、次のセクショ
ンで説明します。

μView のボタンを OMNIC ツールバーに追加している場合は、お使いの Thermo 
Scientific™ OMNIC™ ソフトウェアから μView を起動することもできます。詳細は
「OMNIC ツールバーへの μView の追加」 ( ページ 2) を参照してください。

OMNIC ツールバーへの μView の追加

μView のボタンを OMNIC ツールバーに追加すると、 OMNIC から μView を起動
できます。 

 ツールバーに [μView] ボタンを追加するには

1. OMNIC の [Edit ( 編集 )] メニューの [Edit Toolbar ( ツールバーの編集 )] を選
びます。

[Edit Toolbar ( ツールバーの編集 )] ダイアログボックスが表示されます。
[Edit Toolbar ( ツールバーの編集 )] および後述の他の OMNIC 機能の詳細につ
いては、 OMNIC ヘルプを参照してください。

2. [User Item ( アイテム作成 )] ボックスの [Add Item ( アイテム追加 )] ボタンを
クリックします。

[Add Toolbar Item ( ツールバーアイテムの追加 )] ダイアログボックスが表示さ
れます。

3. [Item Type ( アイテムタイプ )] ボックスの [Run External Program ( 外部プログ
ラムを起動 )] を選びます。

4. [Browse ( 参照 )] を使用して、 Program Files\microvw ディレクトリ内で 
MICROVW .EXE という名前のファイルを探して選択します。

[Open ( 開く )] を選択すると、ファイルへのパスが [Program Pathname ( プロ
グラムパス名 )] テキストボックスに表示されます。

5. [Item Name ( アイテム名 )] テキストボックスにボタンの名前を入力します。

注意    システムハードウェアの損傷やデータの紛失を防ぐため、本表示の指
示に従ってください。
注記  有用な補足情報を含んでいます。
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6. [OK] をクリックして [Edit Toolbar ( ツールバーの編集 )] ダイアログボックス
に戻ります。

[User Item ( アイテム作成 )] ボックスに [μView] ツールバーボタンが表示され
ます。

7. [Current Toolbar ( 現在のツールバー )] ボックスに表示されているツールバー
の任意の位置に、新しいボタンをドラッグします。

8. [OK] をクリックします。

新しいボタンがツールバーに表示されます ([View ( 表示 )] メニューの 
[Toolbar ( ツールバー )] を選択することが必要とされる場合があります )。

新しいボタンと一緒にツールバーを環境設定ファイルに保存する場合、
[File ( ファイル )] メニューの [Save Configuration As ( 環境設定を保存 )] を使用し
ます。その後、環境設定を開くと、そのボタンがツールバーに表示されます。

OMNIC からの μView の起動

OMNIC のインストール後に μView をインストールした場合、OMNIC の [Collect 
( 測定 )] メニューの [Collect Sample ( サンプルの測定 )] または [Collect Background 
( バックグラウンドの測定 )] を選択すると、 μView が自動的に起動します。これ
により、 μView を使用して、データの測定前にサンプルを配置し、サンプルに焦
点を合せることができます。

[Collect Sample ( サンプルの測定 )] コマンドによって μView が自
動的に起動すると、 [Collect Sample ( サンプルの測定 )] ボタンが
ビデオ画像の右側に表示されます。データの測定を開始する準
備が整ったら、ボタンをクリックします。 [μView] ウィンドウは
画面から削除され、サンプルデータ測定が開始されます。

同様に、 [Collect Background ( バックグラウンドの測定 )] コマン
ドによって μView が自動的に起動すると、 [Collect Background 
( バックグラウンドの測定 )] ボタンがビデオ画像の右側に表示
されます。データの測定を開始する準備が整ったら、ボタンを
クリックします。 [μView] ウィンドウは画面から削除され、バッ
クグラウンドデータ測定が開始されます。

注記  この方法で μView を起動しない場合は、メモ帳で、Windows ディレクトリ
内の OMNIC32.INI という名前のファイルを開きます。 [Directories ( ディレクト
リ )] セクションで、“MicroView” で始まる行を削除し、ファイルを保存します。 
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μView の使用の概要
μView を起動すると、 [μView] ウィンドウが表示されます。

[μView] ウィンドウのタイトルバーには、アプリケーション名 (“μView”) の後に、
使用されている校正ファイルの名前 ( この名前は角かっこ内に示されます ) が表
示されます。

タイトルバーの下には [μView] ウィンドウのメニューがあります。メニューを使
用すると、サンプル画像の注釈付けと文書化、ビデオと表示パラメータの調整、
および画像の保存、印刷、コピーのために必要なコマンドにアクセスできます。

ビデオペインは、 [μView] ウィンドウの中央にあります。このペインでは、顕微
鏡ビデオシステムからライブ画像が表示され、注釈付けとコピーまたは保存を行
うことができます。

ビデオペインの下にあるステータスバーには、選択したパレットツールの名前、
マウスポインターの位置 ( マイクロメートル単位 )、および実行している操作ま
たは使用しているツールに関する情報が表示されます。

左下隅にあるウィンドウは、ツールパレットです。このパレットは、ビデオ画像
に注釈を付けるために必要なツールを提供します。

必要なオプションハードウェアを購入している場合、ツールパレットの右側に 
[Focus ( フォーカス )] ボタンが表示されます。これらのボタンの使い方は、この
セクションの後半で説明します。

ウィンドウの厳密
な外観は、お使い
の顕微鏡およびオ
プションによって
異なります。

タイトルバー メニュー ビデオペイン

ツールパレット ステータスバー [Focus ( フォーカス )] ボタン
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オプションの自動 ATR 接触機能付きの Continuμm を使用している場合、ステー
タスバーの下に [Contact ( 接触 )] ボタンも表示されます。このボタンの使い方
は、このセクションの後半で説明します。

ビデオペイン

ビデオペインは、顕微鏡ビデオシステムからライブビデオ画像を表示するために
使用されます。顕微鏡ステージ上でサンプルを配置し、焦点を合わせている間
に、この画像を表示できます。

ビデオ画像に注釈を付けたり、コピーまたは保存したりすることができます。
ビデオ注釈には、以下の項目を含めることができます。
• ビデオ画像内のターゲット領域を測定するためのルーラー
• ターゲット領域を測定するための円
• ターゲット領域を測定するための長方形
• テキスト注釈
• ペインの中心に印を付けるクロスヘアー

「注釈の操作」 ( ページ 23) では、このような注釈の作成および使用方法につい
て説明します。

ビデオペインの上端に沿って X 軸があり、左端に沿って Y 軸があります。これ
らは、ビデオの視野をマイクロメートル単位で表しています。各軸では、点 0,0 
がビデオペインの中心になります。点はクロスヘアーで示されます。

異なる顕微鏡の対物レンズを使用した時に対応するために、 μView では使用する
それぞれの対物レンズのビデオ校正ファイルを作成できます。ビデオ校正は、軸
によるマイクロメートル単位の距離の表現が、表示されているサンプルに対して
有効になるようにします。

次のセクションでは、ビデオ画像と注釈のビデオペインでの表示方法、およびビ
デオ画像の校正方法に影響するパラメータの設定方法について説明します。

ペインの厳密な外
観は、お使いの顕
微鏡およびオプシ
ョンによって異な
ります。

軸 テキスト注釈

ルーラー

クロスヘアー

ライブビデオ画像
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ツールパレット

ツールパレットは、以下の表で説明されている操作を実行するためのツールを提
供します。ツールを選択すると、ステータスバーの右端に簡単な説明が表示され
ます。

点のクリックによるステージの移動

 点のクリックによりステージを移動するには

1. ステージ移動ツールを選択します。

2. 顕微鏡の対物レンズの下で配置するビデオ画像内の点をクリックします。

ポインターはペイン内に移動させると、以下のように変化します。

点をクリックすると、対物レンズの下でその点を配置するのに必要な分ステ
ージが移動します。ビデオ画像は、中央の点によって再表示され、それに応
じてビデオペインの軸が調整されます。

