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Microflex™ Advance™ネットワーク型デジタルアレイマイクロホン。
控えめな存在感ながら、発言者の声のニュアンスを精確に捉えることができる
洗練された総合AV会議ソリューションです。

エレガントなデザイン。
秀逸なパフォーマンス。

Shure Microf lex Advanceアレイマイクロホンに使われている市場唯一の新技術は、
AV会議室やコラボレーション環境における音声のカバー範囲や収音品質に抜本的な
変化をもたらします。

Microf lex  Advanceシーリングアレイは、さまざまな設定が可能で、あらゆるサイズ、
形状、用途の会議室で参加者の目に触れることなく、その頭上から音声を拾います。

Microf lex Advanceテーブルアレイは、カバーエリアを調整可能な控えめで洗練され
たデザインの総合的なテーブルトップ・ソリューションを提供します。

いずれの製品にもS h u r eの新しいソフトウェアツールが付属し、AV会議室設計者の 
創造性や会議運営者の生産性を高めます。

Microflex Advance 
MXA910 シーリングアレイマイクロホン
MXA310 テーブルアレイマイクロホン
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「Invisible =見えない」オーディオソリューションを提供す
るMicroflex Advanceによって、建築家やインテリアデザ
イナーは音質を犠牲にすることなく、見た目に美しいワー
クスペースをデザインできます。また施主は希望するスタ
イルと必要なオーディオ品質の両方を手に入れることがで
きます。

建築家／インテリアデザイナー

チームメンバー同士がより自然で楽にコミュニケー
ションを取れるようになれば、より高い仕事の効率
と成果が期待できます。Microflex Advanceを使
用すれば、低品質な音声による非効率なミーティン
グや機器の調整に時間を費やすことなく、仕事に
集中できます。

CEO

Microflex Advanceは、ネットワークの速度や性能
に影響を与えることなく、既存のITインフラにスムー
ズに統合可能です。どのようなサイズの部屋にも
合わせられる高い拡張性を持ち、集中管理機能
によってAV / ITのサポートの効果を高め、手間を
省きます。

ITマネージャー／
アドミニストレーター

Microflex Advanceは、幅広い用途に適用できる
コスト効率に優れたオーディオソリューションです。
音声会議用とビデオ会議用に別々のオーディオ機
器を購入する必要がありません。業界をリードする
サービス体制と実績のある高い信頼性により、将
来性を考えた投資が可能です。

CFO／財務担当

Microflex Advanceを選ぶ理由

Microflex Advanceを使用すれば効率が向上し、これま
でになく柔軟に様々なアプリケーションに対応することで、
ごく短時間で優れたAVソリューションを導入できます。
ShureのIntelliMixおよびDanteネットワークの力を活用す
ることで、シンプルでわかりやすいシステム設計、設置、コ
ンフィギュレーションを可能とします。

システム設計者／
システムインテグレーター

Microflex Advanceはユーザーの生産性と
創造性を向上させ、ユーザーは仕事で最大
の成果を挙げることだけに注力できます。共
同作業中のすべてのメンバーが互いの言葉
を明確に理解でき、聞き手の集中を妨げる
要因や疲労感が取り除かれることで、コミュ
ニケーションの質が向上します。

ユーザー
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シーリングアレイマイクロホンMXA910

究極の柔軟性
シーリングアレイマイクロホンMXA910はShure独自のステアラブルカバレッジ技術
（Steerable Coverage™: 自在な収音コントロール）を採用し、収音範囲を室内の任意
の場所に設定できるため、ショットガンマイクロホンよりも精確な制御が可能です。

カバー範囲を設定可能
3次元方向に最大8つの個別収音パターンを設定することで、室内全域で均一な音響性能が得
られるように調整できます。コントロールソフトウェアの自動設定モードを使用すると、シーリングアレ
イのローブ（個別収音パターン）が参加者の方を向くように調整され、オーディオおよび収音の設
定を迅速に完了できます。

柔軟なネットワーキング
最大8つのカバーエリアからの信号を独立したチャンネルとしてミキシング、ルーティング、管理し、
イーサネットケーブル1本を介してDanteネットワーク上に伝送できます。オートマチックミキシングの
チャンネルが独立していることで柔軟性が高まります。

ワークフローの効率化
マイクロホンには、初期設定を迅速にする9つのテンプレートと、複数のアレイやPC間でアレイ設定
をインポート／エクスポートするための10種類のプリセットが付属しています。

デジタル信号処理
Microflex Advanceシーリングアレイは、高精度のカバー範囲設定、オートマチックミキシングとイ
コライゼーション、エコーリダクションを可能とする、新しいShure DSPユーティリティを搭載してい
ます。

