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MV88plus Video   
MV88+ビデオキット

概要
Shure  MV88+ Video撮影アプリは、モバイルデバイスで非圧縮オーディオを備えた動画撮影を可能にします。DSP（デジタル信

号処理）プリセットモード、調整可能なゲイン、ステレオ幅コントロールにより音声をカスタマイズできます。

特長
iOS、Android、PC、およびMacデバイスと互換性があります。

注：推奨される Androidデバイスについては、https://www.shure.com/MOTIVcompatibilityを参照してください。

プラグ＆プレイで動作し、縦向きと横向きの撮影に対応

ゲイン調整の設定を含む柔軟な録音コントロール

モノラルおよびステレオの音声デバイスに対応

MOTIVマイクロホンとともに使用する場合には、さまざまな録音状況に対応するプリセットモードを利用可能

ヒント：着信電話、メッセージ、様々な通知によって録音が邪魔されないようにするには、機内モードとおやすみモードをオンにします。

Standby Mode

① Flash Use the flash when recording in low light situations.

② Connected Device Status/Recording Length/Focus Lock Device status will display the model name of the connected 
MOTIV device. Recording length is displayed in hours, minutes, and seconds. See the Visual Settings topic for more 
information on setting focus and exposure.

③ Zoom Level Pinch the screen to adjust your zoom level for a closer view of your subject.

④ File Information Displays available video format options.

Note: Option availability may vary based on your mobile device specifications.

Audio file formats: (iOS) WAV, ALAC, AAC 96, AAC 128, AAC 256 (Android) AAC 96, AAC 128, AAC 256

®

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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Sample rate: 44.1 kHz, 48 kHz
Video resolution: 720p, 1080p, 4K
Frame rate: 24 fps, 30 fps, 60 fps

⑤ Reverse Camera Use the front-facing camera to shoot selfie videos.

⑥ Settings Tap the app settings sprocket to select light or dark theme appearance, to find version information, help materials, 
and to send feedback.

⑦ Record/Stop Button

⑧ Device Setup Access advanced settings for your audio device. See Device Setup section for more information.

⑨ Preview Window Tap to review the most recently recorded video.

⑩ Grid/Level/Off Display Tap through to display grid lines or a level for easy image composition. Or turn this feature off if you 
prefer a clean display.

⑪ Device Status Displays remaining battery life and available storage space for your recording device.

⑫ Input Meter/Microphone Gain Displays the strength of the mono or stereo input signal. Tap the input meter to bring up the 
mic gain and direct monitoring sliders. You can adjust microphone gain during recording to match the volume of the sound 
source. Make live adjustments to ensure levels are in the target range (indicated by the shaded region of the input meter).

Note: Display will read AGC when using the app with the built-in microphone. Automatic Gain Control (AGC) adjusts levels to ensure consistent volume. 
Weaker signals are boosted and stronger signals are attenuated to control gain. The dynamic range is decreased but the result is a more even recording.

Visual Settings
Be sure to adjust your visual settings to get the best-looking video image. We recommend making adjustments in this order.

Zoom: Pinch to zoom in or out and frame your shot.

Brightness: Swipe up and down to set brightness level.

Focus: Tap to focus or tap and hold to lock brightness and focus. Tap again to release the lock.

Record Mode

① Flash Use the flash when recording in low light situations.
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② Connected Device Status/Recording Length/Focus Lock Status will display the model name of the connected MOTIV
device. Recording length is displayed in hours, minutes, and seconds. The red dot will flash when video is recording. See the 
Visual Settings topic for more information on focus and exposure.

③ Zoom Level Pinch the screen to adjust your zoom level for a closer view of your subject.

④ Record/Stop Button Start and stop video recording.

Note: Video files are saved to the Photos app on your mobile device.

⑤ Audio Recording The MOTIV Video app displays the audio waveform as it is being recorded.

⑥ Grid Use the grid lines to assist in composing your image.

⑦ Device Status Displays remaining battery life and available storage space for your recording device.

⑧ Input Meter Displays the strength of the mono or stereo input signal. Tap the input meter to bring up the mic gain and direct 
monitoring sliders. You can adjust microphone gain during recording to match the volume of the sound source. Make live 
adjustments to ensure levels are in the target range (indicated by the shaded region of the input meter).

Note: The maximum file size for a recording is 2GB, which will result in approximately 2 hours of record time. This limitation was put in place to maximize app 
performance. Continuous recording for more than 2 hours will generate a second file.