操作内容 使用するツール

ビデオ注釈の移動またはサイズ変更を行います。 矢印ツール

ステージを横方向に移動させます。 ステージ移動ツール

ビデオ画像上にルーラーを表示し、ターゲット
領域の長さを測定します。

ルーラーツール

ビデオ画像上に円を描き、ターゲット領域の大
きさを測定します (Continuμm を使用している場
合、このツールは表示されません )。

円形アパーチャツール

ビデオ画像上に長方形を描き、ターゲット領域
の大きさを測定します ( 自動 Reflex アパーチャ付
きの Continuμm を使用している場合、このツー
ルは表示されません )。

長方形アパーチャツー
ル

テキスト注釈をビデオ画像に追加します。 テキストツール

オプションの電動ステージを使用している場合、ステージ移動ツールに
よって、ステージを素早く移動して、顕微鏡の対物レンズの下で指定さ
れた点を配置できます。その点は、ビデオ画像の中心になります。

マウスを動かすと、ツールの位置のステー
ジ座標がステータスバーに表示されます。
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[Focus ( フォーカス )] ボタンの使用

必要なオプションのハードウェアがあれば、 [Focus ( フォーカス )] ボタンを使用
して顕微鏡の焦点を合わせられます。ボタンは、ツールパレットの右側にありま
す。

オートフォーカスは、ビデオ信号のコントラストが 大となる位置を焦点として
合わせるため、コントラストが高いサンプルに対してより効果的です。紙、粘着
テープ、厚い繊維などの高度に散乱するサンプルは、反射モードでオートフォー
カスを使用して焦点を合わせることは難しい場合があります。 Continuμm で 
Reflex アパーチャ照明を調整すると、このような場合にオートフォーカスの効果
を高めることができます。

注記  ステージ移動ツールは、ビデオ画像が校正され、 X 軸と Y 軸が正し
く設定されていることを確認するために役立ちます。ツールを使用して、
ビデオ画像内のある位置をクリックします。その位置がビデオペインの
中心に移動した場合、校正と設定は正しくなっています。 

ステージを上に動かすには、上矢印をクリックします。ステージを下に
動かすには、下矢印をクリックします。ステージをより早く動かしたい
場合、いずれかのボタンをクリックするときに、 Shift キーを押したまま
にします。

注意    上矢印ボタンを使用する際は、対物レンズがサンプルまたはステージ
に当たらないように気を付けてください。 

オプションのオートフォーカスハードウェアがあれば、[Auto ( オート )] 
ボタンを使用できます。ボタンをクリックすると、ステージを上または
下に ( 大 1 mm) 移動させることでサンプルに自動的に焦点を合わせま
す。

注記  

• 付属のハードウェアコントローラを使用して、オートフォーカス機器を
操作することもできます。詳細については、電動ステージに同梱されて
いる文書を参照してください。

• オートフォーカスを使用する場合、金コートミラーなどの高反射物質に
取り付けられたサンプルを観察するのでない限り、ビデオカメラのオー
トゲインスイッチ ( ある場合 ) はオフにしておいてください。

[Recall ( リコール )] ボタンを使って後でそこに戻せるように Z ( 縦軸 ) 座
標を保存するには、 [Store ( 保存 )] をクリックします。ボタンをクリッ
クすると、以前に保存した Z 座標が現在の Z 座標と置き換えられます。
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自動 ATR 接触の使用

オプションの自動 ATR 接触機能付きの Continuμm を使用している場合、[Contact 
( 接触 )] ボタンを使用して、サンプルに対して自動的に 適な接触圧力を加える
ことができます。

 自動 ATR 接触を使用するには

1. 内部の接触警告システムを設定します。

詳細については、 Continuμm ユーザーズガイドの「Advanced Techniques」の章
の「ATR microscopy」を参照してください。接触警告システムを設定し、使用
する場合は、このマニュアルに示されている注意に必ず従ってください。

1. サンプルを取り付け、 ATR 対物レンズまたはスライド式の ATR アタッチメ
ントの下にターゲット領域を配置します。

2. をクリックします。

自動的にステージが上に移動し、サンプルとの 適な接触状態が得られま
す。ステージが上に移動されている間、ボタンに [Abort ( 中止 )] というラベ
ルが付きます。何らかの理由でステージを停止する必要がある場合は、この
ボタンをクリックします。サンプルとの接触後、 [Contact ( 接触 )] ボタンは 

 になります。

3. サンプルの観察を終えたら、  をクリックします。

ステージが下に移動し、サンプルとの接触が解除されます。

[Store ( 保存 )] ボタンを使って 後に保存された Z 座標にステージを移
動するには、 [Recall ( リコール )] ボタンをクリックします。 [Recall ( リ
コール )] ボタンは、 [Store ( 保存 )] ボタンを使って Z 座標を保存した場
合にのみ使用できます。

注意    [μView] ウィンドウの上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、接
触圧力を調整できます。ただし、かかる圧力が強すぎると ATR 対物レン
ズまたはクリスタルを損傷する場合があるため、上矢印ボタンをクリッ
クする際は注意してください。 

注記  上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して接触圧力を変更すると、現
在の圧力に応じて [Contact ( 接触 )] ボタンまたは [Release ( 解放 )] ボタンが
使用可能になります。上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用すると、コン
ピュータからビープ音が鳴り、対物レンズ、サンプル、またはクリスタ
ルが損傷する危険性に関する警告が表示されます。 
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ステージの初期化

お使いのハードウェアに応じて、顕微鏡の電源を入れるか、 μView ソフトウェア
を起動したときに、ステージの X-Y ( 横 ) の初期化または Z ( 縦 ) の初期化、ある
いはその両方の初期化が必要になります。初期化が完了すると、自動ステージ移
動を制御したり、正しいステージ座標値を表示したりするために必要とされる、
ステージの位置に関する情報が表示されます。

ステージは自動初期化プロセス中に移動するため、ステージの移動を妨げる可能
性のあるハードウェアコンポーネントを保護する必要があります。初期化中に
は、集光カセグレンを下げたり、ノーズピースを取り外したりして予防措置を取
るように求めるプロンプトが表示されます。

初期化中に ESC キーを押すと、特定の機能が無効になるというメッセージが表
示されます。[OK] をクリックします。後でこれらの機能を使用する場合、μView 
を再起動する必要があります。

初期化が完了したら、ノーズピースを取り外した場合は再び取り付けたり、集光
カセグレンを下げた場合は上げたりすることができます。

ソフトウェアとディスプレイの設定
このセクションでは、ソフトウェア機能を設定する方法について説明します。
これにより、ソフトウェアと顕微鏡との通信方法、およびビデオ画像の表示方法
が決まります。さらに、ビデオ画像を校正する方法を説明します。

通信用シリアルポートの選択

Continuμm をお使いの場合は、 [Continuμm] メニューの [Set Serial Port ( シリアルポ
ートの設定 )] を使用して顕微鏡と通信するためのシリアルポートを選択します。

 通信用シリアルポートを選択するには

1. [Continuμm] メニューの [Set Serial Port ( シリアルポートの設定 )] を選びます。

注意    顕微鏡の損傷を防ぐために、プロンプトが表示された場合は、 F10 キ
ーを押して初期化を続行する前に必要な措置を必ず講じてください。 

注記  現在のビデオレートを fps (frames per second) 単位で表示するには、 [Help 
( ヘルプ )] メニューの [About μView (μView のバージョン情報 )] を選びます。
表示されるダイアログボックスを閉じるには、 [OK] をクリックします。
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ダイアログボックスが表示されます。

2. [Continuμm Serial Port (Continuμm シリアルポート )] ボックスでオプションを
選択して、シリアルポートを指定します。

3. [OK] をクリックします。 

ビデオパラメータの設定

[Image ( 画像 )] メニューの [Video Source ( ビデオソース )] を使用して、ビデオド
ライバーでビデオ画像を表示する方法を指定します。 

 ビデオパラメータを設定するには

1. [Image ( 画像 )] メニューの [Video Source ( ビデオソース )] を選びます。

[Video Setup ( ビデオの設定 )] ダイアログボックスが表示されます。このダイ
アログボックスは、ビデオドライバーソフトウェアによって表示されます。
ダイアログボックスの使用の詳細については、ソフトウェアに付属のマニュ
アルを参照してください。

