ＪＶＣがポータブルオーディオの感動をさらなる次元へ

げるこのシリーズは、そのワードにふさ

ドホンやイヤホンは、それぞれ独創のド

の組み合わせで左右チャンネルのセパレ

で、別売のバランス接続対応ケーブルと

のディスクリート回路を搭載すること

た、無垢の木材を数十層積層した強固な

て、解像力のアップを実現している。ま

動板前方のブラス製リングとも相まっ

収と拡散を図っている。同時にこれは振

置し、ユニット内部に生じる反射音の吸

ジー」
モードは、ビッ
ト拡張、周波数帯域拡張などを行なう

至高のヘッドホンを
鳴らしきる。
わしい上質の価値をカタチにするにあた

ライバー技術が惜しげもなく投入されて

ーションや音像定位の明瞭さの向上が期

木製ハウジングも見逃せないセールスポ

ものだが、オンにすると分解能がアップし、力感が増す

ジックラバーをターゲットとしたコンセ

ヘッドホン事業を手がけるメーカーは
り、ＪＶＣのモノづくりの姿勢を存分に

だわり続けているメーカーとなると、そ
おり、色あせぬ価値を持っている。

ＷＯＯＤは声の艶やかさと
心地よい広がり感がアップ
それでは早速、検証していこう。ＷＯ
ラを超える高磁束密度を誇る磁気回路
合わせたヘッドホンだ。振動板の後方に

待できる。高精度電子ボリューム、電源、

合わせで聴いてみると、柔らかでしなや

CLASS-Sポータブルヘッドホンアンプ
「SU-AX01」
は、

プトで構成されているラインアップだ。

数多くあれど、コンセプトやポリシーを

を掲
「Ｓｕｐｒｅｍｅ ＆ Ｓｔａｔｕｓ」

明確にし、独自の音響技術を続々と生み
注ぎ込んでいる。ＣＬＡＳＳ Ｓのヘッ

ハイレゾ再生とバランス接続で
ＣＬＡＳＳ Ｓがさらなる高みへ

出し、一貫してひとつのマテリアルにこ
う多くはない。ＪＶＣはその数少ないメ
しかし、ここで注目したいのは、それ

ーカーのひとつだ。
ハイクラスヘッドホンシリーズ
「ＣＬ
らのポテンシャルを最大限に引き出し、
鳴らしきるためのＣＬＡＳＳ Ｓアクセ

ＡＳＳ Ｓ」
は、本物志向のユーザーや、
日々の生活に音楽が不可欠というミュー

サリーだ。力強さと緻密さを引き出すポ
ータブルヘッドホンアンプ
「ＳＵ ＡＸ
再現をもたらすバランス接続対応ケーブ
ＯＤ ０１
（ＨＡ ＳＷ０１）は、１テス

０１」や、より高分解能でリアルな音場
ルを導入している。こうしたアプローチ
がシナジー効果を生み出し 、ＣＬＡＳ
に、 ㎜口径ウッドドーム振動板を組み

飛躍的なパフォーマンスへと向上する。
リング状に加工したウッドプレートを配

ヘッドホンジャックなどをＬ／Ｒ独立で
イントだ。

ＳＵ ＡＸ０１と標準ケーブルの組み

搭載するなど、フルバランス構成のメリ
ットを最大限に引き出す、高音質設計に
も妥協はない。また、ＵＳＢ入力をはじ

JVCが誇るハイクラスヘッドホンシリーズ
「CLASS-S」
。
木の秘めた力を伝える
「WOOD」
と、
ハイレゾの真価を伝える
「SIGNA」
。
それぞれに素晴らしいモデルだが、
さらにそのポテンシャルを最大限に引き出すべく
いま話題のハイレゾ再生とバランス接続に対応した、
プレミアムなアクセサリーが用意されている。
いかなるグレードアップが待っているのだろうか？
オーディオ評論家の小原由夫氏が迫る。
文／小原由夫
Yoshio Obara

C
L
A
S
S
‒
S

‒

Ｓ Ｓのヘッドホンやイヤホンはさらに

‒

ＳＵ ＡＸ０１は、フルバランス構成

40

‒

JVC CLASS−S
ポタアン×リケーブルによる
最強セットを徹底検証！

めとする豊富なデジタル入力と、ＤＳＤ
・２Ｍ㎐、ＰＣＭ３８４ｋ㎐／ ｂｉ

ｔ対応など、最先端のハイレゾ音声フォ
バランス接続対応ケーブルは、片出し

ーマットにも万端対応する。
や両出しにも対応したバリエーションを
用意。とりわけ「ＷＯＯＤ ｉｎｎｅｒ」
ＨＭ０１ＭＢ」は、６Ｎ

のＭＭＣＸコネクター仕様イヤホンに対
応した「ＣＮ

ＯＦＣ導体の３芯構造をとるなど、高音
質化を徹底させた。また、いずれのタイ
プも布巻きケーブルで高級感を醸し出し
つつ、絡みにくい仕上げとしている。

ark guideline
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使用ガイド

ハイインテンシティーモードと
K2テクノロジーの効果に注目

Tips!