ShurePlus MOTIV アプリを MV88+ マイクロホンと共に
使用する
MOTIVアプリは、用途に最適なパフォーマンスが得られるようマイクロホン設定を調整します。デバイスは最も最近使用した設定

を記憶しているため、録音時にすばやくセットアップすることができます。

マイクロホンの角度設定
以下は、一般的な使用事例における推奨事項です。音源を録音するのに効果的な方法は、いろいろあります。水平向きまたは横置

きを試し、効果的なマイクの配置と設定を見つけます。

縦向き（垂直）
録音をモニターできるように録音デバイスを配置します。マイクロホンの前面を音源に向け、左右それぞれが正しい方向を向くよ

うにします。

™
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横向き（水平）動画撮影
マイクロホンの前面を音源に向け、マイクロホン円筒部の左右それぞれが適切な方向に向くようにします。

縦向き/セルフ（垂直）動画撮影
マイクロホンをユーザー自身に向け、［Left - Right Swap］を選択します。

ヒント：縦向きモードで撮影を開始した場合、デバイスの向きが横向きに変わってもビデオは縦向きモードのままになります。
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動画インタビュー

カメラに映る人の音声のみを録音するには、CARDIOID指向特性を選択して、マイクロホンを被写体に向けます。

インタビューを受ける人（カメラに映る人）の音声と、インタビュアー（カメラには映らない人）の声の両方を捉えるには、

アプリでMONO BIDIRECTIONAL指向特性を選択します。マイクロホンの左側と右側がそれぞれの人を向くように配置しま

す。

セルフ撮影（ビデオストリーミング）
機器を平らな場所に置き、マイクロホンをユーザーの口元に向けます。周囲のノイズを軽減するには、 MOTIVアプリでMONO 
CARDIOIDプリセットを選択します。

ハンドヘルド録音
脚を折りたたんで、ポータブルハンドヘルドスタンドを作ります。
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MV88+出力

ヘッドホンとイヤホンに接続するための3.5 mmモニター出力

マイクロB USBポートを使用した録音デバイスへのオーディオの送信

MV88+ LED
iOS Android/Mac/PC

緑色：マイクはアクティブで、オーディオフロー中です 緑色：電源がオンです

オレンジ色：エラー

オレンジ色に点滅：ファームウェアがアップデート中です

赤色：マイクロホンはミュートボタンにより消音されています

赤色に点滅：オーディオでクリッピングが生じています
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Device Setup

Tap Device on the navigation bar to access microphone settings
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① Notifications The top row displays which device is connected. A red flashing dot next to the name let you know whether 
recording is active. The charms show which advanced features are on. Tap the headphone icon to access direct monitoring 
control. Tap the lock to lock or unlock the settings.

Note: Lock the settings to prevent accidental changes to settings when handling your device during recording. When mic 
settings are Locked, the setting screen is grayed out.

② Input Meter Displays the strength of the input signal and whether that signal is mono or stereo. The loudest peaks should 
reach within the target range (indicated by the shaded region between -12 and -3 dB).

③ Microphone Gain Adjust the mic gain slider to set the volume of the sound source.

④ Custom Presets Tap the caret to quickly access your saved presets. Or tap the Save button to save current settings. See 
Custom Presets for more information.

⑤ Preset Modes Set stereo width, equalization, and compression for specific applications. See "Preset Modes" for more 
information.

⑥ Polar Pattern Selection Swipe to choose your pick-up pattern. Use the handles to adjust the width of the stereo image.

Tip: Consider the location of the microphone and the size of the sound source when adjusting the width. For example, a large orchestra or ensemble recording 
benefits from a wide stereo image, which increases separation between instruments. Speech benefits from a narrow width, which improves clarity and rejects 
ambient (room) sound.

⑦ Stereo Width Handles Use the dots to quickly set stereo width.

⑧ Advanced Features Fine tune your audio recording with limiter and compressor controls, high pass filter, left-right swap, 
and equalization settings.

Preset Modes
Five selectable modes optimize settings for gain, stereo width, equalization, and compression. Set the microphone level and try 
the modes to find which sounds best. Preset modes can affect the strength of the input signal, so adjust the microphone level 
as needed after changing presets.

Mode Application Characteristics

Speech
speech

Narrow stereo width to reject background noise, equalization that emphasizes 
clarity and fullness, and gentle compression.

Singing

solo or group vocal 
performances

Medium stereo width with subtle equalization to add richness and clarity for a 
natural sound.