2. 必要に応じてパラメータを設定します。

[Adjustments ( 調整 )] ボックスのスクロールバーを使用して、ビデオ画像の
明るさ、コントラスト、色相、および飽和を設定します。各スクロールバー
の右側に現在の値が表示されます。スクロール矢印の上に、各パラメータの
許容範囲上限が表示されます。

3. [Input Type ( 入力タイプ )] ボックスで使用している入力のタイプを選びます。

VG2X-PCI ビデオ画像カードを使用している場合、 [Source ( ソース )] ボック
スで PAL ( 欧州規格 ) または NTSC ( 米国および日本の規格 ) を選択して、お
使いのカメラが提供するカメラ信号のタイプを指定します ( 当社の G-XT ビ
デオ画像カードをお使いの場合は、信号タイプが自動的に決定されます )。
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ソフトウェアの次回実行時に使用するために変更を保存するには、 [Save ( 保
存 )] をクリックします。変更内容を保存しないで [OK] を選択すると、その
変更は現在のアプリケーションの使用中にのみ有効になります。 μView の次
回起動時には元の設定が使用されます。

4. パラメータの設定を終えたら、 [OK] をクリックします。

この作業セッション中の変更を使用せずに [Video Setup ( ビデオの設定 )] ダイ
アログボックスを閉じるには、 [Reset ( リセット )] をクリックし、 [OK] をク
リックします ( 変更を保存した場合、その変更が μView の次回起動時にも使
用されます )。

オプションの設定

[Edit ( 編集 )] メニューの [Options ( オプション )] を使用して、ビデオペインで注
釈を表示するために使用される色、およびテキスト注釈を注釈の付いた項目と線
でつなげるかどうかを指定します。 [Options ( オプション )] ダイアログボックス
にオプションが表示されます。

選択した色オプションは、 [OK] をクリックして [Options ( オプション )] ダイア
ログボックスを閉じると有効になり、 μView を終了してから再起動したときに保
持されます。

使用可能な色は、お使い
のビデオ画像カードによ
って異なります。

オートフォーカス機能の
付いた Continuμm 以外の
顕微鏡を使用している場
合にのみ、 [Autofocus 
COM Port ( オートフォー
カス COM ポート )] ボッ
クスが表示されます。



ソフトウェアとディスプレイの設定

12 MicroView ソフトウェアユーザーガイド Thermo Scientific

注釈の色の指定

[Annotation Colors ( 注釈の色 )] ボックスのボタンを使用して、さまざまな種類の
注釈を表示する色を指定できます。 [Options ( オプション )] ダイアログボックス
が 初に表示されたとき、ボタンは現在選択されている色になります。注釈の色
を変更すると、同様に色付されたサンプルに対して表示されている注釈を見やす
くすることができます。

次の表に、各ボタンの影響を受ける注釈の種類を示します。

[Display ( 表示 )] オプションの設定

テキストツールを使用して、追加したテキスト注釈の線ポインターを作成する場
合、[Display Options ( 表示オプション )] ボックスの [Connect Text Annotation With 
Lines ( テキスト注釈を線でつなげる )] をオンにします。これにより、テキスト
をビデオ画像の特定の領域とつなげることができます。このオプションが選択さ
れていない場合、テキストツールはテキストのみを追加します。注釈の操作の
「ビデオ画像へのテキストの追加」 ( ページ 28) を参照してください。 

オートフォーカス用の COM ポートの指定

オートフォーカス機能の付いた Continuμm 以外の顕微鏡をお使いの場合、
[Autofocus COM Port ( オートフォーカス COM ポート )] ボックスのオプションを
使用して、オートフォーカス機器と通信するための COM ポートを指定します。
Continuμm の COM ポートを指定する方法の詳細については、ソフトウェアとデ
ィスプレイの設定の 「通信用シリアルポートの選択」 ( ページ 9) を参照してく
ださい。

 オプションを設定するには

1. [Edit ( 編集 )] メニューの [Options ( オプション )] を選びます。

[Options ( オプション )] ダイアログボックスが表示されます。

2. [Annotation Colors ( 注釈の色 )] ボックスで希望の注釈の色を選びます。

ボタン 影響を受ける注釈

テキスト テキストと線ポインター ( ある場合 ) 注釈の操作の 「ビデオ
画像へのテキストの追加」( ページ 28) を参照してください。

アパーチャ オプションの自動 Reflex アパーチャおよび描かれた円と長方
形を表すボックス。「自動 Reflex アパーチャの設定」 ( ペー
ジ 19)、および注釈の操作の「ビデオペイン内での円の描
画」( ページ 25) と「ビデオペイン内での長方形の描画」( ペ
ージ 26) を参照してください。

ルーラー ルーラー測定値。注釈の操作の 「ルーラーツールを使用し
たターゲット領域の測定」( ページ 23) を参照してください。

クロスヘアー ビデオペインの中心のクロスヘアー。
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注釈の種類の色を選択するには、注釈の種類のボタンをクリックし、VGA 色
の配列の中から希望の色をクリックします。すべての注釈の種類のデフォル
ト色を選択するには、 [Default ( デフォルト )] をクリックします。

3. テキストツールで追加したテキスト注釈を、注釈付きの項目と線でつなげる
場合は、[Connect Text Annotation With Lines ( テキスト注釈を線でつなげる )] 
をオンにします。

4. オートフォーカス機能の付いた Continuμm 以外の顕微鏡をお使いの場合、
[Autofocus COM Port ( オートフォーカス COM ポート )] ボックスのオプショ
ンを選択して、オートフォーカス機器と通信するための COM ポートを指定
します。

5. [OK] をクリックします。

加えた変更を使用することなくダイアログボックスを閉じるには、 [Cancel 
( キャンセル )] をクリックします。

ビデオ画像のサイズの変更

[Image ( 画像 )] メニューの [160 x 120] コマンドを使用して、ビデオペインに表示
されるビデオ画像のサイズを、対応するピクセル数に変更します。その後、ビデ
オ画像を印刷、保存、またはコピーした場合、指定したサイズになります。

[Image ( 画像 )] メニューで [160 x 120]、[240 x 180]、[320 x 240]、または [640 x 480] 
を選択します。

ビデオ画像のサイズが変更され、コマンド名の横にチェックマークが表示されて
現在のサイズが示されます。次に例を示します。

[μView] ウィンドウの常時表示

[Window ( ウィンドウ )] メニューの [Always On Top ( 常に手前に表示 )] を使用し
て、 [μView] ウィンドウを他のアプリケーションウィンドウよりも前に表示し、
常に見える状態にすることができます。

[Window ( ウィンドウ )] メニューの [Always On Top ( 常に手前に表示 )] を選びます。

コマンド名の横にチェックマークが付き、そのコマンドがオンになったことがわ
かります。コマンドをもう一度選択すると、チェックマークは消えます。

注記  これらのコマンドの使用によって視野または顕微鏡のサンプルの倍率が
変化することはありません。

注記  [640 x 480] コマンドを使用できない場合は、 Windows コントロールパネ
ルを使用して、お使いのモニターの解像度を少なくとも 800 × 600 ピクセルに
設定し直します。
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ビデオ画像のみの表示

[Window ( ウィンドウ )] メニューの [Display Video Only ( ビデオのみを表示 )] を
使用して、軸またはツールなしにビデオ画像を表示します。これにより、
[μView] ウィンドウが占める画面領域が減ります。

[Window ( ウィンドウ )] メニューの [Display Video Only ( ビデオのみを表示 )] を
選びます。

[μView] ウィンドウは軸、ツール、または注釈なしで表示されます。そのウィン
ドウのタイトルバーをドラッグして、画面上でウィンドウを配置できます。

ウィンドウを通常の外観に戻すには、ビデオ画像内の任意の場所をクリックしま
す。

ビデオ画像の校正

[Image ( 画像 )] メニューの [Create Calibration ( 校正ファイルの作成 )] を使用し
て、お使いの対物カセグレン用のビデオ校正情報を含む校正ファイルを作成して
保存します。その後、この対物カセグレンに変更を加える際に、このファイルを
開いてビデオ画像軸を設定できます。詳細は 「校正ファイルを開く」 ( ペー
ジ 17) を参照してください。

