
LEICA M11
ファームウェア アップデート
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ファームウェア
カメラ名 ファームウェアバージョン
ライカ M11 1.3.0.0

 _NEW:遠近補正

 _拡張機能：測光方式 ハイライト重点  ハイライト重点 

 _拡張機能：ストレージ設定 DNGをSD/JPGをINに  DNGをSD/JPGをINに 

 _より正確に：ファームウェアの不具合修正
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ファームウェア アップデート
ライカは、製品の機能の向上や不具合の改善に継続的に取り組んでい
ます。デジタルカメラでは多くの機能がファームウェアで制御されてお
り、お買い上げの後でも機能を追加したり不具合を改善したりすること
が可能です。本製品をユーザー登録された方には、最新ファームウェア
のリリース情報を随時お届けいたします。
最新のファームウェアをダウンロードして、本製品をアップデートしてく
ださい。また、アプリ「Leica FOTOS」のユーザーは、ファームウェアのア
ップデート情報をアプリ内で自動的に受け取ることができます。

ファームウェアのアップデートは以下の方法で行うことができます。
 – 楽にアプリ「Leica FOTOS」から
 – カメラメニューから

現在インストールされているファームウェアのバージョンを確認する
には

 ▸ メインメニューで カメラ情報  カメラ情報 を選択する。
• メニュー項目 カメラ ファームウェアVer.  カメラ ファームウェアVer. の隣に、バージョンが表

示されます。

ファームウェアのアップデート情報、アップデートに伴う改善内容や追
加機能、およびカスタマー登録について詳しくは、以下のサイトからご
覧いただけます。
club.leica-camera.com
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ファームウェアをアップデートする

ファームウェア アップデートを中断すると、カメラに重大かつ修復不
可能な損傷を与える可能性があります。
ファームウェアのアップデート中には以下の事項を順守してください。
• カメラの電源を切らない。
• メモリーカードを取り出さない。
• バッテリーを取り出さない。
• レンズを取り外さない。

メモ
• バッテリー残量が十分でない場合は、警告メッセージがモニターに

表示されます。バッテリーを充電してからファームウェアをアップデー
トしてください。

•  カメラ情報  カメラ情報 のサブメニューにて国別に承認登録マークや番号を確認
することができます。

使用前の準備
 ▸ バッテリーを満充電し、カメラに入れる。
 ▸ メモリーカードに他のファームウェアが保存されている場合は、必要

のないものを消去する。
• メモリカードに保存されているすべての画像をバックアップしてか

ら、カメラでフォーマットすることをお勧めします。
（注意：データ消失！フォーマットするとすべてのデータが削除さ

れます。元に戻すことはできませんのでお気をつけください。）
• 内蔵メモリーのデータも事前にバックアップしてください。

 ▸ 最新のファームウェアをダウンロードする。
 ▸ メモリーカードに保存する。

• ファームウェアファイルは必ずメモリーカード最上位階層に保存
してください。下位階層では読み込みができません。

 ▸ メモリーカードをカメラに挿入する。
 ▸ カメラの電源を入れる。
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カメラのファームウェアをアップデートする
 ▸ 準備する。
 ▸ メインメニューで カメラ情報  カメラ情報 を選択する。
 ▸  カメラ ファームウェアVer.  カメラ ファームウェアVer. を選択する。
 ▸  ファームウェア アップデート  ファームウェア アップデート を選択する。

• アップデートに関する情報とメッセージが表示されます。

 ▸ バージョン情報を確認する。
 ▸  はい  はい を選択する。
• 「 プロファイル情報をSDカードに 記録しますか？  プロファイル情報をSDカードに 記録しますか？ 」という、確認

メッセージが表示されます。

 ▸  はい  はい または いいえ  いいえ を選択する。
• アップデートが自動的に開始します。
• 処理中は、LEDランプ（下）が点滅します。
• 正常に完了すると、終了のメッセージが表示され自動的にカメラ

が再起動します。

メモ
• 再起動後には、日付、時刻、言語を再設定する必要があります。確認

メッセージが表示されます。
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遠近補正
この機能をオンにすると、建築物のひずみなどをより自然に補正するこ
とができます。カメラが台形ひずみを自動的に認知し、ガイド線が表示
されます。
この機能は撮影中のカメラ位置を内部センサーが自動認識し、使用レ
ンズとカメラの傾斜角度に基づいて、構図と必要な補正を導き出しま
す。被写体のラインは関係しません。そのため被写体内容に基づいた画
像加工による自動遠近補正機能とは異なります。
機能は記録形式(JPGまたはDNG)により異なります。JPG画像では補正
された画像のみが保存されます。DNG画像ではカメラが認識した情報
はメタデータに記録されます。Adobe Photoshop Lightroom®または
Adobe Photoshop®を使用すると自動で補正*が実行されます。
初期設定： オフ  オフ 
    

 *詳しくは、p.8をご参照ください。

メモ
• 傾斜度が大きければ大きいほど必要な補正規模が大きくなります。

その場合は自動で補正が出来ない、または部分的にしか行われな
い可能性があります。そのため傾斜度が大きい画像はDNG画像とし
て保存し、後に画像加工プログラムにて補正を行うことをおすすめ
します。

• この機能を使うにはレンズの焦点距離がカメラに認証されている必
要があります。6ビットコード付きライカMレンズを使用している際に
は自動で認証されます。それ以外のレンズを使用する際にはメニュ
ー項目（ レンズ検出  レンズ検出 ）にてマニュアルで入力してください。

•  遠近補正  遠近補正 を使用中はヒストグラムは表示されません。
•  デジタルズーム  デジタルズーム と 遠近補正  遠近補正 機能は同時に使用できません。どちらか

の機能をオンにすると、自動的に他方がオフになります。
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この機能はライブビューモード時のみ使用可能です。