シーリングアレイは、机上などの作業場所に目に
付くマイクロホンが1つもないことが望ましいフォー
マルな役員会議室などに適しています。このセッ
ティングでは、11の座席をカバーする7つの独立
した収音エリアで音を捉える設定が可能です。

標準的な会議室条件（天井の高さが約3メート
ル、参加者が着席した状態で話す）で推奨され
るカバー範囲の直径は約9メートルです。

アプリケーションの概要

カバー範囲マップ
長方形テーブル：1
椅子：11
収音エリア：7

Microflex Advance 
MXA910 シーリングアレイマイクロホン

部屋のデザインや他のAVシステムコンポーネントに
合わせて、アルミ、ブラック、ホワイトからお選び
いただけます。また、塗装仕上げも可能です。

ブラックアルミ
ホワイト

天井埋め込み取り付け例
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テーブルアレイマイクロホンMXA310

機動性のあるパフォーマンス

テーブルアレイマイクロホンMXA310はShure独自のステアラブルカバレッジ技術
（Steerable Coverage™: 自在な収音コントロール）の採用により、さまざまなサイズ、形
状、用途の会議テーブルで、ノイズのない音声を捉えます。

選べるカラーLED 
マイクロホンのミュートステータス、 
会議室のセキュリティレベル、その他の
状況を知らせるLEDの色を、8色の中から

お選びいただけます。

独自の指向性　トロイドパターン
着席または起立した参加者の声を最適化し、
プロジェクターその他の機器から発生する 

頭上からのノイズを排除します。

カバー範囲を設定可能
最大4つの個別収音エリアを15度ずつ設定が可能です。さらに、
各設定に対してカーディオイド、スーパーカーディオイド、ハイパー
カーディオイド、無指向性、双指向性、そして業界初の新しい指
向性トロイドパターンなどを指定できます。

柔軟なネットワーキング
最大4つの収音エリアからの信号を独立したチャンネルとしてミ
キシング、ルーティング、管理し、イーサネットケーブル1本を介して
Danteネットワーク上に伝送できます。オートマチックミキシングの
チャンネルが独立していることで柔軟性が高まります。

ミュートコントロール 
タッチセンサー式のミュートボタンの動作はトグル、プッシュトゥ
ミュート、プッシュトゥトークに設定できます。または外部デバイスに
制御を移す無効化設定も可能です。

LED表示 
リング状のマルチカラーLEDランプは、使用中のマイクロホンの
ミュートステータスを表示したり、リングのセグメント表示によってカ
バー範囲やオートマチックミキシングの設定を確認したりすること
ができます。

Microflex Advance
MXA310 テーブルアレイマイクロホン

テーブルアレイは、参加者の数が会議ごとに変動し、
机上に物をあまり置かないことが望ましい会議室に
適しています。

このセッティングは、6つの独立した収音エリアにいる
6人の会議参加者の発言を、3つの双方向マイクロホ
ンパターンによって収音します。

アプリケーションの概要

カバー範囲マップ
円形テーブル：1
椅子：6
双方向パターン：3

ブラック

アルミ
ホワイト
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とにかくスマートなソリューション
シーリングおよびテーブルいずれのアレイマイクロホンもShure DSPユーティリティ
を内蔵しています。これは独自のDSP機能を含む拡張ツールセットで、室内のノイズ
を軽減し、スピーチの明瞭性を向上することで音質を最適化します。

ステアラブルカバレッジ技術 
（Steerable Coverage™: 自在な収音コントロール）
参加者が会議室のどこで発言しても極めて精確な収音が可能な指向特性を設定、制御する技
術です。コントロールソフトウェアのプリセットテンプレートが設定をシンプルにします。

エコーリダクション（シーリングアレイのみ）
高度な信号処理によって、誰も発言していない時はマイクロホンチャンネルのボリュームを下げ、ア
コースティックエコーを低減します。この機能が最大のメリットをもたらすのは、チャンネルごとに専
用のアコースティックエコーキャンセレーション（AEC）がないシステムです。

オートマチックミキシング
プレゼンスを高め、ノイズのピックアップ（収音）や伝送を防ぎます。これによって、明瞭性、聞き取り
やすさを改善し、会議室間の円滑なやり取りを可能にします。

パラメトリック・イコライザー（PEQ）
シーリングアレイとANI4チャンネルは、それぞれ4バンドPEQ機能を備え、サウンドを精密にコント
ロールできます。テーブルアレイは、オートマチックミキサー出力を含む任意のチャンネルに割り当て
可能な4バンドPEQ機能を搭載しています。

ブラウザベースのユーザーインタフェース
アレイマイクロホンおよびANI4では、マイクロホンの遠隔コ
ントロールおよび制御、便利なテンプレートによる収音エリ
アの設定、指向特性のオプション設定、ミキシングとルー
ティングのオプション設定などを簡単に行えるブラウザベー
スのソフトウェアを使用できます。

