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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 SL2 4.0

静止画&動画

 _NEW：サムホイールまたはフロントダイヤルにて直接ISO感度設定が可能に

 _NEW：無線LAN機能を自動的にオフにするまでの時間の設定が可能に（Wi-FiスリープモードWi-Fiスリープモード）

 _NEW：ジョイスティックを使って静止画と動画をお気に入りにマーク

 _拡張機能：Lマウントアライアンス・レンズの追加機能をサポート

 _拡張機能：FNボタンのショートカット設定により多くのメニュー項目が設定可能に

 _より正確に：AF測距方式人認識人認識では人の眼に焦点を合わせることが可能に

 _より正確に：より細かいISO設定（1/2または1/3 EVステップにて）が可能に

 _より便利に：省エネモードの完全解除が可能に（HDMI録画時のAFシステムの解除は不可）

 _より正確に：ファームウェアの不具合修正
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静止画

 _NEW：AF測距点を前回の測距点とモニター中央部の間で素早く移動

 _NEW：露出プレビューと被写界深度プレビュー

 _より正確に：位置情報記録（Leica FOTOS使用の際）

動画

  _より便利に：Cineモードの絞り値をT値（1/2または1/3ステップ）でより正確に調整

 _より便利に：Leica FOTOSによるHDMI出力に対応

 _より便利に：USB接続によるHDMI出力に対応
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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。

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。
• 現在のファームウェア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。
https://club.leica-camera.com

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。
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使用前の準備
 ▸ バッテリーを満充電し、カメラに入れる。
 ▸ 2枚目のメモリーカードが挿入されている場合は、取り出す。
 ▸ 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。）

 ▸ 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。

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。
 ▸  Camera Firmware VersionCamera Firmware Versionを選択する。
 ▸  アップデートを開始アップデートを開始を選択する。

• 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、再起動を促すメッセージが表示されます。

 ▸ カメラの電源を入れなおす。

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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ダイヤル機能
サムホイールとフロントダイヤルに機能を割り当てることで、ISOをリア
ルタイムでマニュアル調整することができます。それぞれのダイヤルに
お好みの機能を割り当てることができます。

機能を割り当てる

 ▸ 静止画モードまたは動画モードを選択する。
 ▸ メインメニューでショートカット設定ショートカット設定を選択する。
 ▸  ダイヤル機能設定（AFレンズ）ダイヤル機能設定（AFレンズ）またはダイヤル機能設定（MFレンズ）ダイヤル機能設定（MFレンズ）を 

選択する。

希望する露出モードを選択するには
 ▸ ジョイスティックを上または下に押す。

• 設定可能な項目は、赤色で表示されます。

サムホイールに割り当てるには
 ▸ サムホイールを回す。

• 割り当て可能な機能が順に表示されます。

フロントダイヤルに割り当てるには
 ▸ フロントダイヤルを回す。

• 割り当て可能な機能が順に表示されます。

設定を保存してメニューを終了するには
 ▸ ジョイスティックを左に押す。

または

 ▸ シャッターボタンを半押しする。
または

 ▸ MENUボタンを押す。
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設定ダイヤル／サムホイールに機能を割り当てる
（撮影モード時）

設定ダイヤル／サムホイールの機能は、設定されている露出モードによ
って異なります。静止画モードか動画モードかにかかわらず、各露出モ
ードごとにカスタマイズすることができます。

AFレンズ装着時
設定可能な機能は次の表のとおりです（初期設定は太字で表示）。

静止画モード

サムホイール フロントダイヤル

P プログラムシフト
露出補正
ISO

プログラムシフト
露出補正
ISO

S 露出補正
シャッタースピード
ISO

露出補正
シャッタースピード
ISO

A 絞り
露出補正
ISO

絞り
露出補正
ISO

M 絞り
シャッタースピード
ISO

絞り
シャッタースピード
ISO

動画モード

サムホイール フロントダイヤル

P マイク感度
露出補正
ISO

マイク感度
露出補正
ISO

S 露出補正
シャッタースピード
ISO

露出補正
シャッタースピード
ISO

A 絞り
露出補正
ISO

絞り
露出補正
ISO

M 絞り
シャッタースピード
ISO

絞り
シャッタースピード
ISO
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設定ダイヤル／サムホイールをカスタマイズする
個々にお好きな機能を割り当てることができます。割り当て可能な機能
は露出モードにより異なります。 

