Na k a ya m a Hir o k i P la y s JVC WOOD in n e r

奏者の位置が目に浮かぶような立体感

特別企画

クラシック音 楽 を 、
最 高 の 音 で 楽しもう

中山氏が WOOD 01 inner で試聴した CD について、それぞれ感想を聞いた。
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マチュー氏はたびたび演奏する楽

生音を知っている人のCDを聴い

器を変えていて、このときはプラチ

たときに、どのように聴こえるのだ

ナ素材の楽器を使っています。一聴

ろうかと興味深かったのですが、素

して、
「あぁ、プラチナの音だ」と、素

晴らしい再現度でした。使用してい

材の違いがすぐにわかりました。素

る楽器特有の音の倍音成分まで聴

材の音色の違いまではっきりと聴き

き取れます。また、チェンバロの弦

分けられるイヤホンは、そうないと

を弾く音までリアルに聴こえてきて、

思いますよ。

臨場感を楽しめました。
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2月の風 中山広樹・フルートリサイタル
作ったときに意図していた音のバ

WOOD 01 inner (HA-FW01)
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WEST SIDE STORY

楽器のように美しい自然な響きを再現するため、
“木”の振動板やその他パーツにブラス素材などを
採用 し た インナーイヤーヘッドホン。 マスターサ
ウンドに忠実に再現するために、JVC の“音のプ
ロ集団”が何度も試作と調整を繰り返し、構造か
ら装着感まで徹底的にこだわり抜いた逸品。

フルートやクラシックの名盤の数々を、いつでもどこでも最高の音で楽しみたい。そんな希望に応えてくれるアイテ
ムとして編集部がピックアップしたのが、JVC より新たに登場した「WOOD」シリーズのイヤホンだ。今回は多方
面で幅広く活躍するフルート奏者、
中山広樹氏に、上位モデル JVC WOOD inner（HA-FW01）を試してもらった。

みがありました。すごいなぁと感じ

作る側としては、こういったイヤホ

たのは、人の声の伸び。音が装飾さ

ンで聴いていただけると、イメージ

れているわけではなく、生で聴いた

していたものがありのまま伝わると

ときのような気持ちの良い伸びやか

思うので、嬉しいですね。

さがあります。ボーカルとの相性も
良いイヤホンです。

チャイコフスキー

中山広樹 x JVC WOOD inner

影響なのでしょうか。金属の壁を叩いたと
きと比べて、木の壁を叩くと、どこかぬく

私自身数多く演奏してきた曲で、
よく知っている曲ということで選び

— 普段はどのようなスタイルで音

もりのある音がしませんか ? そんな感覚を

楽を聴いていますか？
中山 家ではコンポのスピーカーから、外

覚えました。一粒一粒の音がとてもクリア

ハイエナジー
磁気回路

で は インナーイヤーヘッドホンで 聴 い て い

機質ではない。聴いていてとても心地良い

ます。家に昔からある WOOD CONE（※）

音です。

の音が好きで、家ではそれを使って音楽を

ました。聴いていて楽しかったのが、

軽量ウッド
ドーム振動板
ウッドプレート

に、はっきりと聴こえてくるのですが、無

スマートフォンでも聴いてみました

くるみ割り人形

まるで楽器のような、
美しく臨場感溢れる響き WOODシリーズ

実際のオーケストラの奏者の位置か
ら音が聴こえてくること。
「あ、そう
いえばファゴットはこの位置だった
な」というように、配置が目に見える

CCAW ボイス

ようです。

コイル

可能 に。さ ら に、ハイエナジー 磁気回路 の 正確 な

常にリアルな音を聴き、
取り入れる

CONE のアンプに、この HA-FW01をつな
いで CD を聴きました。

相性はどうでしょうか。
中山 オーケストラを 聴 く と き、高音域 や

※ WOOD CONE シリーズ JVC が長年の研究を経て開
発した、世界で初めて“木”の振動板を採用したオーディ
オシステム。

低音域がよく聴こえてくるイヤホンはあり

じるということは、人間の普段は聴こえな

̶ WOOD 01 inner は、

ますが、この HA-FW01はそれだけではな

い範囲の音まで、しっかりと鳴らしている

い。内声というか、
“中間の音域”が非常に

のでしょうね。フルートはもちろん、アコー

練習にも活用できますか ?
中山 例えば自分の目標とする人の音源

明瞭に聴こえてくるんです。クラシックは、

スティック楽器との相性が抜群に良いです。

を聴くときに、常にリアルな音を聴き、真

「HA-FW01」の印象は

たとえ目立たなくても中音域のバランスが

駆動と、軽量な CCAW ボイスコイルによる振動板
の正確な振幅が、原音に忠実な再生を実現する。

もう一つ驚かされたのは圧倒的な臨場感。

いていたものが、一気に臨場感が増し、
「こ
のサービスってこんなに高音質で配信して
いたのか」と気付くことができて（笑）
。楽
しみがひとつ増えました。

JVC WOODシリーズ アルソオンラインにて好評販売中!

似して取り入れようとする姿勢は大切です。

後述する『くるみ割り人形』を聴いたときに

音を決めている大きな要素のひとつが“倍

HA-FW01

HA-FW02

HA-FW03

域、高音域 ま で バランスが 良 い イヤホンは

特に感じましたが、音に奥行きがあります。

音”です。倍音の成分はプレイヤーによっ

最も適していると思います。また、音域に

僕は正直に言うと、イヤホンで“奥行き”を再

て異なるので、倍音までしっかりと再現し

繊細な音が織りなす、その場の空
気感までも描ききる圧倒的リアリ
ティ。

繊細かつダイナミックに音場を再
現する、リアルな空間表現力。

ダイナミックな臨場感を鮮やかに
奏でる、スタンダードモデル。

よって過剰な強調がされていない、自然な

現することは無理だと思っていました。そ

てくれる HA-FW01を日頃使っていれば、

音で聴かせてくれるのもポイントで、倍音

の常識が覆されましたね。これほど立体感

自身の目指す場所への近道となってくるで

を感じました。これはやはり木の振動板の

が消されることなく聴こえます。倍音を感

を感じるイヤホンは、初めて出会いました。

しょうね。
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け動画配信サービス。今までは何気なく聴

とても大事なので、このような低音域、中音

いかがでしたか ?
中山 第一印象として、音色にあたたかさ

034

ね。印象的だったのは、ベルリン・フィルの
「デジタル・コンサートホール」という会員向

振動板により、音源の繊細なニュアンスの表現を

— フルートやオーケストラとの

— WOOD シリーズ上位モデル

YouTube などもこれで視聴してみまし
た。元の音源の良し悪しがよくわかります

独自の技術で薄型化した軽量11mm ウッドドーム

聴くことが多いです。今回はその WOOD

自然な音で、倍音まで
クリアに再現する

人の声も、楽器と同じくあたたか

ランスの通りに聴こえてきました。
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