ビデオの視野サイズを変更した場合は常に、ビデオ画像を校正して、ビデオペイ
ンに表示されるものと実際の視野を調整する必要があります。つまり、ビデオペ
インの軸で表現されるマイクロメートル単位の数値は、視野におけるマイクロメ
ートル単位の数値と一致している必要があります。校正は非常に重要です。ビデ
オ画像を校正しないと、軸や、ルーラー、描画された円と長方形などの注釈の値 
( マイクロメートル単位 ) に誤りが生じます。

注記  

• お使いの顕微鏡に単一の固定 10X 対物レンズしか装備されていない場合、
ビデオ画像を一度だけ校正する必要があります。

• デフォルトの校正ファイルがない場合、ソフトウェアの初回起動時に 
[Create Calibration ( 校正ファイルの作成 )] ウィンドウが表示されるため、
[Image ( 画像 )] メニューの [Create Calibration ( 校正ファイルの作成 )] を選
択する必要はありません。



ソフトウェアとディスプレイの設定

Thermo Scientific MicroView ソフトウェアユーザーガイド 15

 ビデオ画像を校正するには

1. [Image ( 画像 )] メニューの [Create Calibration ( 校正ファイルの作成 )] を選びま
す。

2. ステージ上にマイクロメートルの定規を置き、[Create Calibration ( 校正ファイ
ルの作成 )] ウィンドウでライブビデオ画像を見ながら、定規に焦点を合わせ
ます。

マイクロメートルの定規が透明なスライド上にある場合、顕微鏡と証明を透
過操作用に設定すると、定規を確認しやすくなることがあります。

定規は、校正に使用する既知の距離を示します。定規は、画像内で横または
縦にする必要はありません。

3. Continuμm を使用している場合、 [Objective ( 対物カセグレン )] ドロップダウ
ンリストボックスからお使いの対物カセグレンの倍率を選択します。

4. ビデオ画像内で表示されている定規の目盛りマークのいずれかをクリックし
ます。

Continuμm をお使いの場合にの
み、 [Objective ( 対物カセグレン
)] ドロップダウンリストボック
スが表示されます。
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クリックした点は、 2 つ目にクリックした点と共に使用され、定規上の既知
の距離を示します。赤いクロスヘアーマーカーが、クリックした点に表示さ
れます。次に例を示します。

マーカーの位置に満足できない場合は、 [Refine Position ( 位置の微調整 )] ボッ
クスの矢印ボタンをクリックして調整できます。各ボタンの矢印の方向は、
ボタンをクリックしたときにマーカーが移動する方向を示しています。ボタ
ンをクリックするたびに、マーカーは 1 ピクセルの距離を移動します。マー
カーを目盛りマークの中心に置きます。

両方の点をクリックした後、マウスを使用してマーカーを移動することもで
きます ( これについては次のステップで説明します )。

5. 定規のもう 1 つの目盛りマークをクリックします。

1 つ目の点から適切な距離にある目盛りマークをクリックします。画面上の
点の間隔が広ければ、校正の精度が上がります。赤いクロスヘアーマーカー
が、クリックした点に表示されます。次に例を示します。
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前のステップで説明されているように矢印ボタンを使用して、マーカーの位
置を調整できます。両方の点がクリックされると、マウスを使用していずれ
かの点のマーカーを移動することもできます。マーカーを移動するには、希
望の位置までドラッグします。マーカーをドラッグまたはクリックすると、
赤色で表示され、選択されていることが示されます。他の点のマーカーは青
色で表示されます。

[Refine Position ( 位置の微調整 )] ボックスでいつでも矢印ボタンを使用して、
選択した ( 赤色 ) マーカーの位置を調整できます。ボタンをクリックするた
びに、選択したマーカーは矢印の方向に少しの距離だけ移動します。

6. マイクロメートルの目盛りの画像を使用して、 2 つのマーカーの間の距離を
確認し、 [Distance Between __ μm (__ μm 間の距離 )] テキストボックスにマイ
クロメートル単位の距離を入力します。

7. [Description ( 説明 )] テキストボックスに校正の詳細な説明を入力します。

この説明は、校正ファイルの作成目的を記録するための良い方法です。
[Open Calibration ( 校正ファイルを開く )] ダイアログボックスでファイルを選
択すると、ダイアログボックスの下部に説明が表示されます。特定の校正フ
ァイルを見つけようとする場合に、この説明は短いファイル名よりも役立つ
ことが分かるでしょう。

8. [Save ( 保存 )] をクリックします。

[Save Calibration As ( 校正に名前を付けて保存 )] ダイアログボックスが表示さ
れます。

9. ファイル名を [File Name ( ファイル名 )] テキストボックスに入力し、画像を
保存するディレクトリを選択し、 [OK] をクリックします。

ファイル名には、拡張子 .CAL を使用します。校正ファイルが現在の校正に
なります。

校正ファイルを開く

[Image ( 画像 )] メニューの [Open Calibration ( 校正ファイルを開く )] を使用して、
使用している対物カセグレン用のビデオ画像の軸を設定した、以前に保存された
校正ファイルを開きます。適切な校正ファイルを開くことで、対物カセグレンの
交換時にシステムを校正し直さなくて済みます。校正ファイルの作成の詳細につ
いては、「ビデオ画像の校正」 ( ページ 14) を参照してください。

注記  校正に使用された対物カセグレンの説明を含めることは役に立ちま
す。 [Image ( 画像 )] メニューの [Calibration Information ( 校正情報 )] で選択
を行う際にも、説明が [Calibration Information ( 校正情報 )] ダイアログボッ
クスに表示されます。

注記  作成されたか開かれた 新の校正ファイルは、次回 μView が再び開
かれたときに使用される校正ファイルになります。
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μView を起動すると、ソフトウェアで 後に使用された校正ファイルが現在の校
正になります。

 校正ファイルを開くには

1. [Image ( 画像 )] メニューの [Open Calibration ( 校正ファイルを開く )] を選びま
す。

[Open Calibration File ( 校正ファイルを開く )] ダイアログボックスに使用可能
な校正ファイル ( 拡張子 .CAL が付いています ) がリスト表示されます。デフ
ォルトディレクトリは、開かれたか保存された前回の校正ファイルのディレ
クトリです。

2. 開くファイルの名前を入力するか、 1 つのファイルを見つけて選択します。

ファイルは、ディレクトリやドライブを変更して検索できます。校正ファイ
ルの作成時に説明が入力されていた場合、そのファイルを選択すると、ダイ
アログボックスの下部に説明が表示されます。

3. [OK] をクリックします。

開いた校正ファイルが現在の校正になります。ビデオペインの軸が更新さ
れ、新しい校正で必要とされる寸法の変更が反映されます。

校正に関する情報の表示

[Image ( 画像 )] メニューの [Calibration Information ( 校正情報 )] を使用して、現
在の校正ファイルが使用している顕微鏡の対物カセグレン用の正しい校正である
ことを確認します。 [Current Calibration ( 現在の校正 )] ダイアログボックスには、
以下の表に示されている校正情報が表示されます。

さまざまな対物カセグレン用の校正ファイルを作成、保存し、開く方法の詳細に
ついては、「ビデオ画像の校正」 ( ページ 14) と 「校正ファイルを開く」 ( ペー
ジ 17) を参照してください。

インフォメーシ
ョン

説明

ファイル 現在の校正ファイルのパス名。

対物カセグレン 校正ファイルを作成するために使用された対物カセグレンの
倍率 (Continuμm を使用している場合にのみ、この情報のみが
表示されます )。

説明 現在の校正ファイルの作成時に入力されたファイルの説明。

X 軸 ビデオ画像の視野の X 寸法の数値 ( マイクロメートル単位 )。

Y 軸 ビデオ画像の視野の Y 寸法の数値 ( マイクロメートル単位 )。
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 校正情報を表示するには