‒

‒

の音色はより多彩、明瞭になるのだ。
「ハイインテンシティ
ドで、より重心が下がったパワフルな音になる。どちらもぜ

モード」
は、
外部電源接続時に専用電源に切り替わるモー
ひ積極的に使いこなしてほしい。
※ポータブルアンプAX01
（SU-AX01）
の仕様
ハイレゾ対 応（USB 接 続 時：D SD 11. 2 MH z 、P CM
384kHz/32bit）／New「K2テクノロジー」／ヘッドホン端子
（3.5mm）
、バランスヘッドホン端子
（3.5mm×2）
／デジタル音声入力×
4系統
（USB-A、USB-microB、光、同軸）
、アナログ音声入力×1系統
（ス
テレオミニ）
／80.4W×28.5H×153.5Dmm／400g

‒

‒

‒

‒

実につかいこなし甲斐のあるアイテムだ。新
「K2テクノロ

印象。ベースのピッチがより克明になると共に、シンバル
写真はヘッ
ドホン
「 W O O D 0 1 」、ポタアン
「SU-AX01」
、バランス接続対応
ケーブル
「CN-HY01MB」
の組み合わせ

‒

11

ルマグネット」も搭載する。ユニット内

▼

にはクリアサウンドプラグを配置し、抜

▼

べてより薄膜化された軽量ウッドドーム
けがよく、純度の高い中高域再生も目指

▼

振動板を搭載すると共に、イヤーカップ
す。さらにイヤーカップ内は、中高域用

▼

前面に突起物を配して音を効果的に拡散
のキャビティを配置した
「シーケンシャ

今回の試聴テストを通じて３機種すべ

▼

させる
「アコースティックピュリファイ
ル・ツイン・エンクロージャー」を採用。

合わせで聴いてみた。どっしりとした低

てに感じられたのは、流行の音を追い求

＜

＞

＜
ダイアナ・クラールといった往年の名盤・

▼

ダイアナは声がやや艶っぽく、華やかに

アー」によって分解能を大幅に高めた。
グラスファイバー配合の高強度ポリアミ

重心のエネルギーバランスで、特にロー

感が醸し出される。明らかにバランス接
めるのでなく、純粋にＨｉ Ｆｉ再生を

名演奏など、エバーグリーンなハイレゾ

＞

＜

楽ファンに向けて、ＣＬＡＳＳ Ｓスペ

▼

かな低域を基調に、全帯域に渡りナチュ
なる印象だ。ピアノとベースのユニゾン

さらには、ウッド／ステンレス／真鍮／

いベースの響きがダイアナの歌唱をがっ

も広く、立体的な音場バランスも感じら

続のメリットである。 パット・メセニ
目指した音づくりという点だ。それは長

ダイアナ・クラール／ガール・イン・ジ・
音源をリアルな空気感とともに再生し、

シャルサイトおよびファイルウェブに

▼

ラルな質感を持っていることが印象的だ
もくっきりと張り出す。

の相性といってよい。

ＳＩＧＮＡのサウンドは
より緻密かつダイナミックに
最後に、ＳＩＧＮＡ ０１
（ＨＡ ＳＳ
０１）を検証してみよう。本機は、軽量
で高強度の新開発ＰＥＮ振動板を採用。

アルミ等の異種材料を組み合わせて不要
ド樹脂を用いたイヤーカップと相まっ

ちりサポートするという按配だ。バラン
エンドの骨格の太さが好ましい。レンジ

Ｂ」に交換してみると、一段とワイドレ
れる。ローエンドの力感と精巧な分解能

ー・ユニティ・グループ／ＫＩＮ では、
年使っても飽きることがなく、長時間使

アザールーム は、スモーキーな質感の

新しい気づきを与えてくれたＣＬＡＳ

あるように思う。スティーリー・ダンや

ボーカルをサポートする伴奏のスウィン

の質感がより克明だ。 スティーリー・

て、ＣＬＡＳＳ Ｓを使った名盤試聴の

▼

った。アダルトな落ち着いたトーンで、
ち、ビートがさらにがっちり骨太になっ

スティーリー・ダンでは、リズムが立

両出しのバランス接続対応ケーブル

力強さと繊細さを兼ね備えている。
た。ピッチが少しも曖昧にならず鮮明に
聴こえるのは、ＳＵ ＡＸ０１との抜群

「ＣＮ ＨＹ０１ＭＢ」
につなぎ変えてみ
ると、音場がスーッと広がり、若干膨ら
み気味なダイアナ・クラールのボーカル
音像とのバランスがうまく整う。スティ
ーリー・ダンは、ギターのカッティング
が小気味よい。パット・メセニーでも安
定感のあるエネルギーバランスで、パワ
カナル型イヤホンＷＯＯＤ ０１ ｉｎ
音の輪郭を細部まで再現すべく
「トリプ