Shure IntrelliMix™ DSPセット

どちらのマイクロホンも、音声会議プロセッサー、ビデオ会議
コーデック、PCベースの会議ソリューションとシームレスに連
携します。

これらのソリューションはAPI（アプリケーション・プログラミング・
インタフェース）も豊富に提供しています。APIを使用すると、
サードパーティのコントロールシステムを介してミュート、プリ
セット、LEDステータス、その他の設定を総合的に統合、管理
できます。

充実したサードパーティ製コントロール機器

Shure DSPユーティリティ
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アプリケーションの柔軟性
アレイマイクをひとつ、もしくは複数使用することにより、プレゼンテーション、ディス
カッション、遠隔講義やグループワークなど、あらゆる会議室のサイズやコンフィ
ギュレーション、スタイルなどに対応します。 

円形テーブル

構成
円形テーブル：1
椅子：6

テーブルアレイのカバー範囲マップ

シーリングアレイのカバー範囲マップ*

* カバー能力 
4.9 m（16フィート）以内の場合においてSTIPA（音声明瞭度評価）国際基準に基づく「A」レート
を維持します。より音響条件の良い環境では、STIPA「A」レートは4.9 mを超えても有効な場合が
あります。 

  会議室の条件：RT60（残響時間）  
 = 550 ms @ 1 kHz、（A-ウェイト室内ノイズ）

  = 40 dBSPL(A)、IEC-602682-16

機器設定
テーブルアレイ：1
双方向パターン：1
カーディオイドパターン：2

円形テーブル 

構成
円形テーブル：1
椅子：9

機器設定
テーブルアレイ：1
トロイドパターン：1

正方形テーブル 

構成
正方形テーブル：1
椅子：8

機器設定
テーブルアレイ：1
スーパーカーディオイドパターン：4

長方形テーブル 

構成
長方形テーブル：1
椅子：5

機器設定
テーブルアレイ：1
スーパーカーディオイドパターン：1
カーディオイドパターン：2

多目的会議室 | 教室の設定 

構成
長方形テーブル：4
椅子：16

機器設定
シーリングアレイ：1
カバーエリア：7

多目的会議室 | 会議の設定

構成
長方形テーブル：3
椅子：21

機器設定
シーリングアレイ：1
カバーエリア：8

大会議室 

構成
長方形テーブル：1
椅子：28

機器設定
シーリングアレイ：2
カバーエリア：14

中サイズの会議室 

構成
長方形テーブル：1
椅子：14

機器設定
シーリングアレイ：1
カバーエリア：8

 – 会議室のレイアウト図面を取り込んで、仮想空間上に複数のMXA910を配置。
 – 設置する部屋に何台のMXA910をどのようにセットすればよいのか、精確に構成する
ことが可能です。

 – ハードウェアと接続することなく、MXA910ユニットごとに収音ローブなどの設定を
行いコンピューター上に保存できます。

 – 保存した設定はエクスポートして、後で実際のユニットに取り込むことが可能です。
 – Windows 7以降のOSに対応しています。

  （Shure Japanウェブサイトから無償でダウンロードできます。）

Designer（デザイナー） ― システム構成ソフトウェア
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Shureネットワーク対応型システム
ワイヤードでもワイヤレスでも、アナログでもデジタルでも、Shureのコンポーネント
は企業全体におよぶAV会議システム環境と連携し最適なマイクロホンソリュー
ションをご提案します。

Microflex™ Advance™ | MXA

Microflex Advanceアレイマイクロホンの2つの製品は、どちらも完全にデ
ジタル化されており、Danteによる設定、管理、制御のネットワーク化に対応
できます。

Danteオーディオネットワークを使用すると、標準的なイーサネットネットワーク上に、
低レイテンシー、マルチチャンネル、非圧縮のデジタルオーディオを伝送できます。

Dante PoE

接続
Dante PoE

Microflex Wireless | MXW

Microflex Wirelessには、デジタルネットワーク互換のトランシーバーと充電
ステーション、および接続を合理化するオーディオ・ネットワーク・インタフェー
スが含まれます。

ネットワーク対応ワイヤレスシステム
ネットワーク型充電ステーション | MXWNCS2 / MXWNCS4 / MXWNCS8
2、4、8チャンネルのアクセス・ポイント・トランシーバー | MXWAPT2 / MXWAPT4 / MXWAPT8
4、8チャンネルのオーディオ・ネットワーク・インタフェース | MXWANI4 / MXWANI8