1. [Image ( 画像 )] メニューの [Calibration Information ( 校正情報 )] を選びます。

[Calibration Information ( 校正情報 )] ダイアログボックスが表示されます。
次に例を示します。

2. 情報を確認し、 [OK] をクリックします。

使用している対物カセグレンに対して校正情報が適切でない場合は、別の校
正ファイルを開くか、作成します。

自動 Reflex アパーチャの設定
このセクションでは、 Continuμm でオプションの自動 Reflex アパーチャのサイズ
を設定する方法を説明します。

自動 Reflex アパーチャの図形としての設定

Continuμm をオプションの自動 Reflex アパーチャシステム ( 当社でインストール
する必要があります ) と併用している場合、 Reflex アパーチャは、ビデオ画像内
でボックスによって表現されます。このボックスはユーザーがサイズ、形、およ
び方向を操作できます。
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アパーチャはボックスに合わせて自動的に調整されます。現在の X 寸法と Y 寸
法およびアパーチャの回転角度は、ビデオペインの下部に表示されます。

ボックスが常に表示されるため、長方形アパーチャツールや円形アパーチャツー
ルは使用できません。

Reflex アパーチャの詳細については、 Continuμm ユーザーズガイドを参照してく
ださい。

 アパーチャを調整するには

アパーチャのサイズまたは形を変更するには、矢印ツールを使用してボックスの
辺またはマークの付いてない角をポイントし、それをドラッグします ( 以下の説
明のように、 1 つの角が小さい円になります )。ボックスが希望のサイズと形に
なったら、マウスボタンを離します。

アパーチャを回転するには、矢印ツールを使用して、ボックスの 1 つの角部にあ
る小さい円をドラッグします。ボックスが希望の角度になったら、マウスボタン
を離します。

角度 0 では、アパーチャの X 方向が X 軸と並行になります。アパーチャは 45 ～ 
-45 度の範囲で回転させることができます ( 負の角度ではアパーチャが時計回り
に回転します )。この範囲の回転とアパーチャのサイズ変更によって、方向の任
意の組み合わせと長方形の形成が可能になります。

自動 Reflex アパーチャのデフォルト設定

Continuμm をオプションの自動 Reflex アパーチャシステム ( 当社でインストール
する必要があります ) と併用している場合、[Continuμm] メニューの [Set Aperture 
To Default ( アパーチャをデフォルトに設定 )] を選択することにより、 Reflex アパ
ーチャをデフォルトサイズと回転 0 度に即座に設定できます。ソフトウェアは、
現在の校正ファイルに保存された対物カセグレンのパラメータの設定をデフォル
トアパーチャに基づいて行います。詳細については、μView の使用の概要の「ビ
デオ画像の校正」 ( ページ 14) を参照してください。

注意    アパーチャを調整する場合は、ソフトウェアのみを使用してくださ
い。顕微鏡の Reflex アパーチャ調整つまみは使用しないでください。つまみ
で調整を行う場合、顕微鏡の電源をオフにして、オンにする必要がありま
す。以下の注意事項に従ってください。顕微鏡に電動ステージまたはオート
フォーカスオプションが装備されている場合は、電源を入れる前にノーズピ
ースを取り外し、集光カセグレンを一番下まで下げます。顕微鏡の初期化後
に、ノーズピースを取り付け直します。

注記  自動 Reflex アパーチャの 小サイズは通常、5 × 5 マイクロメートルです。
アパーチャをこれ以下のサイズに設定しようとすると、アパーチャはお使いの
顕微鏡で使用可能な 小サイズ ( 通常、 8 × 8 マイクロメートル ) に自動的に調
整されます。使用可能な 小サイズは、システムごとに多少異なります。
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[Continuμm] メニューの [Set Aperture To Default ( アパーチャをデフォルトに設定 )] 
を選びます。

対物カセグレンを 15X 以下の倍率で使用している場合、デフォルトサイズは 
100 × 100 マイクロメートルです。対物カセグレンを 15X より高い倍率で使用し
ている場合、デフォルトサイズは 50 × 50 マイクロメートルです。

自動 Reflex アパーチャの数値としての設定

Continuμm をオプションの自動 Reflex アパーチャシステム (Thermo Electron によ
りインストールされる必要があります ) と併用している場合、 [Continuμm] メニ
ューの [Aperture Dimensions ( アパーチャ寸法 )] を使用して、数値を入力すること
により、アパーチャのサイズ、形、および方向を調整できます。

注記  さらに、アパーチャを図形として調整できます。「自動 Reflex アパーチ
ャの図形としての設定」 ( ページ 19) を参照してください。

注意    アパーチャを調整する場合は、ソフトウェアのみを使用してください。
顕微鏡の Reflex アパーチャ調整つまみは使用しないでください。つまみで調整
を行う場合、顕微鏡の電源をオフにして、オンにする必要があります。以下
の注意事項に従ってください。顕微鏡に電動ステージまたはオートフォーカ
スオプションが装備されている場合は、電源を入れる前にノーズピースを取
り外し、集光カセグレンを一番下まで下げます。顕微鏡の初期化後に、ノー
ズピースを取り付け直します。 

注記  

• 自動 Reflex アパーチャの 小サイズは通常、5 × 5 マイクロメートルです。
アパーチャをこれ以下のサイズに設定しようとすると、アパーチャはお
使いの顕微鏡で使用可能な 小サイズ ( 通常、8 × 8 マイクロメートル ) に
自動的に調整されます。使用可能な 小サイズは、システムごとに多少
異なります。

Reflex アパーチャの詳細については、お使いの顕微鏡に付属の文書を参照
してください。

• さらに、アパーチャを図形として調整できます。「自動 Reflex アパーチャ
の図形としての設定」 ( ページ 19) を参照してください。 
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 Reflex アパーチャを数値として設定するには

1. [Continuμm] メニューの [Aperture Dimensions ( アパーチャ寸法 )] を選びます。

[Aperture Dimensions ( アパーチャ寸法 )] ダイアログボックスが表示されます。
次に例を示します。

2. [X (μm)] テキストボックスに数値を入力して、回転の前に、アパーチャの X 
方向をマイクロメートル単位で指定します。

3. [Y (μm)] テキストボックスに数値を入力して、回転の前に、アパーチャの Y 
方向をマイクロメートル単位で指定します。

4. サンプル面内の視野の中心まわりのアパーチャを回転する角度を指定します。

このためには、[Angle (degrees) ( 角度 ( 度 ))] テキストボックスに数値を入力し
ます。角度 0 では、アパーチャの X 方向が X 軸と並行になります。アパーチ
ャは 45 ～ -45 度の範囲で回転させることができます ( 負の角度ではアパーチ
ャが時計回りに回転します )。この範囲の回転とアパーチャのサイズ変更に
よって、方向の任意の組み合わせと長方形の形成が可能になります。

5. [Apply ( 適用 )] をクリックして、ダイアログボックスを閉じることなく、指
定したようにアパーチャを調整します。

これにより、追加の調整を行い、毎回コマンドを選択する必要なく、結果を
確認することができます。アパーチャのサイズ、形、方向に満足できたら、
[OK] をクリックします。
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注釈の操作
このセクションでは、パレットツールを使用してビデオ注釈を作成し、使用する
方法を説明します。

注釈の有効化と表示

[View ( 表示 )] メニューの [Video Annotation ( ビデオ注釈 )] を使用して、ビデオ
ペインで注釈を有効にし、表示します。このコマンドをオンにすると、以前に指
定したビデオ注釈がペインに表示され、新しい注釈を追加できます。注釈には、
ルーラー、描かれた円と長方形、テキスト、およびペインの中心にマークを付け
るクロスヘアーが含まれます。さらに、このコマンドをオンにすると、コピー、
保存、または印刷したビデオ画像内にすべての注釈 ( および軸 ) が含まれます。

このコマンドがオンになっていない場合、注釈はビデオ画像内に表示されず、ビ
デオ画像のコピー、保存、または印刷時に注釈と軸は含まれません。

注釈の色を変更するには、 [Edit ( 編集 )] メニューの [Options ( オプション )] を使
用します。詳細については、ソフトウェアとディスプレイの設定の 「オプショ
ンの設定」 ( ページ 11) を参照してください。