フルなアンサンブルが楽しめた。
ｎｅｒ
（ＨＡ ＦＷ０１）
も、従来型に比

な振動をコントロールするメタルハーモ
て、中高域と低域のバランスの整ったフ

まずはＳＩＧＮＡ ０１に付属されて

現している。

ラットかつワイドバンドなサウンドを実

ナイザーの効能にも注目したい。
ＳＵ ＡＸ０１と標準ケーブルでダイ
ーエンドに重点を置いた音づくり。濃密
いるケーブルとＳＵ ＡＸ０１との組み

アナ・クラールを聴いてわかるのは、ロ
でウォームな音が持味で、太くて心地よ

ス接続対応ケーブル
「ＣＮ ＨＭ０１Ｍ
ンジになり、ローエンドが引き締まる。

１の存在が大きいだろう。

自動演奏を含めた多くの楽器による複雑
用でも聴き疲れしないというメリットが

流行に左右されない
エバーグリーンな名機

が印象的だった。これを片出しのバラン
ス接続対応ケーブル
「ＣＮ ＨＳ０１Ｍ
Ｂ」に変えてみると、ステレオイメージ

なアンサンブルをいささかも曖昧にせ

がグッとワイドに広がると共に、奥行き

ず、スケール豊かに再現する。緻密でダ
イナミックな再生音だ。

グ感が心地よい。さらにＳＵ ＡＸ０１

Ｓ Ｓの表現力と忠実度は、
まさしく
「違
いがわかる大人のためのヘッドホン＆イ

の威力だろうが、ボーカルをググッと押
し出す力感がある。ダイアナの声が一層
ヤホン」
といえる。

ダン／モーフ・ザ・キャット ではビート

リレー連載がスタートする。そちらにも

この感動を伝えるため、耳の肥えた音

濃密になった。また、リズムを司るベー

がくっきり立ち上がり、中低域にパワー

( CN-HS01MB )

＞

CLASS-S Special Site
http://www3.jvckenwood.com/accessory/class-s/

¥OPEN
（実勢価格¥11,000前後）
¥OPEN
（実勢価格¥22,000前後）
¥OPEN
（実勢価格¥9,000前後）

( CN-HY01MB )

( CN-HM01MB )

WOOD用

WOOD inner用

( SU-AX01 )

( SU-AX01 )

AX01

バランス接続対応ケーブル

SIGNA用

Warner Brothers
¥1,544
（FLAC 48kHz/24bit）

ポータブルアンプ

AX01

¥OPEN
（実勢価格¥110,000前後）
¥OPEN
（実勢価格¥110,000前後）
¥OPEN
（実勢価格¥110,000前後）

ポータブルアンプ
ポータブルアンプ

( SU-AX01 )

AX01

SPEC ●型式：密閉ダイナミック型 ●ユ
ニッ
ト
：40mmウッドドーム振動板 ●再生
周波数帯域：8〜45,000Hz ●質量：約
330g
（ケーブル除く）
SPEC ●型式：密閉ダイナミック型 ●ユ
ニッ
ト
：40mm高強度PEN振動板 ●再
生周波数帯域：8〜52,000Hz ●質量：
約245g
（ケーブル除く）

( HA-SW01 )

( HA-FW01 )

( HA-SS01 )

¥OPEN
（実勢価格¥70,000前後）
¥OPEN
（実勢価格¥50,000前後）

WOOD 01

WOOD 01 inner

"WOOD"を極める

1
PLAN
"WOOD inner"を極める

ハイクラスヘッドホン
ハイクラスヘッドホン

SIGNA 01

バランス接続対応ケーブル
バランス接続対応ケーブル

Donald Fagen
The Nightfly

‒

SPEC ●型式：密閉ダイナミック型 ●ユ
ニッ
ト
：11mmウッドドーム振動板 ●再生
周波数帯域：6〜50,000Hz ●質量：約
14.0g
（ケーブル除く）

JVCのハイクラスヘッ
ドホン
「CLASS-S」
の色あせない魅
力を伝えるスペシャルサイ
トに、この春、新たなコンテン
ツが加わる。本誌が手がけるオーディオビジュアル専門
サイ
ト
「PHILE WEB」
とのコラボレーションによる特別連
載
「CLASS-Sな音楽の旅
（MUSIC JOURNEY）
」
だ。
小原由夫氏が、CLASS-Sシリーズを片手に、エバーグ
リーンな名盤・名演をたどっていくコラムを定期的に発信
していく。 第１回はドナルド・フェイゲンの名盤「 The
Nightfly」
を紹介。こちらもぜひ、楽しみにしてほしい。

スのピッチやスネアドラムを擦るブラシ

が漲る。これはＤＡＰ単独では表現でき

ご期待いただきたい。

. 16 JVC Kenwood Design

ハイクラスヘッドホン

‒

ないエネルギー感であり、ＳＵ ＡＸ０

ass-S mark guideline

PLAN

‒

バランス接続によって
力強さと繊細さが加わる

‒

¥OPEN
（実勢価格¥45,000前後）

CHECK!

小原由夫の新ウェブ連載
CLASS-Sな音楽の旅
（MUSIC JOURNEY）
はじまる！

‒

2
JVC CLASS−S
ポタアン×リケーブルによる
最強セットを徹底検証！

‒

ass-S マーク 使用ガイド
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‒

"SIGNA"を極める

‒

‒

‒

3
PLAN

‒

‒

‒

‒