オーディオ・ネットワーク・インタフェース | ANI

ANIデバイスは、ワイヤードマイクロホンをDanteネットワークに
接続し、オーディオのルーティングやブラウザの接続を簡単に
実現します。

特徴
 – ブラウザソフトウェアによる遠隔コントロール、一括管理が可能
 – XLRまたはブロック接続から選択可能
 – 4バンドPEQ搭載（ANI4）
 – ANI4INはファンタム電源対応
 – 省スペース／コンパクト設計
 – イーサネットケーブル1本でPoE電源供給とDanteオーディオ信号入出力
 – 同梱の設置用アクセサリーでテーブルの下などに簡単に取り付けること
が可能

デジタル・オートマチック・ミキサー | SCM820

この革新的な8チャンネル・マイクロホン・ミキサーは、Dante接続や総合的な設定オプションに加え、先進的なミキシング機能を
提供します。

Microflex | MX

新しいANIコンバーターは、Danteデジタルネット
ワークで使用できるようにMXワイヤードマイクロ
ホンを設定します。

ネットワーク互換マイクロホン
マルチエレメント・バウンダリーマイクロホン | MX396
埋め込み型バウンダリーマイクロホン | MX395
モジュラー式グースネックマイクロホン | MX405 /MX410

接続
XLR／ブロック

フロントパネル
ANI入力デバイスおよび出力デバイス共通のLED信号

ANI4OUT-XLR
Danteネットワークで入力された4チャンネルの
デジタルオーディオ信号をアナログオーディオ信
号へ変換して出力

ANI4IN-XLR
4チャンネルのLine／Micアナログオーディオ信
号をデジタルオーディオ信号に変換し、Dante
ネットワークで外部へ出力

ANI22-XLR
2チャンネルのLine／Micを、デジタル→アナログ
／アナログ→デジタル変換。Danteに接続

ANI22-BLOCK ANI4IN-BLOCK ANI4OUT-BLOCK

SCM820
8チャンネルのデジタル・オートマチック・ミキサー | SCM820-DAN

オーディオ・ネットワーク・インタフェース | MXWANI4 / MXWANI8

4、８チャンネルオーディオネットワークインタフェース。効率的なMicroflex Wirelessが、柔軟なアナログおよびデジタル入力／出力
により会議室のAVシステムとの接続性を提供

MXWANI8

特徴
 – Shure DSPユーティリティ
 – 1本のイーサネットケーブルによる接続
 – Danteオーディオネットワーキング
 – ソフトウェアベースの構成テンプレート
 – 10通りの設定プリセット
 – ブラウザベースのリモートコントロール
 – サードパーティによる制御ストリングAPI
 – Commshield RF耐性
 – ブラック、ホワイト、アルミ仕上げ

ネットワーク対応マイクロホン
シーリングアレイマイクロホン | MXA910
テーブルアレイマイクロホン | MXA310

接続
 – Dante
 – AES67（MXA910のみ）
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Intel l iMix P300オーディオプロセッサーは、
MXA910シーリング・アレイ・マイクロホンおよび
MXA310テーブル・アレイ・マイクロホンとのシームレ
スな統合のために開発されました。P300プロセッ
サーとMicroflex Advanceマイクロホンは相乗効
果を遺憾なく発揮し、手軽で費用対効果に優れた
ビデオ会議音響システムを実現します。定義済み
テンプレートにより文字通り秒単位でセットアップで
きるほか、控えめな形状で目立たない設置が可能
です。多彩な機能と接続オプションにより、会議室
のビデオシステム、ウェブコーデックを利用したり、
ラップトップやモバイルデバイスを接続したりするな
ど自由自在です。

最適な会議音響を実現

reset

input output usb

MXA910（1x） または MXA310（2x）

ネットワークスイッチ
（PoE＋クラス0推奨）

スピーカー

ウェブコーデックビデオコーデック

Dante信号

スマートフォン

IntelliMix P300
オーディオプロセッサー

アナログ信号

USB接続対応オーディオ・ネットワーク・インターフェース | ANIUSB-MATRIX

小・中規模の会議室におけるコラボレーションのための汎用
性に優れたハブを提供し、ビデオ会議システムとソフト・コー
デック・ソリューションのいずれにも対応できます。手頃な価格
ながらMicroflex Advanceマイクロホンにベストマッチし、会
議室の既存ビデオコーデックの統合プロセッシング機能を利
用するAV会議アプリケーションに最適です。