 ▸ オフの場合はホーム画面にてライブビューをオンにしてください。
 ▸ メインメニューで 遠近補正  遠近補正 を選択する。
 ▸  オン  オン を選択する。

遠近補正機能ON

認識された被写体（ライブビューモード時）

補正後（再生モード時）
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JPG画像
JPG画像では補正された画像のみが保存されます。枠外の内容は保存
されません。

DNG画像
DNG画像では全ての内容が保存されます。遠近補正機能が認識した情
報はメタデータに記録されます。Adobe Photoshop Lightroom®または
Adobe Photoshop®などのソフトウェアを使用して補正を実行します。カ
メラで再生する場合はプレビューとしてサムネイル画像が表示されま
す。オートレビューの際も同様です。
Adobe Photoshop Lightroom®またはAdobe Photoshop®で画像を開
ける場合は補正前のオリジナル画像が表示されます。プリセットによっ
ては、補正枠に応じて補正された画像を、プログラムを開いたときに直
接表示することができます。

ADOBE LIGHTROOM®または ADOBE PHOTOSHOP®を
使用して遠近補正をする
Adobe Photoshop Lightroom®またはAdobe Photoshop®などのソフト
ウェアの機能を使用してDNG画像の遠近補正ができます。詳しくは以下
のオンラインヘルプサイトをご覧ください。

ADOBE LIGHTROOM®：
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-classic/help/guided-
upright-perspective-correction.html

ADOBE PHOTOSHOP®：
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/using/perspective-warp.
html

補正機能を使用してガイド線を表示する
カメラの補正プリセットを適用してガイド線を表示させるには

「Upright」プルダウンメニューから「ガイド付き」を選択してください。
「Raw 初期設定」で「カメラ設定」を選択している場合は、自動的に補

正後のデータが表示されます。
補正を希望しない場合には「Upright」で「オフ」を選択してください。

https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/acr-raw-defaults.html

 ▸  「Raw 初期設定」で「カメラ設定」を選択する。
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ハイライト重点測光

測光方式
本機では以下の測光方式が選択できます。
初期設定： 多点  多点 

スポット測光

中央重点測光

ハイライト重点測光

多点測光

スポット
モニター画像中心の、小さい円の内側のみをピンポイントに測光して
露出を決定します。測光フレームは移動させることができます。

中央重点
画面中央部に重点を置きながら、画面全体を平均的に測光します。被
写体以外の部分の明るさを考慮しながらも、主要被写体をメインとし
た露出で撮影する場合に適しています。

ハイライト重点
特に明るい部分に重点を置きながら、画面全体を平均的に測光します。
これにより、特に明るい部分を直接測光することなく、露出オーバーを
防ぐことができます。この測光方法は、他よりも著しく明るくなっている
被写体（例：ヘッドライトを浴びた人）や、平均よりも反射率が高い被写
体（例：白い服）に特に適しています。

多点 ハイライト重点
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多点
画面の複数の部分を測光します。各エリアの輝度差を計算し、最適と思
われる値で撮影します。

 ▸ メインメニューで 測光モード  測光モード を選択する。
 ▸ 希望する測光モードを選択する。
（ スポット  スポット 、 中央重点  中央重点 、 ハイライト重点  ハイライト重点 、 多点  多点 ）
• ライブビューモードでは、設定した測光モードはモニターのヘッダ

ーに表示されます。ファインダー使用時はホーム画面で確認でき
ます。

スポット測光に設定時に測光枠を移動させる場合：

 ▸ 移動させたい位置をモニター上でタップする。
または

 ▸ セレクターボタンで希望する方向に移動させる。

ライブビューのオン／オフに関わらず全ての測光方式が使用できます。
測光は常に（ライブビューの使用に関係なく）撮像素子上で行われま
す。ただし、適正露出値表示は、レンジファインダー使用時とライブビュ
ー使用時では異なります。
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データ管理

ストレージ設定
I

本機には64 GBの内蔵メモリーが搭載されています。メモリーカードと
組み合わせることで、さまざまな保存方法が可能です。
初期設定： DNG+JPGをまずSDに  DNG+JPGをまずSDに 

 ▸ メインメニューで ストレージ設定  ストレージ設定 を選択する。
 ▸ 希望する設定を選択する。

ホーム画面に、アイコンにより設定内容が表示されます。

表示 ストレージ設定
  DNG+JPGをまずSDに  DNG+JPGをまずSDに 
データがまずSDカードに保存されます。SDカードがいっ
ぱいになると内蔵メモリーに保存されます。
  DNG+JPGをまずINに  DNG+JPGをまずINに 
データがまず内蔵メモリーに保存されます。内蔵メモリ
ーがいっぱいになるとSDカードに保存されます。
  DNGをSD/JPGをINに  DNGをSD/JPGをINに 
画像はフォーマット（画像形式）によって別々に保存され
ます。JPGデータが内蔵メモリーに、DNGデータがSDカ
ードに保存されます。
  DNGをIN/JPGをSDに  DNGをIN/JPGをSDに 
画像はフォーマット（画像形式）によって別々に保存され
ます。DNGデータが内蔵メモリーに、JPGデータがSDカ
ードに保存されます。
  DNG+JPGをINとSDに  DNG+JPGをINとSDに 
すべてのデータがSDカードと内蔵メモリーに同時に保
存されます。すべてのデータの完全なバックアップコピ
ーが常にカメラにあることを意味します。
  DNG+JPGをSDに  DNG+JPGをSDに 
すべてのデータがSDカードに保存されます。内蔵メモリ
ーは使用されません。
ストレージ設定なし
SDカードが挿入されていない場合このアイコンが表示
されます。すべての画像が内蔵メモリーに保存されます

（設定内容に関わらず）。
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