 注釈を有効にし、表示するには

[View ( 表示 )] メニューの [Video Annotation ( ビデオ注釈 )] を選びます。

このコマンドをオンにすると、コマンド名の横にチェックマークが表示されま
す。

注釈の表示をオフにするには、 [Video Annotation ( ビデオ注釈 )] のチェックマーク
が付いているときに、 [Video Annotation ( ビデオ注釈 )] を選択してオフにします。

ルーラーツールを使用したターゲット領域の測定

 ターゲット領域を測定するには

1. ルーラーツールを選択します。

2. ビデオペイン内でルーラーの測定を開始する位置をポイントします。

注記  サンプルの表示が注釈によって不明瞭になる場合、サンプルの表示中に、
注釈の表示を一時的にオフにすることができます。

ルーラーツールを使用してビデオペイン内で新しいルーラーを描画し、
現在表示されているルーラーと置き換えます。
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3. マウスボタンを押したままにします。

4. ルーラーを終わらせる位置にポインターを移動させます。

マウスの動きに伴い、ルーラーの長さと方向が変わります。マイクロメート
ル単位のルーラーの長さがステータスバーに表示されます。

5. マウスボタンを放します。

ペインにルーラーが表示されていた場合、そのルーラーは新しいルーラーと
置き換わります。次に例を示します。

ルーラーの移動

 ルーラーを移動するには

1. 矢印ツールを選択します。

2. 2 つの終点の間、ルーラーの中心をポイントします。

ポインターが 4 方向の矢印に変わります。

3. ルーラーを希望の位置までドラッグします。

ルーラーを動かすと、マイクロメートル単位のルーラーの長さがステータス
バーに表示されます。

4. マウスボタンを放します。

ルーラーツールを使用してビデオペイン内で新しいルーラーを描画
し、現在表示されているルーラーと置き換えます。

注記  ルーラーが既に描かれていて、ステータスバーにルーラーの長さを
再度表示する場合、ルーラーツールをクリックします。 



注釈の操作

Thermo Scientific MicroView ソフトウェアユーザーガイド 25

ルーラーのサイズ変更

 ルーラーのサイズを変更するには

1. 矢印ツールを選択します。

2. 方向矢印がポインターの右側に表示されるように、移動させるルーラーの終
点をポイントします。

3. 必要に応じてルーラーの長さと傾きを変更するには、終点をドラッグします。

終点を動かすと、ルーラーの新しい長さ ( マイクロメートル単位 ) がステー
タスバーに表示されます。

4. マウスボタンを放します。

ビデオペイン内での円の描画

 ビデオペイン内で円を描画するには

1. 円形アパーチャツールを選択します。

2. ビデオペイン内でドラッグし、円を描きます。

マウスを動かすと、円がペインの中心に置かれた状態のままで、円の直径が
変わります。中心点からポインターまでの距離は、円の直径になります。
マウスの動きに伴い、円の直径 ( マイクロメートル単位 ) がステータスバー
に表示されます。

設置された円形アパーチャのサイズを文書化する場合は、単にアパーチャ画
像と同じサイズの円を描きます。その後にビデオ画像を保存、印刷、または
コピーした場合、サンプル画像全体が表示されるように、 初にアパーチャ
を削除することができます。

円形アパーチャツールを使用してビデオペイン内で円を描画し、以前に
描画した円または長方形と置き換えます。この機能は、アパーチャサイ
ズを文書化したり、サンプル画像内のターゲット領域を測定したりする
ために役立ちます。

注記  このツールは、お使いの顕微鏡で円形アパーチャが使用可能になってい
る場合にのみ使用できます。

注記  [Image ( 画像 )] メニューの [320 x 240] コマンドまたは [640 x 480] コ
マンドを使用してビデオ画像を拡大すると、円を希望のサイズに描きや
すくなります。詳細については、ソフトウェアとディスプレイの設定の
「ビデオ画像のサイズの変更」 ( ページ 13) を参照してください。
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3. 円が希望のサイズになったら、マウスボタンを放します。

描画された円の例を次に示します。

描画された円のサイズ変更

 円のサイズを変更するには

1. 矢印ツールを選択します。

2. 方向矢印がポインターの右側に表示されるように、移動させるルーラーの終
点をポイントします。

3. 円が希望のサイズになるまで境界をドラッグします。

マウスを動かすと、円はクロスヘアー上で中心に置かれたままになり、新し
い直径 ( マイクロメートル単位 ) がステータスバーに表示されます。

4. マウスボタンを放します。

ビデオペイン内での長方形の描画

 ビデオペイン内で長方形を描画するには

1. 長方形アパーチャツールを選択します。

2. ビデオペイン内でドラッグし、長方形を描きます。

長方形アパーチャツールを使用してビデオペイン内で長方形を描き、以
前に描画された円または長方形と置き換えます。この機能は、アパーチ
ャサイズを文書化したり、サンプル画像内のターゲット領域を測定した
りするために役立ちます。

注記  自動 Reflex™ アパーチャ付きの Continuμm をお持ちの場合は、長方形アパ
ーチャツールが必要ないため、長方形アパーチャツールは使用できません。
アパーチャの調整の詳細については、「自動 Reflex アパーチャの設定」 ( ペー
ジ 19) を参照してください。 
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マウスを動かすと、長方形がペインの中心に置かれた状態のままで、長方形
のサイズと形が変わります。マウスの動きに伴い、長方形の X および Y 寸法 
( マイクロメートル単位 ) がステータスバーに表示されます。

設置された長方形アパーチャのサイズを文書化する場合は、単にアパーチャ
画像と同じサイズと形の長方形を描きます。その後にビデオ画像を保存、印
刷、またはコピーした場合、サンプル画像全体が表示されるように、 初に
アパーチャを削除することができます。

その後、必要に応じて矢印ツールを使用して長方形を回転させることができ
ます。詳細は「描画された長方形の回転」( ページ 28) を参照してください。

3. 長方形が希望のサイズと形になったら、マウスボタンを放します。

描画された長方形の例を次に示します。

描画された長方形のサイズ変更

 長方形のサイズを変更するには

1. 矢印ツールを選択します。

2. 以下の方向矢印のいずれかが表示されるように、移動する長方形の辺または
角にポインターを移動させます ( 小さな円のマークの付いた辺は除きます )。

小さな円のマークの付いた角は、長方形の回転に使用されます。

3. 長方形が希望のサイズと形になるまで、辺または角をドラッグします。

マウスの動きに伴い、長方形はペインの中心点に関して対称なままになり、
長方形の新しい X および Y 寸法がステータスバーに表示されます。

4. マウスボタンを放します。
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描画された長方形の回転

 ルーラーを移動するには

1. 矢印ツールを選択します。

長方形の角に小さい円のマークが付けられます。この角をドラッグして長方
形を回転させます。

2. 長方形が希望の角度で表示されるまで、マークの付いた角を時計回りまたは
反時計回りにドラッグします。

いずれかの方向にドラッグして、 大 45 度まで回転させることができます。
長方形がペインの中心点に関して対称になるため、この 90 度の範囲により、
可能な限りあらゆる長方形の配向が可能になります。

マウスの動きに伴い、回転の角度がステータスバーに表示されます。反時計
回りの回転は正の角度として示され、時計回りの回転は負の角度として示さ
れます。

3. 長方形が希望通りに回転したら、マウスボタンを放します。

ビデオ画像へのテキストの追加

 ルーラーを移動するには

1. [Edit ( 編集 )] メニューの [Options ( オプション )] を使用して、 [Connect Text 
Annotation With Lines ( テキスト注釈を線でつなげる )] をオフにします。

2. テキストツールを選択します。

ポインターはビデオペイン内に移動させると、以下のように変化します。

3. テキストの開始点にする位置をクリックします。

テキストツールを使用して、ビデオ画像内にテキスト注釈を追加しま
す。[Options ( オプション )] ダイアログボックスの [Connect Text Annotation 
With Lines ( テキスト注釈を線でつなげる )] の設定によって、線ポインタ
ーを使用して、テキストを注釈の付いた項目とつなげることができま
す。詳細については、ソフトウェアとディスプレイの設定の「オプショ
ンの設定」 ( ページ 11) を参照してください。

