
VideoMic Pro
コンパクト超指向性ビデオカメラ用マイク
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www.rodemic.com/videomicpro



168 特徴

コンパクトショットガンマイク
•	 コンパクト、軽量ボディ
•	 ブロードキャスト向けの録音品質
•	 コンデンサマイク
•	 内蔵ショックマウントによりハンドリングノイズ/機械騒音を遮断
•	 一体型フォーム製ウインドシールド
•	 出力端子：3.5mmミニ・ステレオフォン（ヂュアルモノ）
•	 堅牢構造

詳細制御
•	 ２ステップ・ハイパスフィルター(0,	80Hz)
•	 ３段階レベルコントロール(–10dB,	0dB,	+20dB)
•	 LED	オン/オフ・パワーインジケーター
•	 ブームポールに取り付け易い3/8インチ・ネジ規格対応のメタル製ホットシ
ュー
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高性能
•	 9V電池駆動	–	70	時間以上使用可能	(アルカリ電池)
•	 低ノイズ回路
•	 ハンドリングノイズを軽減し、絶縁性も優れた軽量ケーブル
•	 オーストラリアでデザイン/製造
•	 マイクの登録により10年間保証（以下参照） 

貴方のVideoMic Proを登録すれば、今すぐ10年
間の保証を無償で受けることができます。

スマートフォンで	QR	コードをスキャンするか、または	
www.rodemic.com/warrantyへアクセスしてください。

VideoMic	Proは制限保証として購入日から1年間の保証が付いています。上記
のウエブサイトへアクセスしてマイクを登録することで、無償で10年保証に延長
することができます。



VideoMic	Proのようなショットガンマイクは、指向性の角度が狭い、または極性
特性が鋭いため、取材、結婚式のビデオ、スポーツイベント等において優れた性
能を発揮します。	

VideoMic Proは録音時、側面もしくは視界の外ではなく、マイクを向
けている正面で何が起こっているのかを聞きたいといった状況であ
ればどこでも使用する事ができます。 

VideoMic	Proを普段から使い慣れることで、そのサウンドやピックアップ特性に
ついての理解が深まり、より良い結果が得られるようになるはずです。

操作方法
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極性レスポンス
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172仕様
指向特性 線勾配

指向特性 スーパーカーディオイド

周波数帯域 40Hz~20kHz

ハイパスフィルター 選択可能HPF @ 80Hz/12dB/オクターブ

可変レベル 3 段階ポジションスイッチ	/
(–10dB, 0dB, +20dB)

出力インピーダンス 200Ω

S/N比 74dB

等価ノイズレベル 20dBA SPL (A-weighted as per IEC651)

最大SPL 134dB

最大出力 +6.9dBu (@ 1% THD into 1kΩ load)



感度 –38dB re 1V/Pa (12.6mV @ 94dB SPL)  
±2dB @ 1kHz

ダイナミックレンジ 114dB SPL (as per IEC651)

電源 9V アルカリ乾電池 (7,8mA 電流)

出力コネクタ 3.5mmミニ・ステレオフォンプラグ	
（ヂュアルモノ）	
チップ	–	左チャンネル	
リング	–	右チャンネル

乾電池寿命 70 時間

質量（電池なし） 86g

サイズ (WxLxH) 43mm x 150mm x 95mm

関連オプション

RØDE	ではウインドシールド、ブームポール、延長ケーブル、ピストルグリップな
ど充実したアクセサリーを多数用意しています。詳細は当社のウエブサイトへア
クセスしてご覧下さい。



174174 VMPのセットアップ

VideoMic Pro は一般的な9V乾電池、 
(ANS1:1604AもしくはIEC:6LR61)で作動します。

電池寿命を最大限に発揮させるためには、品質の良
いリチウム電池もしくはアルカリ電池を使用される

事をお勧めします。高品質のアルカリ電池、またはリチウム電池であれば、通常
70時間以上VideoMic	Proを連続で使用する事ができます。

電池の性能は周囲温度と電池自体の寿命によって変化するため、常に予備の電
池を携帯することをお勧めします。アプリケーションが重要であり、撮り直しのチ
ャンスが得られない場合は、常に新しい電池を装着することをお勧めします。

VideoMic	Proを使用しないときは必ず電源をオフに切ってください。
バッテリーを取り付ける

電池を取り付ける際は、VideoMic	Proの正面、ウインドシールドのすぐ下に位置
するバッテリーカバーを開けます。カバーを取り外す際は、爪部分に指先をしっ
かりとかけて起こします。カバーの基部を引くようにして完全にマイク本体から外
し、バッテリーコンパートメントへのアクセスを確保します（図1参照）