ANIブラケット
マイク／ラインANIを、テー
ブル下面または壁面に取り
付けます（標準付属品）。

CRT1
ANIブラケット
3個までのANIをテーブル下面、
壁面、ラック内に取り付けます。

オーディオプロセッサー | IntelliMix™ P300

Microflex Advanceマイクロホンを使用するAV会議アプリ
ケーションに最適化されたDSPアルゴリズムを搭載したオー
ディオプロセッサーです。最大8つのDanteチャンネルへのア
コースティック・エコー・キャンセレーション（AEC）、ノイズリダク
ション、オートマチック・ゲイン・コントロールを備え、エコーやノ
イズのない会議室の音を実現し、コミュニケーションやコラボ
レーションを促進します。設置や設定が簡単であることに加
え、Dante、アナログ、USB、およびモバイル接続オプションがあ
り、会議室のシステムとの接続はもちろん、ラップトップやモバ
イルデバイスとのコラボレーションもかつてないほど容易に行う
ことができます。

オーディオ・ネットワーク
プロセッサー/インターフェース

設置方法

オーディオ・ネットワーク・インタフェース装置は1/3ラックのスペースに取り付けることができます。
テーブル下面や壁面への設置も可能です。テーブルアレイマイクロホンにはテーブル貫通式の取り付けキットも用意されています。

テーブルアレイ取り付けキット（付属）
テーブル貫通式のケーブル配線が可能な取り付け
キットです。マウントチューブと蝶ナットが付属し
ます。
M X A310は、既設のShure M X 395/M X 396/
MX392バウンダリーマイクロホンの取り付け穴に
適合します。

A310-FM
フラッシュ・マウント・アクセサリー（オプション）
MXA310テーブル・アレイ・マイクロホンをテーブル
に埋め込み設置できるようにします。振動がマイク
ロホンに伝わるのを防ぐ防振ゴムが付属します。ブ
ラックまたはアルミ仕上げがあり、テーブル表面に
合わせて塗装することも可能です。

A310B-FM

A310AL-FM

MXA310テーブル・アレイ・マイクロホンにはテーブル貫通取り付けキットが付属し
ています。また、新しいA310-FMフラッシュ・マウント・アクセサリーを使用してテーブ
ルに埋め込み設置することも可能です。

シーリングアレイマイクロホンは、吊り下げ、ポール、埋め込み型の取り付けが可能で、
メートル/インチで設計されています。

防振機能内蔵
振動がマイクロホンに伝わるのを防ぎます。

プレナム規格
付属のFyre Wrap®を併用することでUL 2043プレナ
ム規格に対応します。

シーリングアダプター＆アクセサリー
シーリング・アレイ・アダプター | A910-25MM
600mmシーリングアレイを625mmグリッドで使用で
きるようにします。

ジャンクション・ボックス・アダプター | A910-JB
アレイマイクロホンに接続されたイーサネットケーブル
をフレックスコンジット内に設置できるようにします。

ハード・シーリング・マウント | A910-HCM
ドライウォールや天井ボードに埋め込み設置できるよ
うにします。あらかじめ天井に設置しておけば、後か
ら点検口を使用してMXA910を追加設置することが
可能です。電気配管と接続するためのノックアウトが
設けられています。 VESA規格準拠のポールによる設置吊り下げ型の設置

埋め込み型の設置 ハードシーリングマウントアクセサリー
（A910-HCM）
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MXA310テーブルアレイマイクロホン

すべての仕様はカーディオイド指向特性にて計測されています。
すべての特性の値は、別途記載されている場合を除き、これらの仕様の± 3 dB以内です。

仕様

MXA910シーリングアレイマイクロホン

仕様に掲載のすべての値はビーム幅が狭幅の設定で計測されています。 
すべての幅の値は、別途記載されている場合を除き、これらの仕様の± 3 dB以内です。

For more information visit
www.shure.co.jp/mxa

MXA910シーリングアレイマイクロホン

MXA310テーブルアレイマイクロホン

ANI4OUTオーディオ･ネットワーク･インターフェイス

ANI4INオーディオ･ネットワーク･インターフェイス

ブラウザベース・コントロール・ソフトウェア

スピーカー

ネットワークスイッチ

アナログマイク＆音源

Dante信号

アナログ信号

系統図

ビーム幅 

可変型 狭幅 35度

中幅 45度

広幅 55度

コネクタータイプ 
 RJ45

使用電源 
 パワーオーバーイーサネット（PoE）、クラス0

消費電力 
 9W、最大

質量 
 4.26 kg (9.4 lb)

寸法 

MXA910xx 603.8 x 603.8 mm
(23.77 x 23.77インチ)

MXA910xx-60CM 593.8 x 593.8 mm
(23.38 x 23.38インチ)

A910-25MM 619.7 x 619.7 mm
(24.4 x 24.4インチ)

注意：アダプターは600mmモデルを625 x 625 
mm天井グリッドに適合させるためのものです。

制御アプリケーション 
 HTML5ブラウザベース

プレナム定格 
Fyrewrap®防火システム（付属）使用時において 
 UL 2043  
 （空調空間設置に適合）

防塵性能 
 IEC 60529 IP5X防塵性

動作温度範囲 
 －6.7°C (20°F) ～ 40°C (104°F)