注記  テキストの色を指定するには、 [Options ( オプション )] ダイアログボック
スの [Text ( テキスト )] ボタンを使用します。詳細については、ソフトウェアと
ディスプレイの設定の「注釈の色の指定」 ( ページ 12) を参照してください。 
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ダイアログボックスが表示されます。

4. 必要なテキストを入力します。

キーボード上の ENTER を押すと、テキストの新しい行が始まります。

5. [OK] をクリックします。

テキスト注釈がペインに表示されます。次に例を示します。

6. [OK] をクリックします。

テキストの移動と編集

 テキストを移動し、編集するには

1. 矢印ツールを選択します。

2. 移動または編集するテキストをポイントします。

ポインターが 4 方向の矢印に変わります。

3. テキストを希望の位置までドラッグします。

テキストを移動すると、テキストによって表現された行が新しい位置に対し
て調整されます ( テキストのみを編集したい場合は、テキストをドラッグせ
ずにクリックします )。マウスボタンを放すと、テキストボックスが表示さ
れ、テキストを編集できる状態になります。



印刷方法

30 MicroView ソフトウェアユーザーガイド Thermo Scientific

4. テキストを編集する場合、目的の変更を行い、 ENTER を押します。 

テキストを編集しない場合は、 ENTER のみを押します。

テキスト項目全体を削除するには、テキストボックス内のすべてのテキスト
を削除し、 ENTER を押します。

注釈の消去

[Edit ( 編集 )] メニューの [Clear ( 消去 )] を使用して、ビデオペインから注釈を削
除します。注釈には、ルーラー、描かれた円と長方形、テキスト、およびペイン
の中心にマークを付けるクロスヘアーが含まれます。

気が変わった場合は、 [Edit ( 編集 )] メニューの [Undo Clear ( 消去を元に戻す )] 
を使用して、消去した注釈を復元できます ( 次のセクションを参照してください
)( この操作は、注釈を消去してから、新しい注釈を作成する必要がない場合にの
み行えます )。

[Edit ( 編集 )] メニューの [Clear ( 消去 )] を選びます。

すべての注釈がビデオペインから消去されます。

消去された注釈の復元

[Edit ( 編集 )] メニューの [Clear ( 消去 )] を使用してビデオペインから注釈を削除
し ( 前のセクションを参照してください )、新しい注釈をまだ定義していない場
合、 [Edit ( 編集 )] メニューの [Clear ( 消去 )] を使用して注釈を復元することがで
きます。注釈には、ルーラー、描かれた円と長方形、テキスト、およびペインの
中心にマークを付けるクロスヘアーが含まれます。

[Edit ( 編集 )] メニューの [Undo Clear ( 消去を元に戻す )] を選びます。

消去された注釈項目がビデオペイン内で復元されます。

印刷方法
このセクションでは、ビデオ画像を用紙に印刷する方法を説明します。

プリンタの設定

ビデオ画像を用紙に印刷する前に、プリンタを指定し、プリンタパラメータを設
定するには、 [File ( ファイル )] メニューの [Printer Setup ( プリンタの設定 )] を使
用します。ビデオ画像の印刷の詳細については、次のセクションを参照してくだ
さい。
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 プリンタを設定するには

1. [File ( ファイル )] メニューの [Printer Setup ( プリンタの設定 )] を選びます。

[Printer Setup ( プリンタの設定 )] ダイアログボックスが表示されます。このダ
イアログボックスは、プリンタによって表示が異なります。

2. 必要に応じてパラメータを設定します。

3. [OK] をクリックします。

ビデオ画像の印刷

[File ( ファイル )] メニューの [Print ( 印刷 )] を使用して、表示されたビデオ画像
を現在のサイズで印刷します。プリンタの設定の詳細については、前のセクショ
ンを参照してください。

[View ( 表示 )] メニューの [Video Annotation ( ビデオ注釈 )] をオンにすると、画像
上で作成した注釈、クロスヘアー、および軸と共に画像が印刷されます。 [Video 
Annotation ( ビデオ注釈 )] がオンになっていない場合、ビデオ画像のみが印刷さ
れます。詳細については、注釈の操作の「注釈の有効化と表示」 ( ページ 23) を
参照してください。

 ビデオ画像を印刷するには

1. 画像を注釈および軸と共に印刷する場合、 [View ( 表示 )] メニューの [Video 
Annotation ( ビデオ注釈 )] をオンにします。

注釈と軸を画像に含めない場合は、[Video Annotation ( ビデオ注釈 )] をオフに
します。このコマンドをオンにすると、コマンド名の横にチェックマークが
表示されます。

2. ビデオ画像のサイズを調整します。

このためには、 [Image ( 画像 )] メニューの [160 x 120]、 [240 x 180]、 [320 x 
240]、または [640 x 480] を使用します ( これにより、視野または顕微鏡のサ
ンプルの倍率が変化することはありません )。詳細については、ソフトウェ
アとディスプレイの設定の 「ビデオ画像のサイズの変更」 ( ページ 13) を参
照してください。

3. [File ( ファイル )] メニューの [Print ( 印刷 )] を選びます。

[Print ( 印刷 )] ダイアログボックスが表示されます。

4. 印刷パラメータを設定します。

5. [OK] をクリックします。
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レポートでのビデオ画像の使用
このセクションでは、ビデオ画像をコピーまたは保存してレポート、データベー
ス、プレゼンテーション、出版物、およびその他の種類の文書でビデオ画像を使
用する方法について説明します。

ビデオ画像のコピー

[Image ( 画像 )] メニューの [Copy Video Image ( ビデオ画像のコピー )] を使用し
て、表示されたビデオ画像を現在のサイズでクリップボードにコピーし、現在の
クリップボードの内容を置き換えます。任意のアプリケーションを使用して別の
コピーまたはカット操作を実行するまで、または Windows を終了するまで、コ
ピーされた画像はクリップボード内に残ります。ワープロプログラムなどの 
Windows アプリケーションを使用して、コピーした画像をレポートなどの文書に
貼り付けることができます。

[View ( 表示 )] メニューの [Video Annotation ( ビデオ注釈 )] をオンにすると、画像
上で作成した注釈、クロスヘアー、および軸と共に画像がコピーされます。
[Video Annotation ( ビデオ注釈 )] がオンになっていない場合、ビデオ画像のみが
コピーされます。詳細については、注釈の操作の「注釈の有効化と表示」 ( ペー
ジ 23) を参照してください。

 ビデオ画像をコピーするには

1. 画像を注釈と共にコピーする場合、[View ( 表示 )] メニューの [Video Annotation 
( ビデオ注釈 )] をオンにします。

注釈を画像に含めない場合は、[Video Annotation ( ビデオ注釈 )] をオフにしま
す。

このコマンドをオンにすると、コマンド名の横にチェックマークが表示され
ます。

2. ビデオ画像のサイズを調整します。

このためには、 [Image ( 画像 )] メニューの [160 x 120]、 [240 x 180]、 [320 x 
240]、または [640 x 480] を使用します ( これにより、視野または顕微鏡のサ
ンプルの倍率が変化することはありません )。詳細については、ソフトウェ
アとディスプレイの設定の 「ビデオ画像のサイズの変更」 ( ページ 13) を参
照してください。

3. [Image ( 画像 )] メニューの [Copy Video Image ( ビデオ画像のコピー )] を選び
ます。

ビデオ画像がクリップボードにコピーされます。ここで、他の Windows アプ
リケーションを使用して画像を文書に貼り付けることができます。

注記  ビデオ画像は、表示されている画像と同じピクセル解像度を使用してコ
ピーされます。
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ビデオ画像の保存

[Image ( 画像 )] メニューの [Save Video Image ( ビデオ画像の保存 )] を使用して、
表示されているビデオ画像を現在のサイズで、24 ビット ( トゥルーカラー ) ビッ
トマップファイルまたは JPEG (.JPG) ファイルとして保存します。ワープロプロ
グラムなどの Windows アプリケーションを使用して、保存した画像をレポート
などの文書に貼り付けたり挿入したりできます。