Flat
any

An unprocessed signal (no equalization or compression settings used). Adds 
flexibility when processing the audio after recording.

Acoustic

acoustic instruments and 
quiet music

Medium stereo width with transparent compression to smooth out volume spikes 
and bring out quiet passages. The equalizer setting emphasizes detail and an 
overall natural sound.

Loud

live performance and 
louder sources

Wide stereo to increase separation between sources. Equalization further 
improves definition by reducing frequencies that can make the instrumentation 
sound crowded.
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Direct Monitoring Blend
There are two ways to access the Direct Monitoring slider when you want to adjust your monitor source. Tap the input meter to 
view the mic gain and monitoring blend sliders. Or you can view the slider by tapping the headphone icon in the device settings 
tab.

Use the direct monitoring slider to determine how much of each input you hear. For best results, start monitoring at the 
midpoint and adjust.

Move the slider towards Mic to hear more of the audio that is being currently recorded by the microphone.
Move the slider towards Playback when you want to listen to the previously recorded audio and less of the audio coming 
in to the microphone. This is useful for when you want to review your recording.

As one source increases, the other source decreases.

Advanced Mic Settings
After you have selected the preset mode for your application, fine tune the sound of your recording with limiter, compressor, 
and equalizer controls. Your settings will be retained in the microphone when using other audio and video recording 
applications.

Limiter
Toggle the limiter on to set an input threshold and prevent distortion from volume peaks in your recordings.

Compressor
Choose no compression, or select light or heavy compression to control volume when your sound source is dynamic. The 
compressor will narrow the dynamic range, which means that quiet signals are boosted and loud signals are lowered.
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High Pass Filter
Choose no HPF for the most natural sound. Or select 75 Hz or 150 Hz to reduce wind noise, room noise, or proximity effect.

75 Hz Low frequency cutoff Provides a 6 dB-per-octave cutoff at 75 Hz. Helps eliminate floor rumble and low-frequency room 
noise from heating and air conditioning systems. This setting may also be used to compensate for proximity effect or to reduce 
low frequencies that make an instrument sound dull or muddy.
150 Hz Low frequency rolloff Provides a 6 dB-per-octave rolloff filter at 150 Hz. Use this to compensate for proximity effect or 
to reduce low frequencies that could make an instrument sound dull or muddy.

Left-Right Channel Swap

For stereo recordings, use Left - Right Swap to flip the left and right audio channels to match the stereo image to the video. For 
example, when using video to record yourself.

Tip: Use the L and R indicators on the microphone barrel. This way you can set Left - Right Swap before you start to record.

Equalizer

Change the preset modes to hear the DSP changes, and then use the equalizer to boost or cut bands of frequencies to 
improve sound clarity.

Note: Equalization within presets will not be displayed. However, the equalizer graphic in the advanced settings status bar displays the user-selected 
equalization.

Tap to access the MOTIV equalizer. Equalization changes are displayed in the equalizer image.

EQ persists between preset mode changes.

Apple WatchをShurePlus MOTIVと共に使用する
ShurePlus MOTIV Apple Watchアプリを使用すると、ShurePlus MOTIVオーディオアプリとビデオ録画アプリのリモートコント

ロールとして使用するときに、録音の柔軟性をより発揮します。

Apple WatchをMOTIV録音アプリに接続します。
iPhoneでWatch Appを開き、［My Watch］タブをタップします

インストール可能なアプリは、「Available Apps（利用可能なアプリ）」セクションに表示されます。

MOTIV Watchアプリを探して［インストール］をタップします

注：Apple Watchアプリのインストールについては、Appleのサポートページの追加説明を参照してください。
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MOTIVマイクが電話機に接続されているとApple Watchが認識します。接続時にはマイクロホン名が左上に表示されま