マイナス極(–)を上側にして電池を差し込みます。バッテリーカバーを装着するま
では、電池は多少突出している状態です。



1

2

図	1	–	バッテリーカバーはマイクの正面
側から開きます。

図	2	–	カバーは先に上部を正しい角
度で差し込み、次に下部をはめて元に
戻します。

バッテリーカバーを元に戻す

バッテリーカバーを元に戻す際は、上部を先に差し込み、図	2の矢印で示すヒン
ジに引っ掛けます。次に、カバーの基部を押しつけて（電池をコンパートメントの
中に押し込むようにして）本体としっかり合わせます。



176 カメラにマイクを取り付ける

VideoMic	Proにはショックマウント架台の底部と一体となった標準タイプのカ
メラシュー・マウントが備え付けられています。カメラからマイクへ伝わるモータ
ー音やハンドリングノイズを軽減するためにデザインされたカメラシュー・マウ
ントの底部には、三脚やブームポールへの取り付けを可能にする3/8インチのネ
ジも設けられています。

古いモデルや廉価カメラの中には、より大きなモーター音を生じさせるカメラも
あり、それらはVideoMic	Proによってピックアップされます。その場合は、内蔵の
ハイパスフィルターをオンにして低周波ノイズを軽減させてください。（181ペ
ージ、HPFセクション参照）

カメラシューを取り付け部位へ差し込む前に、あらかじめカメラのシューマウン
ト固定リングを反時計回りの方向へ回して十分に緩めてから取り付けてくださ
い。シューを取り付けた後は、固定リングを時計方向へ回し、きつく締め付けない
ように注意しながらVideoMic	Proをしっかりと固定させてください。
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図	3	–	カメラシューをカメラマウントの位置へ差し込む



178 カメラを接続する

VideoMic	Proのショックマウントの底部には、ケーブルを固定するための小さな
ケーブルクリップが付いているため、操作中の不要なノイズを防ぐことができま
す。ケーブルが動かないように、クリップ/溝へケーブルを押し込んでください。

VideoMic	Proは、マイクのレベル信号をステレオミニプラグのオーディオケーブ
ルを通してビデオカメラへ伝達します。ミニプラグはカメラのオーディオ入力端
子に接続します。入力端子の位置については、使用されるビデオカメラの取り扱
い説明書を参照してください。

カメラにVideoMic	Proがしっかりと固定され、オーディオ出力ケーブルが接続
されていれば、準備は完了です。ではマイクのスイッチをオンにして録音を開始
してください。
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図	4	–	不要なケーブルノイズが生じないように、必ずケーブルをクリップに留めてく
ださい。
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図	5	–	VideoMic	Proコントロールはマイク本体の後方に配置されています。

VideoMic Proの操作

レベルコントロール
（182ページ参照）

オフ		|		オン		|		HPF
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ハイパスフィルター

ハイパスフィルター	(HPF)は低周波数帯のノイズを除去するように設定されてお
り、録音中にマイクがピックアップする雑音や他の低周波ノイズを軽減するため
に使用します。HPFの詳しい説明や、いつ使用するべきかについては、184ペー
ジを参照してください。

ハイパスフィルターをオンにする場合は、HPF	( )が記されている位置までパ
ワースイッチを右へスライドさせます。
LED パワーインジケーター

マイクの電源を入れると、パワーインジケーターLEDが一瞬赤く点滅します。電
池が十分に残っていると緑色に変わります。電池の残量が少ない場合、LEDは
赤色のまま点灯し続けるため電池交換が必用です。LEDが赤色で一旦点灯して
も、１０時間以上マイクを使用する事ができますが、そのパフォーマンスは十
分なものではありません。LEDが赤色で点灯した際は、早めに交換する事をお
勧めします。

VideoMic	Proは、録音機器への出力信号を３種類の設定で制御します。この設
定は、マイク背面、右側のセレクタスイッチで切り替えることができます。



182 レベルコントロール

左の設定(–10)では、信号レベルが10dB減少、もしく
は弱まります。つまり大きな音の音源を減少させるこ
とでカメラの入力が過負荷状態になる、あるいはクリ
ップするリスクを軽減させることができるのです。