[View ( 表示 )] メニューの [Video Annotation ( ビデオ注釈 )] をオンにすると、画像
上で作成した注釈、クロスヘアー、および軸と共に画像が保存されます。 [Video 
Annotation ( ビデオ注釈 )] がオンになっていない場合、ビデオ画像のみが保存さ
れます。詳細については、注釈の操作の「注釈の有効化と表示」 ( ページ 23) を
参照してください。

その後、ビットマップまたは JPEG ファイルを開くアプリケーションを使用して、
ファイルを開くことができます。

 ビデオ画像を保存するには

1. 画像を注釈と共に保存する場合、 [View ( 表示 )] メニューの [Video Annotation 
( ビデオ注釈 )] をオンにします。

注釈を画像に含めない場合は、[Video Annotation ( ビデオ注釈 )] をオフにしま
す。

このコマンドをオンにすると、コマンド名の横にチェックマークが表示され
ます。

2. ビデオ画像のサイズを調整します。

このためには、 [Image ( 画像 )] メニューの [160 x 120]、 [240 x 180]、 [320 x 
240]、または [640 x 480] を使用します ( これにより、視野または顕微鏡のサ
ンプルの倍率が変化することはありません )。詳細については、ソフトウェ
アとディスプレイの設定の 「ビデオ画像のサイズの変更」 ( ページ 13) を参
照してください。

3. [Image ( 画像 )] メニューの [Save Video Image ( ビデオ画像の保存 )] を選びます。

[Save As ( 名前を付けて保存 )] ダイアログボックスが表示されます。

4. [File Name ( ファイル名 )] テキストボックスにファイル名を入力します。

注記  

• ビデオ画像は、表示されている画像と同じピクセル解像度を使用して保
存されます。

• テキスト注釈を含むビデオ画像を JPEG 形式で保存した場合、その後に画
像を表示したとき、テキストの外観が悪くなることがあります。このた
め、テキストを含む画像を保存する場合、ビットマップ形式を使用する
ことをお勧めします。
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5. [Save As Type ( 保存ファイルの種類 )] ドロップダウンリストボックスでファイ
ルの種類を選択します。

ビデオ画像をビットマップまたは JPEG ファイルとして保存できます。

6. 画像を保存するディレクトリを選択します。

7. [OK] をクリックします。

FT-Raman View Stage での μView の使用
このセクションでは、顕微鏡の FT-Raman サンプルを扱うためのアクセサリであ
る FT-Raman View Stage と共に、μView ソフトウェアを使用する方法について説明
します。Nicolet™ Nexus™ FT-Raman モジュール、Nicolet™ Magna-IR™ FT-Raman モジ
ュール、または Nicolet™ FT-Raman 960 分光計のサンプル室内で、アクセサリを使
用できます。ハードウェアの使用法の詳細については、アクセサリに付属の文書
を参照してください。

FT-Raman View Stage の原点の設定

お使いの FT-Raman View Stage と μView を一緒に使用する前に、 [Stage ( ステージ
)] メニューの [Set View Stage Origin (View Stage の原点の設定 )] を使用して、横への
ステージ移動の指定済みの中心をゼロ (0,0) 点として設定します。ゼロ点は、ビ
デオペインに表示されるステージ位置、および作成した注釈の X 点と Y 点の参
照として使用されます。

 FT-Raman View Stage の原点を設定するには

1. ステージの穴にサンプルカップを置きます。

2. ステージを移動させて、サンプルカップを視野内に配置します。

このために、ステージ移動ツールまたは [Stage ( ステージ )] メニューの 
[Move Stage ( ステージの移動 )] を使用できます。

3. カップの内側底面に焦点を合わせます。

底面に機械加工された同心円が見えます。

注記  FT-Raman View Stage を使用する前に、ソフトウェアにより表示されるス
テージ座標値がレーザー位置に関して再現可能で、正しくなるように初期化
する必要があります。 初に、サンプル室の後壁にあるコネクターにステー
ジケーブルが接続されていることを確認してから、 OMNIC For Raman ソフト
ウェアを起動します。 [OMNIC For Raman software (Raman ソフトウェア用 
OMNIC)] ウィンドウが表示されたら、ステージは初期化されています。
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4. [Stage ( ステージ )] メニューの [Set View Stage Origin (View Stage の原点の設定 )] 
を選びます。

ビデオペイン内のクロスヘアー上で、同心円を中心に置くかどうかを尋ねる
メッセージが表示されます。

5. ステージ移動ツールを使用して、クロスヘアー上で同心円が中心に置かれる
ように、ステージを移動させます。

初に、ダイアログボックスをドラッグして脇に寄せる必要がある場合があ
ります。

6. [OK] をクリックします。

これで、カップの中心が原点 (0,0) になります。

ステージの原点への移動

FT-Raman View Stage を原点 (0,0) に移動させるには、 [Stage ( ステージ )] メニュー
の [Go To Origin ( 原点に移動 )] を選びます。

指定した点または指定したステップによるステージの移動

[Stage ( ステージ )] メニューの [Move Stage ( ステージの移動 )] を使用すると、次
の 2 つのうちいずれかの方法で FT-Raman View Stage を移動できます。1 回の操作
で、指定した座標の点にステージを移動できます。さらに、X 軸または Y 軸に沿
ってステージを移動できます。

 指定した点にステージを移動するには

1. [Stage ( ステージ )] メニューの [Move Stage ( ステージの移動 )] を選びます。

[Move Stage ( ステージの移動 )] ダイアログボックスで、 [Move To Position ( 位
置への移動 )] ボックスに現在の X および Y ステージが表示されます。

2. 必要に応じてステージを移動させます。

• ステージを数値で指定した点に移動させるには、 [Move To Position ( 位置
への移動 )] ボックスの [X Position (X 位置 )] および [Y Position (Y 位置 )] テ
キストボックスに希望の X 座標と Y 座標を入力します。次に、 [Move ( 移
動 )] をクリックします。指定した点にステージが移動します。

• ステージを X 軸または Y 軸に沿って指定した距離移動させるには、[Move 
By Steps ( ステップによる移動 )] ボックスの [Step Size (μm) ( ステップサイ
ズ (μm))] テキストボックスに希望の距離を入力します。次に、希望の移
動方向のラベルが付いたボタンをクリックします。次の表では、各ボタ
ンでのステージの移動方法について説明します。
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ボタンをクリックするたびに、ステージは示されている方向に指定された距
離移動します。これにより、サンプル特性に近付けたり、サンプル特性から
遠ざけたりしてステージを徐々に移動させます。

3. ステージの移動を終えたら、 [Close ( 閉じる )] をクリックします。

FT-Raman View Stage ランプのオンまたはオフへの切り替え

[Stage ( ステージ )] メニューの [Turn Lamp ON ( ランプをオンにする )] を選択し、
FT-Raman View Stage ランプをオンにします。このコマンドを選択すると、その名
前が [Turn Lamp OFF ( ランプをオフにする )] に変わります。ランプをオフにする
には、このコマンドを選択します。その後、コマンド名は [Turn Lamp ON ( ラン
プをオンにする )] に変わります。

ボタン 効果

-X ステージを右側に移動させて、現在のビデオフレームの左側に
あるサンプルの部分を表示させます。ステージの X 座標が小
さくなります。

+X ステージを左側に移動させて、現在のビデオフレームの右側に
あるサンプルの部分を表示させます。ステージの X 座標が大
きくなります。

+Y ステージを前方に移動させて、現在のビデオフレームの「上」
にあるサンプルの部分を表示させます。ステージの Y 座標が大
きくなります。

-Y ステージを後方に移動させて、現在のビデオフレームの「下」
にあるサンプルの部分を表示させます。ステージの Y 座標が小
さくなります。

注記  OMNIC For Raman の [Experiment Setup ( 測定条件の設定 )] ダイアログボ
ックスの [Bench ( 光学系 )] タブの [Lamp ( ランプ )] チェックボックスでも、
ランプのオンとオフを切り替えることができます。詳細については、OMNIC 
For Raman ヘルプシステムを参照してください。
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