 ▸ 静止画モードまたは動画モードを選択する。
 ▸ メインメニューでショートカット設定ショートカット設定を選択する。
 ▸  ダイヤル機能設定（AFレンズ）ダイヤル機能設定（AFレンズ）を選択する。
 ▸ 希望する機能を割り当てる。

MFレンズ装着時
設定可能な機能は次の表のとおりです（初期設定は太字で表示）。

静止画モード

サムホイール フロントダイヤル

A 拡大表示
露出補正
ISO

拡大表示
露出補正
ISO

M 拡大表示
シャッタースピード
ISO

拡大表示
シャッタースピード
ISO

動画モード

サムホイール フロントダイヤル

A 拡大表示
露出補正
ISO

拡大表示
露出補正
ISO

M 拡大表示
シャッタースピード
ISO

拡大表示
シャッタースピード
ISO
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フロントダイヤル／サムホイールをカスタマイズする
個々にお好きな機能を割り当てることができます。割り当て可能な機能
は露出モードにより異なります。 

 ▸ 静止画モードまたは動画モードを選択する。
 ▸ メインメニューでショートカット設定ショートカット設定を選択する。
 ▸  ダイヤル機能設定（MFレンズ）ダイヤル機能設定（MFレンズ）を選択する。
 ▸ 希望する機能を割り当てる。
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無線LANをオフにする

自動でオフにする
（スリープモード）

初期設定では節電のため、Wi-Fiは短時間使用しない場合自動的にオ
フになります。必要に応じてこのオフにする時間を設定することができ
ます。Wi-Fiがオンの状態時では、いつでも素早くカメラからアプリにま
たはアプリからカメラにアクセスできます。
初期設定：5分5分

 ▸ メインメニューでLeica FOTOSLeica FOTOSを選択する。
 ▸  Wi-FiスリープモードWi-Fiスリープモードを選択する。
 ▸ 希望する設定を選択する。

 –  5分5分: 5分間操作がない場合にオフ
 –  明日明日: 使用日はオン（次の日にオフ）
 –  なしなし: 常時オン（オフにしない）
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ジョイスティックを使って静止画と動画を 
お気に入りにマークする
再生モード時、ジョイスティックでも素早くお気に入りにマークすること
ができるようになりました。

お気に入りにマークする
確認したい画像をすばやく見つけたり、不要な画像をまとめて簡単に
削除したりできるように、画像にマークをつけることができます。通常表
示、一覧表示のどちらでも、画像をマークすることができます。

マークするには
 ▸ ファンクションボタン4を押す。

または

 ▸ ジョイスティックを上に押す。
• 画像上に★が表示されます。通常表示ではヘッダーの右端に、 

一覧表示では画像の左上にアイコンが表示されます。

マークを解除するには
 ▸ ファンクションボタン4を押す。

または

 ▸ ジョイスティックを下に押す。
• 画像上の★が消えます。

メモ
• 一覧表示時にマークする際はファンクションボタンでのみ可能です。

ジョイスティックではマークできません。



JAJA

12

瞳認識

人物認識（顔認識）
人物認識機能は顔認識機能を応用させたもので、顔のみならず体も認
識することができます。いったん人物を認識すると、一時的に顔が認識
できない場合でも、撮影したい人物に継続してピントを合わせることが
できます。複数の人物が画面内にいる場合、この機能を使用すること
で、撮影したい人物の顔が一時的に認識されない場合でも新たに他の
人物の顔が認識されるのを防ぎます。

顔認識時に目が検出された場合、その瞳に焦点が合います。複数の目
が検出された場合は、どの目に焦点を合わせるかを選択することがで
きます。現在選択されている瞳がハイライト表示されます。
また、複数の顔が写っている場合も希望する顔を簡単に選択すること
ができます。

顔を選択するには
 ▸ ジョイスティックで希望する方向に移動させる。

焦点を合わせたい瞳を選択するには
 ▸ ジョイスティックを押す。
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より細かくISOを設定する
特に動画撮影では、ノイズを防ぐために、より細かなISO設定が重要で
す。本機ではオートISO設定を1/2 EVまたは1/3 EVステップで調整する
ことができます。ステップ幅はメニュー項目EVステップ値EVステップ値で設定します。
動画モードではこの設定内容はマニュアル設定にも適用されます。静
止画モードのマニュアル設定では1 EVステップです。
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省エネ機能