右の設定(+20)では、信号レベルが20dB増加します。静かな音源を録音する場
合や、多くのデジタルSLRカメラがそうであるように、使用するカメラのS/N比を
良くするために、より高い入力レベルが必要な場合に便利です。

入力レベルを設定する際は、使用するカメラ内部で設定されているオーディオ・
レベルを考慮することも必要です。VideoMic	Proで+20dBレベルを選択した場
合、カメラ側の入力レベルを下げる必要があるかもしれません。

最も良い方法は、カメラ側の入力レベルをできるだけ下げ、VideoMic	Proの出
力レベルを+20dBに選択した状態で、適切な入力レベルが得られるまで下方
に向けて録音してみてください。これにより、大部分のDSLRカメラで見られるよ
うな、概して低品質のマイク・プリアンプにVideoMic	Proを接続した場合であっ
ても、ノイズフロアをより低く抑えられ、全体的により鮮明な録音が可能になり
ます。



VideoMic	Proは、カメラのオートゲイン・コントロールをオフにした状態で最も
良い結果が得られるように設計されています。何か重要なものを録音する前に
は、必ずオーディオをテストすることをお勧めします。

VideoMic	Proは、無線周波数の干渉を効果的に排除するように、RF/EMIシール
ドを採用していますが、送信機、携帯電話など全てから少なくとも２メートルの
距離を置き、録音への影響を及ぼしかねない干渉のリスクを避けることをお勧
めします。

音量レベルが大きいと、重大な聴力障
害を引き起こす可能性があります。

特にヘッドフォンを装着中は、オーディオレベルの設定に注意
してください。



ハイパスフィルターは低周波数帯のノイズを除去するように設定されており、録
音中の雑音、モーター音や他の低周波ノイズを軽減するために使用します。音
色に微細な影響を与えることもありますが、状況によってはどうしても必要な場
合もあります。

例としては、空調機、ハンドリングノイズの音をハイパスフィルターをオンにして
カットし、フォーカスを調節して離れた場所からの通行車両の音を背景に聞こえ
るようにするなど、役に立つ場合があります。

古いモデルや廉価カメラから生じる、より大きなモーター音が	VideoMic	Proに
よってピックアップされることに気づかれるでしょう。このようなノイズを軽減さ
せるためにもハイパスフィルターの設定を利用する事は有意義です。
ハイパスフィルターをオンにする場合は、HPF ( )が記されている
位置までパワースイッチを右へスライドさせます。

ハイパスフィルター (HPF)



185ショックマウントバンドについて

ショックマウントには４本のエラストマー（弾性体）サスペンションバンドが使用
されており、ショックマウント架台の中でVideoMic	Proを支えています。これらの
バンドは、機械音やハンドリングノイズの伝搬をこの素材を通すことで最小限に
抑えることを目的として柔らかく作られています。

VideoMic	Proが使用中に激しく振られたり、何かに強く当たったりした場合、マ
イク本体はショックマウントの架台の側面に接触するかもしれません。不必要な
ノイズが加わる可能性があるため、このような状況は極力避けてください。

マイクの取扱中、または搬送中、ショックマウントの架台へ	VideoMic	Proを装着
しているバンドが外れる可能性もあります。そのような場合は、手で簡単に元に
戻す事ができます。

また、使用期間の経過と共にバンドが破損、あるいは摩耗した場合は、古いバン
ドを完全に取り除いて新しいバンドと交換することができます。バンドの調節、
交換が必要な場合は、以下の手順で行なってください。

バンドの交換に先立ち、フォーム製のウインドシールドを取り外してから作業を
始めたいと思われるかもしれませんが、その必要はありません。イラストを簡素
化した説明のため、以下の図にはウインドシールドが省かれています。
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最初にショックマウントバンドをマイク本体に取り付けます。これにより、ショック
マウントの架台がバンドの下に滑り易くなり、マイクを支えることができます。図6
を参照して、対応するマイク側にどのバンドを使用するかを決めます。

２種類ずつ、計４本のバンドがあります。バンドの両端の形状がそれぞれ異
なる事に気づかれるはずです。大きい方の端の形は矢頭のように見えますが、
小さい方の端の形は正方形です。バンドを取り付ける際は、バンドの形状を
VideoMic	Pro本体側の溝に合わせてください。