す。

マイクロホンの配置は、部屋の大きさ、人の数、楽器の音量に合わせて調整を行います。可能な場合は、部屋の中を歩き

回って最も良い音が聴こえる場所を見つけます。

録音データの用途に適したプリセットモードを選択します。アプリでマイクロホンのレベルやその他の設定を調整し、ソー

スの近くにマイクロホンを配置します。

注：詳細設定は、マイクロホンを設置する前に設定する必要があります。Apple Watchアプリでは、録音のコントロール、録音の一時停止、録音の完

了、ブックマークの作成、ゲインコントロールの設定とロックのみを行うことができます。

スイッチと操作方法
録音の開始：赤色の録音ボタンをタップします

録音の一時停止：一時停止のアイコンをタップします。一時停止状態から録音を続けることができます

ブックマークの作成：ブックマークのアイコンをタップします

録音の停止：［完了］ボタンをタップします

ゲインの調整：Apple Watchのデジタルクラウンを使用します

マイクゲインをロック：ロックのアイコンをタップします

録音のヒント

通知をオフにします。
MOTIV アプリを開くと、機内モードとお休みモードを有効にするメッセージが表示されます。これは、通話、メッセージ、および

録音に雑音を加えることがあるさまざまな通知からの干渉を録音しないために、これを行うことが重要です。

注:機内モードを有効にしてから、Wi-Fiをオンに戻して、位置情報をオーディオファイルに追加します。

サンプルレートを調整します
小さなファイルの方が便利な場合、例えばダウンロード用のスピーチやポッドキャストを録音するときなどは、低いサンプルレート

を選びます。音楽やダイナミックな録音を行う場合は、サンプルレートを高くします。

ビデオイメージの見栄えを良くする
ピンチしてズームインまたはズームアウトし、ショットをフレーミングします。上下にスワイプして明るさを設定します。タップし

てフォーカスするか、タップして長押しすると、明るさとフォーカスがロックされます。もう一度タップするとロックが解除されま

す。

モノラルでの録音
利用可能な録音時間を増やしたり、ボーカルなどの単一の音源を録音する場合にはモノラルで録音します。周囲のノイズを低減す

るメリットも得られます。Mono CardioidまたはMono Bidirectionalの指向特性を選択すると、すべてのカプセルからの音声が1つの

チャンネルにまとめられます。入力メーターには波形の上半分が表示され、モノラル録音であることを示します。MOTIVはモノラ

ル録音において他社製マイクロホンに対応します。

ステレオでの録音
縦向きと横向きの録音に対応するには、MV88+円筒部をマイククリップで回転させます。マイクロホンのステレオの向きを示すた

めに、LとRのラベルが付いています。Shureロゴが上面にあるとき、ステレオイメージは正しくなります。
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完全にパフォーマンスを捉えるには
音源全体を確実にキャプチャするには、演奏が始まる前に録音を開始し、後で録音を編集して無音部分をトリミングします。

注: 録音中にマイクロホンの接続が誤って外れてしまった場合、MOTIVは録音を自動的に停止します。ファイルの保存ダイアログが表示され、オーディオに名前を

付けて保存するよう促します。

オートセーブにより確実に記録します。
録音中にマイクロホンの接続が誤って外れてしまった場合、MOTIVは録音を自動的に停止します。ファイルの保存ダイアログが表

示され、オーディオに名前を付けて保存するよう促します。

Sharing MOTIV Video Recordings
Stop the recording to create a video file that is saved in the Photos app on your mobile device. You can share videos created 
with the MOTIV video recording app from Photos.

On an iOS device, find your video in Photos > MOTIV. Or in Photos > Media Types > Videos.
On an Android device, find your video in the main Photos library or in Photos > Albums > Camera.

トラブルシューティング
問題 解決策

マイクロホンが接続されている

が、音量メーターに信号が示さ

れない

録音デバイスのプライバシー設定を SETTINGS > PRIVACY > MICROPHONE で編集して、

アプリのマイクロホンの使用を許可します。

マイクロホンが接続されている

のに検出されない

ケーブルの接続を取り外して再接続し、アプリがマイクロホンを認識できるようにします。

ステータスバーにマイクロホン名が表示されている場合は、接続が安全であることがわかり

ます。

LEDとボリュームメーターから

音声が存在するかのように応答

されたにもかかわらず、音声が

聞こえない

Monitor Mixブレンドを確認して、音声が通過し、再生をモニターできることを確認します。

Monitor Mixスライダーを中央に移動すると、現在録音中の音声と以前に録音された音声を

聴くことができます。

音質が悪い、または遠くに聴こ

える

MOTIVマイクロホンから音声を受信していることを確認します。マイクを取り外して再接続

します。ステータスバーにマイクロホン名が表示されている場合は、接続が安全であること

がわかります。

音が歪む。
オーディオ メーターを使用して、音量のピークが目標範囲（灰色の領域）内にあることを確

認します。レベルが入力メーターの赤色の表示に達している場合にはゲインを下げます。

ステレオチャンネルの左右が動

画と一致しない。

録画デバイスの向きに応じて、MOTIV 設定で左右を入れ替えする必要があります。オー

ディオがすでに録音済みの場合は、ほとんどのオーディオ編集ソフトウェアで左右のチャン

ネルを入れ替えることができます。

オーディオがビデオと同期して

いない

低いフレームレートまたは解像度サイズに切り替えます。システム集約度の低いフレーム

レートを使用すると、パフォーマンスが向上する場合があります。
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問題 解決策