モニター／EVFのオートパワーオフ
バッテリー残量を節約するため、モニターとEVFを自動的にオフにする
ことができます。スイッチオフまでの時間を調整することができます。
この設定はオートフォーカスにも影響し、オートパワーオフではAFシス
テムも無効になります。そのためHDMIを経由した撮影時にオートフォ
ーカスを使用する場合は、設定を オフオフにすること を おすすめします。

初期設定：1分1分

 ▸ メインメニューでカメラ設定カメラ設定を選択する。
 ▸  省エネ省エネを選択する。
 ▸  モニター/AFを自動オフモニター/AFを自動オフを選択する。
 ▸ 希望する設定を選択する。
（オフオフ、30 s30 s、1 min1 min、5 min5 min）

メモ
• トップディスプレイは自動的にオフにはなりません。
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AFフレームを中央に移動する
AFフレームを中央に移動するAFフレームを中央に移動する機能を使うと静止画撮影の際に測距点
の位置を素早く移動することができます。
この機能を割り当てたファンクションボタンを押すと、まず測距点が画
面中央に戻ります。もう一度押すと前回測距した地点に移動します。
この機能を使用するにはメニュー項目AFフレームを中央に移動するAFフレームを中央に移動するを
いずれかのファンクションボタンに割り当てる必要があります。詳しくは
取扱説明書をお読みください。

メモ
• この機能はスポットスポット、フレームフレーム、ゾーンゾーンまたはトラッキングトラッキングモードで

使用できます。



JAJA

16

露出プレビューと被写界深度プレビュー
絞りやシャッタースピードなど、現在の設定値の効果をシミュレートす
ることができます。これにより、撮影前に露出や被写界深度を評価する
ことができます。この機能はプレビューボタンと同機能です。

 ▸ 露出/被写界深度 プレビュー露出/被写界深度 プレビューをお好みのファンクションボタンに割り
当てる。

 ▸ ファンクションボタンを押す。
• 押すごとに設定が変わります。

 – ブレビューなし

 – 設定中の絞り値(被写界深度)を
プレビュー

 – 設定中の絞り値（被写界深度）と 
シャッタースピード（露出プレビュー）
をプレビュー

露出情報が表示されている場合（情報画面表示時）、被写界深度プレビ
ューまたは露出プレビュー中に絞り値とシャッタースピード値の横に
目のマーク が緑色で表示されます。また、値も緑色で表示されます。
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位置情報記録

位置情報を記録する
（LEICA FOTOS APP接続時のみ）

アプリLeica FOTOSに接続すると、接続したモバイル端末の位置情報を
記録することができます。画像のExifデータにその位置情報が記録され
ます（ジオタグ）。

 ▸ モバイル端末で位置情報機能をオンにする。
 ▸ Leica FOTOSを起動し、カメラと接続する（詳しくは取扱説明書の
「Leica FOTOS」の項目をご覧ください）。
 ▸ アプリ内でジオタグをオンにする。

メモ
• 一部の国や地域では、GPS機能とGPS関連機器の使用が規制されて

います。違反した場合、当局から起訴される可能性があります。本機
を外国に持ち込む場合は、持ち込み制限などがないか、大使館や旅
行代理店にご確認ください。

• Bluetooth接続には数秒かかります。カメラのオートパワーオフ機能
をオンに設定中の場合は、1分以上に設定してください。

• 再生時、位置情報を含むデータにはジオタグマークが表示されます。

位置情報記録状況
情報表示バーを表示すると、ジオタグの記録状態がモニターに表示さ
れます。ホーム画面には常に最新の記録状態が表示されます。トップデ
ィスプレイにも表示されます。

最新の位置情報（最終更新：最長15分前）

位置情報が最新ではない（最終更新：最長12時間前）

位置情報が古い（最終更新：12時間以上前）
位置情報はExifデータに記録されていません。

アイコン
なし

位置情報記録がオンになっていない。

この機能は、カメラがLeica FOTOSに接続されている場合は常に位置
情報が更新されます。そのためカメラとモバイル端末のBluetooth機能
がオンになっている必要があります。アプリを開けておく必要はありま
せん。
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T値（CINEモード時）
CINEモードで録画時（対応するライカレンズを使用の際）、絞り値をT値
にて1/2または1/3ステップで設定できるようになりました。
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