ウッド振動板10 年の進化で新領域へ

WOODシリーズの
大いなる魅力を
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スパイラルドットイヤーピースは表面に小さな突起を設けて音の広がりをコントロールする。ブラ
スリング、ウッドダンパー、ブラスリングにより、ユニットの振動を制御するアコースティックハ
イブリッドダンパーを構成するのが特徴。

第三世代の中核モデル。HA-FX850は11㎜ウッ
ドドーム振動板を搭載。HA-FX1100
（口径11㎜）
HA-FX750（10㎜）
、HA-FX650（8.5㎜）がライ
ンナップ。

WOODシリーズの大いなる魅力を探る
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■第四世代 2016年
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プル材の響棒を配置した。

ウッドハウジング
ステンレスリング
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年目となる2016年には最新の第四世
代WOODイヤフォン、
「WOOD 01/
状の開発などに苦労しました」

ウッド振動板を採用した初のオーバーヘッド
タイプ・ヘッドフォン。振動板径は40㎜と大
型化し、厚さも80 μmから50 μm厚に薄膜化。
ハイパワーな磁気回路は磁束密度１テラまで
高めている。WOOD 02
（HA-SW02：５万円前後）
もある。
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大幅に強化している。

こともポイントだが、まずは振動板
について見ていこう。
「大型化にともなう大口径振動板
の成形がハードルとなりました。大
口径では歪みが出やすくなるので、
それを解決するための振動板の新形

ウッドドーム振動板のサイズ比較。中央３つ並
ぶ円の左から初代 8.5㎜、第２世代の10㎜、第
３世代からの11㎜（HA-FX1100とHA-FX850、
HA-FW01）
。背後の大きいサイズがヘッドフォ
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イザーをはじめ、音を拡散して自然

ことで木の異方性とか伝搬速度が下
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良さを維持しながら細かい描写力が

スタビライザーなどのパーツ類を投

伸びたのが50μmだった。

入。
「中高域の繊細な表現力と低域

また、質量の増大にともない磁気

リニアリティを向上させ、音楽表現

回路も磁力を集中させる構造でトッ

を高めた」
という。本体サイズや重

プレベルの磁束密度１テスラのハイ

量バランスなどを見直し、耳によく

パワーで駆動する構造を新設計、振

フィットして外れにくい快適な装着

幅動作も均一になるようにしている。

感を実現した新デザインのボディも

音響チューニングでは、大型ドラ

採用。さらにMMCXコネクターで着
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アコースティックピュリファイアーは、固有振動を抑え、音の拡散を調整する。ステンレスリング、
ブラスインナーハウジング、アルミキャップで、振動を抑え美しい響きを再生するメタルハーモナ
イザーを構成。バックプレート部にはウッドスタビライザーも配置している。

ウッドドーム
振動板
磁気回路

ウッド振動板や磁気回路、チューニングに最新
技術を投入した第四世代のトップモデル。ほか
に 振 動 板 口 径 な ど が 異 な るHA-FW02とHAFW03がある。

ウッドプレート

を得た50μｍ厚ウッド振動板を採用

その細部の描写などが80μm厚では

後述するCLASS-Sシリーズに属する

ブラスインナー
ハウジング

01/02
（HA-SW01/02）
」
で大きな成果

WOODヘッドフォン／イヤ
フォンからCLASS-Sへ
ン
「WOOD 01/02
（HA-SW01/02）
」は

ステンレスリング
スパイラルドット
イヤーピース

振動板には、
ヘッドフォン
「WOOD

性も高くなるという点も大きい。

WOOD 01 inner（ HA-FW01）
オープン価格
（５万円前後）

CCAWボイズコイル

ウッドドーム振動板の前面。 ウッドドームユニットの構造図。

ドライバーユニット

脱可能としたケーブルなどのフィー

気に入りのライヴハウスをポケット

チャーも先行機から引き継ぎ、バラ

に入れて持ち歩けたら最高でしょう

ンス接続への発展ができるようにし

!!』
とお伝えしました。自然なトーン

ている。用途にあわせたプラグ形状

とリアルな描写で再現する音と空間

の採用やクリアサウンドを実現する

をお届けするという気持ちは今も変

独自のスパイラルドットイヤピース

わりません。ウッド振動板は音の探

を５サイズ付属する徹底ぶりだ。

究に向けて、まだまだ大きな可能性

不変的かつその時代のトップクラ

を持っていると感じています。木は

スの本物を追求する
『CLASS-S』
の思

人間が作ろうとしても作れない自然

想のもと、新領域へと進んだWOOD

からの贈り物。この素晴らしい音響

イ ヤ フ ォ ン の 最 新 作 は、新 た に

素材を使わせていただいて、これか

「WOOD 01/02/03 inner」のネーム

らもていねいにチューニングしてフ

を与えられた。バランス接続対応のポ

ァンの方々に届けていきたい」と、

ータブルヘッドフォンアンプ「SU-

締めくくった伊藤氏。

AX01」などとともに、
『CLASS-S』
に
も注目だ。
「最初のモデルを出したときに
『お

ウッド振動板の進化の先にある音
の世界が、ますます楽しみになって
きた。
「CLASS-S」カタログより。デザイ
ン誌のようなレイアウト、雰囲気
あるイメージカット、製品以外の
情報も盛り込まれた、従来の製品
カタログとは趣が違うスタイル
ブックに仕上がっている。

WOOD 02 inner（HA-FW02）
オープン価格
（３万 5,000 円前後）

WOOD 03 inner（HA-FW03）
オープン価格
（２万 4,000 円前後）