保管温度範囲 
 －29°C (-20°F) ～ 74°C (165°F) 

音声
周波数特性 
 180 ～ 17,000 Hz

Danteデジタル出力 

チャンネル数 合計チャンネル数：9 
（個別送信チャンネル：8、 
オートミックス 
送信チャンネル：1）

サンプリングレート 48 kHz

ビット深度 24

感度 
@1 kHz 
 0.75 dBFS/Pa（1 Pa=94 dB SPL）

最大SPL 
0 dBFS オーバーロード比 
 93.25 dB SPL

S/N比 
基準 94 dB SPL、1 kHz 
 83 dB Aウェイテッド

遅延 
Danteレイテンシーは含まず 
 6 ms

自己雑音 
 11 dB SPL-A

ダイナミックレンジ 
 82.25 dB

組み込みデジタル信号処理 

チャンネル毎 イコライザー（4バンドパラ
メトリック）、ミュート、ゲイン
（140dB 範囲）

システム オートミックス、エコー低減

了解度スケール 
カーディオイドグースネックマイクロホンと比較した
同等音響性能（環境によって異なります） 
 カーディオイドの距離に対して1.6倍

ネットワーク
ケーブル要件 
 Cat 5e以上 
 （シールド付ケーブル推奨）

指向特性 
すべてのチャンネルについて個々に設定可能 
 カーディオイド、ハイパーカーディオイド、 
 スーパーカーディオイド、トロイド、無指向性、 
 双指向性

コネクタータイプ 
 RJ45

使用電源 
 パワーオーバーイーサネット（PoE）、クラス0

消費電力 
 4W、最大

質量 
 362 g (0.8 lbs)

寸法 
高さ×幅×奥行き 
 3.6 x 13.4 x 13.4 cm（1.4 x 5.3 x 5.3インチ）

制御アプリケーション 
 HTML5ブラウザベース

動作温度範囲 
 －6.7°C (20°F) ～ 40°C (104°F)

保管温度範囲 
 －29°C (-20°F) ～ 74°C (165°F)  

音声
周波数特性 
 100 ～ 20,000 Hz

Danteデジタル出力 

チャンネル数 合計チャンネル数：5 
（個別送信チャンネル：4、 
オートミックス 
送信チャンネル：1）

サンプリングレート 48 kHz

ビット深度 24

感度 
@1 kHz、-15 dB ゲインの設定 
 -21 dBFS/Pa（1 Pa=94 dB SPL）

最大SPL 
1％ THDで1 kHz、-15 dB ゲインの設定 
 115.2 dB SPL

S/N比 
基準 94 dB SPL、1 kHz、-15 dB ゲインの設定 

カーディオイド 75 dB

トロイド 67 dB

遅延 
Danteレイテンシーは含まず 
 <1 ms

自己雑音 
-15 dB ゲインの設定 

カーディオイド 19.2 dB SPL-A

トロイド 26.8 dB SPL-A

ダイナミックレンジ 
-15 dB ゲインの設定 

カーディオイド 96 dB

トロイド 90 dB SPL

組み込みデジタル信号処理 

チャンネル毎 ミュート、 
ゲイン（140 dB範囲）

システム オートミックス（4バンドパラ
メトリックイコライザー）、 
ローカットフィルタ（-12 
dB/オクターブ@150 Hz）

ネットワーク
ケーブル要件 
 Cat 5e以上 
 （シールド付ケーブル推奨）
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　立命館大学大阪いばらきキャンパス
は、2015年に開設した同大学で最も新し
いキャンパスで、政策科学部、経営学部、
総合心理学部と4つの研究科（大学院）が
ある。“アジアのゲートウェイ”“都市共創”
“地域・社会連携”を教学コンセプトに掲
げ、産業界や行政機関、市民とのより一層
の連携をとった教学展開を行なっており、
キャンパスは、社会との交流が進むよう塀
のない名実ともに地域に開かれたキャン
パスとなっている。隣接する岩倉公園には
訪れた日も多くの親子が遊ぶ姿が見られ
た。 　この校舎にあるコロキウムと名付けら

れたセミナールームは、大型タッチパネル
ディスプレイを導入するなど先端のAVシ
ステムを設置している。お話をうかがっ
た立命館大学情報システム部情報基盤
課の倉科健吾氏が「常に新しいことに挑
戦する教室」と話すコロキウムに、今春
Micro�ex Advanceシリーズのシーリング
アレイマイクロホンMXA910を導入した。
本機を選択した理由、使用感などを倉科
氏に聞いた。