図	6	–	２種類ずつ、４本のバンドがあります。

ショックマウントバンドを交換する



矢頭の形状をしたバンドの端を、マイクの上方(図	7参照)に位置した対応する溝
に合わせ、それぞれをしっかりと押さえて確実に取り付けます。

図	7	–	矢頭の形をしたバンドの端は、マイク本体上方の溝に取り付けます。



最初のバンドの端が固定されてから、バンドの角張ったもう一方の端を曲げて、
対応するマイク本体の前側、もしくは後ろ側の直ぐ下に位置する溝に取り付けま
す。同じ手順を繰り替え比て４本全てのバンドを取り付けます。

マイク本体への４本のバンド全ての取り付けが完了したら、バンドの下のショッ
クマント架台を引き上げます。正しく装着した場合、架台上のシューマウントが
マイクの後ろ側寄りへ設置されます	(図9参照)。

図	8	–	バンドの中心部に付いているテープ状の四角い面が内側へ向くように揃えながら、
それぞれのバンドの両端をマイク本体の中へ差し込みます。



図	9	–	それぞれのバンドの中心に付いているテープ状の四角い面を、対応するマウン
トの溝に差し込みます。

次に、バンドの中心に付いているテープ状の四角い面を、ショックマウントの
溝に差し込みます。バンドの内側に付いている丸い突起がショックマウントの
溝に収まるはずです。同じ手順を繰り返して４本全てのバンドを取り付ける
と、VideoMic	Proはショックマウントの架台にしっかりと固定されます。

注意：		バンドは溝の形状に合わせて作られているため、マイク本体の溝にしっかりと押し込ま
れて固定されていれば、ショックマウントは架台に支え易くなります。バンドがしっくりと
合わないようであれば、ショックマウントの部分に対応していないバンドを誤って取り
付けたのかもしれません。他の形状のバンドと取り替えてもう一度やり直してください。
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•	 VideoMic	Proマイクを使用しないときは、必ず高温多湿な場所を避けて保
管し、埃や傷がつかないように、できればカメラバッグもしくは同等のケー
に入れて保管してください。

•	 長期間使用しない場合は、保管する前に必ずバッテリーを取り外してくだ
さい。

•	 VideoMic	Proを雨や水で濡らさないように注意してください。 

ウインドシールド

埃や水分の付着を避けるためにも、あらかじめマイクに装着されているフォー
ム製のウインドシールドは外さずに装着したままにしておくことをお勧めしま
す。

マイクが風雨などにさらされてフォームに水分や汚れが付着した場合、そのまま
放置しておくとマイクが損傷する恐れがあるため、マイク本体からフォームを取
り外して乾燥させる必要があります。取り外す際は、フォームを破損させないよ
うに十分に注意してください。フォーム製ウインドシールドは、手で水洗いするこ
とができます。日に当てて良く乾燥させてから装着し直してください。

使用上の注意事項とメンテナンス
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乾燥剤

VideoMic	Proには、乾燥剤の入った袋が同梱されています。マイクをベストな状
態に保つためには、この乾燥剤の効果を保たせた上でVideoMic	Proと共に保
管してください。	

この乾燥剤は、必要に応じて除湿する必要があります。吸湿効果がなくなってく
ると中のクリスタルがピンクに変色します。この乾燥剤は100~150°Cのオーブン
の中で約１０分間加熱するだけ（または電子レンジで１分半ふたをせずに加
熱）で、再利用する事ができます。クリスタルが青色に変われば、再び乾燥剤とし
て効果を発揮します。

VideoMic Proの内部にはユーザーが修理または交換できる部品はありません。
不具合が生じた場合の修理および交換は、正規販売店へサービスを委ねてく
ださい。



192 サポート

	RØDEマイクに不具合が生じた場合はご質問は、先ず購入先の販売店へお問い
合わせください。製造元での修理が必要な場合、製品の返却は販売店によって
取り扱われます。

代理店や販売店は国内中にありますが、製品に関する問題や、求めるアドバイ
スがなかなか得られない場合は、遠慮なくRODEに直接ご連絡ください。

www.rodemic.com/support	にアクセスし、問い合わせ先詳細や、FAQ掲載の質
問リストをご参照いただく事もできます。 

輸入業者＆ディストリビューター

インターナショナル輸入業者＆ディストリビューターの詳細なリストは、www.
rodemic.com/distributorsのウエブサイトをご覧ください。
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インターナショナル 
107 Carnarvon Street 
Silverwater NSW 2128, 

オーストラリア

USA 
P.O. Box 4189 
Santa Barbara, CA 93140-4189

RØDEお問い合わせ