ファイルを共有できません。

ファイルが大きすぎて共有できない場合、ファイルサイズを小さくするためのいくつかのオ

プションがあります。

ファイルを圧縮ファイル形式に変換します。

モバイルデバイスをコンピューターに接続し、iTunesのようなファイル転送を使用して、デ

スクトップにファイルをダウンロードします。

トラックを2つに分割し、両方のファイルをエクスポートし、オーディオ編集ソフトウェアを

使用してそれらを再結合します。

一般的なトラブルシューティン

グ。

アプリが最新バージョンに更新されていることを確認します。

お使いの携帯電話のオペレーティングシステムが最新バージョンに更新されていることを確

認します。

別の接続ケーブルや別のデバイスを使用して、マイクロホンがどのように動作するかを確認

します。

アプリケーションを閉じて再起動します。

デバイスの電源を落として再起動するとキャッシュがクリアされ、ソフトウェアのパフォー

マンスを向上させることができます。

注：アプリをリセットして機能を復元すると有効な場合があります。マイクロホンを取り外して再接続し、ハードリセットを実行

します。

システム要件
システム要件および互換性：iOS

iOS：iOS 12以上
iPhone：iPhone 6以上
iPod Touch：第6世代

注：iPad Pro（USB-C）はサポートされていません。

システム要件および互換性：Android
以下を備えているすべてのAndroid機器で作動します。

Android Oreo 8.0以上
USBホストパワーであること ≥100 mA
USB Audio Class 1.1以降対応

Androidは、Google Inc.の商標です。

注：サポートされるAndroidデバイスについては、https://www.shure.com/MOTIVcompatibilityを参照してください。

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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仕様
MFi認証取得済
取得済

DSPモード（プリセット）

スピーチ/歌唱/アコースティック/ラウド/フラット

指向特性
ステレオ幅調節可能/Mono Bidirectional/Mono Cardioid/Mid-Side

Stereo Principle
Mid-Side

サポートされるオーディオフォーマット
iOS

WAV, AAC (最大256 KHz)

サポートされるオーディオフォーマット
Android

AAC (最大256 KHz)

周波数特性
20 Hz ～ 20,000 Hz

調整可能なゲイン範囲
0 ～ +36dB

感度
-37 dBFS/Pa @1 kHz [1] [2]

最大SPL
120 dB SPL [2]

リミッター

搭載

コンプレッサー

搭載

イコライザー

5バンド

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2]最小ゲイン、フラットモードの場合
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ビット深度 サンプリングレート

24 48  kHz

24 44.1  kHz

16 48  kHz

16 44.1  kHz

サポートされるオーディオフォーマット
Android

PCM/WAV 最大352 KHz

AAC 256,128,96

iOS
PCM/WAV 最大352 KHz

MP4オーディオ オーディオファイル拡張子：.mp4、.m4a、.m4p、.m4b

AAC 256,128,96

認証
産業のカナダICES-003コンプライアンスレベル：CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

注：テストは、同梱および推奨のケーブル使用に基づきます。シールド（スクリーン）型以外のケーブルを使用した場合はEMC性能が低下します。

This product meets the Essential Requirements of all relevant European directives and is eligible for CE marking.

CE適合宣言書は以下より入手可能です：www.shure.com/europe/compliance

ヨーロッパ認定代理店：

Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str.12
75031 Eppingen, Germany
TEL：+49-7262-92 49 0
Eメール：info@shure.de
www.shure.com

iPhone Xs Max、iPhone Xs、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、

iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad Pro（10.5インチ）、iPad 
Pro（12.9インチ）第2世代、iPad Pro（12.9インチ）第1世代、iPad Pro（9.7インチ）、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 
2、iPad Air 2、iPad Air、iPad（第6世代）、iPad（第5世代）、iPad（第4世代）、iPod touch用。

iPad、iPhone、iPod、およびiPod touchはApple Inc.の商標であり、米国および他の国々で登録されています。iPad Air、iPad 
mini、およびLightningはApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、日本ではアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されてい

ます。
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PIXI およびManfrotto は、Vitec Imaging Solutionsの登録商標です。ミニ三脚の最大重量：1kg/2.2ポンド。
® ®
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