　コロキウムに導入したMXA910は、普
段意識することの少ない天井に設置する
マイクロホンで、Shure独自のステアラブ
ルカバレッジ技術の投入で狙った場所の

音を収音する。コロキウムでは、教員や発
言者が立つホワイトボードや大型タッチ
パネルディスプレイの置かれた場所の天井
（高さ約4m）に1台設置。8つの個別収音
パターンを使用することで、ホワイトボー
ドから学生席の間、横幅約9mのスペース
のどこにいてもしっかりと収音されるよう
になっている。
　「コロキウムは普段の授業の他に、学会
や研究会など学外の人にも貸し出すこと
があります。その時に、これは面白いなと
感じてくれたらと思いまして（笑）。赤外線
のハンドマイクもあるのですが、マイクを
持っていると大型のタッチパネルディスプ
レイを操作するのが不便なんです。また、
ピンマイクという選択肢もありますが、う
まく付けられないとノイズが乗ったり、ハ
ウリングが起きやすくなったりします。
　じつは教室のシステムデザインを担当
してからずっと“シーリングマイクを使った
ハンズフリーの拡声”という事に興味を
持っていて、いろいろな製品を試してきた
のですが、ようやく満足できるマイクが登
場してくれました」と、長年の夢が叶った
そうだ。
　音質についてうかがうと「ホワイトボー
ドに板書するときなど、マイクに対して後
ろを向いた時、向いたなりの音になるので
すが、ナチュラルなので聴き取りにくくな
るという事はありませんね。収音されるエ
リア内においては、雰囲気も含めてそこで
話した声がそのまま大きくなるイメージで
す。もちろん、それはスピーカーのチュー
ニングなども詰めた結果なので、マイクだ
けの力ではないのですが、録音用に分岐
した音を聴いても自然な音で録れている
ことがわかります。
　また、私も不思議な感覚なのですが、い
ま出ている音はスピーカーを使って拡声
している感じがあまりないんですよ。」た

しかに、天井に設置しているスピーカーか
ら出てくる音はかなり小さめだが、上から
降ってくるというイメージはなく、ホワイト
ボードの前で話している声がそのまま大
きくなっている印象だった。「ディーラーの
エンジニアさんと一緒に、これより上げた
らハウリングするという音量で折り合い
をつけた結果、とても自然な音になりまし
た。かなり小さな音と思うかもしれません
が、マイクをオフにすると、声を張らないと
音が届きにくくなるんですよ。」設備音響
に詳しく、適切なセッティングができる倉
科氏のチューニング技術に加えて、DSPに
よるデジタル信号処理が不必要なノイズ
を低減し明瞭度を向上、Danteネットワー
クによるEthernetを使用したデジタル伝
送が奏功した結果だろう。

　指向性コントロールなど、PCでのコン
フィグレーションについても、倉科氏は満
足しているという。「ブラウザベースなの
が良いんです。ダウンロードするソフトウェ
アだと、PCとソフトウェアのバージョンに
よって安定性が落ちる事がありますし、コ
ントロールに使っているPCが不具合を起
こしても、すぐに他のPCで代用できます。
これはShureの製品全体に言えることで
すが、ワイヤレスマイクの受信状況やバッ
テリー監視が遠隔地でも見られるのはす
ごくうれしいですね。このMXA910のコン
トロールソフトにしても、扱いやすく便利
にできています。」設備音響システムは、そ
れほど音響に詳しくない人が操作する場
合が多い。シンプルかつ直感的に操作で
きるインターフェイスは、大きなアドヴァン
テージとなるだろう。
　「MXA910と同じMicro�ex Advance

シリーズで、テーブルに乗せて使うテー
ブルアレイマイクロホンMXA310の導入
も決定しました。小学校のビデオ会議室
に使います。バウンダリーなのでマイクを
持たずに気軽に発言しやすいことや、指
向性コントロールで資料などの紙をめく
る音のような手元のノイズが乗りにくく、
声の明瞭度が高いところが気に入りまし
た。」MXA310が採用しているDanteネッ
トワークは、CAT5e以上のEthernetケー
ブル1本で最大100mまで引き延ばせる
ので、設置の自由度が高いところも選択
理由との事。「ビデオ会議システムは、オー
ディオデバイスのネットワーク化がどんど
ん進んでいくでしょう。私はなんといって
もシステムの安定性や運用のしやすさを
重要視していますので、ネットワークオー
ディオについてもっとノウハウを積んでい
きたいですね。」

取材に応じていただいた立命館大学 情報システ
ム部情報基盤課の倉科健吾氏

天井に設置されたMXA910。天井の色に合わせて
白色を選択（他にグレー、ブラックあり）しており、
室内デザインに溶け込んでいる。本機を知らなけ
れば、マイクだとは気づかないだろう。

ShureのMXA910が導入されているコロキウム。
通常の授業の他、座席配置を変えることで、ディベートなども行なえるようになっている。

マシンルーム。MXA910による収音の他、赤外線
のハンドヘルド型ワイヤレスマイクも使用できるよ
うになっている。最下部には様々な使用用途に合
わせ、簡単にルーティングを変えられるパッチベイ
を装備。

MXA910のコントロール・ソフトウェア。ブラウザ
ベースになっており、インターフェースも直感的で
扱いやすい。写真はコロキウムでの指向性パターン
が表示されている。
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Microflex ™ Advance ™ MXA910 導入事例
立命館大学大阪いばらきキャンパス様
立命館大学大阪いばらきキャンパス
常に新しいことに挑戦するセミナールーム「コロキウム」で
Microflex ™ Advance ™シーリングアレイマイクロホンMXA910を導入

お客様
立命館大学大阪
いばらきキャンパス様

設置場所
セミナールーム「コロキウム」

使用製品
Microflex™ Advance™シーリング
アレイマイクロホンMXA910



1	Microflex Wirelessマイクロホンシステム。役員室やAV会議室環境な
どになじみやすいデザインで、鮮やかで歪みのない音声が利用可能に
なります。ネットワーク化された会議用途において、Shure伝統のワイ
ヤレスの専門性とプロフェッショナルなクオリティをお届けします。

2	小会議室に設置されたMXA310。収音設定を変えながら聞こえ方の
違いを体験していただけます。

3	写真奥はガラス張りのコントロールルーム。オフィス内で接続してい
るAV機器をすべて集約したラックをご覧いただけます。

4	製品展示スペース。設備製品の他、Shureの各種マイクロホンやパーソ
ナルリスニング製品を展示しています。

5	会議室ではMXA910を天井にはめ込んだ設置をご覧いただけます。
 実際のビデオ会議、ウェブ会議環境での音質をお試しいただけます。

1

3

5

2

4

Shureショールームでは、本カタログ内でご紹介したMicroflex Advanceのビデオ会議システムや、IntelliMixP300のエコーキャン

セリングの他、企業環境向けのネットワーク型デジタルワイヤレスシステムMicroflex Wirelessなど、お客様の用途に合った製品を

お試しいただくことができます。

ショールームでのデモをご希望の方は、メールでご連絡ください（contact@shure.co.jp）。

東京・神谷町のShureオフィスには、会議用マイクロホンMicroflex 

Advanceが常設されています。天井設置型のアレイマイクロホン

MXA910は、マイクの存在を感じさせることなく、自然に会議室に

なじむデザインです。会議室のサイズやレイアウト、用途に合わせ

て、天井にはめ込み、あるいは天吊りでの設置が可能で、収音範囲

は最大8チャンネルまで自由に設定できます。小会議室向けテーブ

ルアレイマイクロホンMXA310は、直径13.4cmと小型でありな

がら優れた機能を持っています。

トレーニングルームにはシーリングアレイマイクロホンMXA910

が3台設置されています。ウェブ会議でありがちな、発言者の声が

聴きにくい、音質が悪くて会話が途切れてしまう、あるいは会議室

システムの準備に時間がかかってしまう、などの問題を解決できま

す。

こちらのトレーニングルームではMXA910とスピーカーを組み合

わせた「ボイスリフト」機能を利用しています。これは広い会議室な

どで、収音した音を、生の音が聞きづらいエリアにのみに補助的に

拡声することで、会議室の空間全体の音声の聴こえ方を自然に改

善する機能です。例えばステージ上で講演が行われているときに、

ステージに近いスピーカーからは拡声せず、後方のスピーカーから

のみ小さめの音量で拡声をすると、部屋全体で前に座っていても

後ろに座っていても、同じ程度の音量で聞くことができるだけでな

く、フィードバックも起きにくくなります。同様に、後方で収音した

音声は、前方のスピーカーのみから拡声します。

複数のマイクとスピーカーを個別に設定することで、話し手はマイ

クを持たずに通常の音声で話し、聞く側は部屋のどこにいても適

切な音量で聞くことができます。大きな部屋でも、このような自然

なコミュニケーションが可能になります。

また、別の会議室ではMXA910を天井にはめ込んだ設置をご覧

いただけます。MXA910本体は、天井の素材と同じ大きさなので

目立たずすっきり収めることができます。マイクの存在を意識す

ることなく、通常の会議と同じ感覚でのビデオ会議が可能になり

ます。ショールームでは、各部屋のMXA910、あるいはMXA910と

MXA310を使用して、2つの会議室をつないだビデオ会議 /ウェブ

会議やトレーニングのデモを体験していただくこともできます。
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