
題になったので、記憶に残っ

ている人も多いのではないで

しょうか。

その後もゼンハイザーは

「世界中のユーザーが使用出

来る最も優れた技術の開発を

目指し、ひたむきに革新的な

解決策を研究する」という壮

大なコンセプトの元、音響機

器のリーディング・カンパニ

ーとして、次々と新たな製品

を発表していきます。また、

ドラマ収録やスポーツ中継な

どでよく目にする、指向性の

強いガン・マイクの開発にも

積極的で、1987には当時の業界で絶大な支持を誇った

「MKH 816」が高く評価され、アカデミー賞から表彰。

1989年には世界初の屋外中継用ワイヤレス・ミキサー

「WM 1」、1993年に世界初のデジタル・ヘッドホン

「IS 850」など、これまでに世界初となるプロダクトを

いくつも生み出してきています。

余談ですが、ヨーロッパではレコーディング関連のマ

イクのうち、70～80%がゼンハイザーのマイクとも言

われているようです。このことからもゼンハイザーの持

つ技術力の高さが伺えます。また、1991年には同じく

ドイツのマイク・メーカーでレコーディング・スタジオ

のデファクト・スタンダードとなっているNeumann

（ノイマン）社を子会社化しており、マイクの一部は

Neumann社と同じ工場で作られているようです。

最近では様々なメーカーが参入して激戦状態となって

いるワイヤレス・システムのカテゴリーにおいても、ゼ

ンハイザーは非常に長い歴史を持っています。

ゼンハイザー初となるワイヤレス・マイクは1957

年、まだLavor Wの時代に発表されており、かなり前か

らワイヤレスの開発に積極的だったことが伺えます。そ

の後も定期的にワイヤレス製品を発表し、1996年には

RFワイヤレス・テクノロジーでエミー賞（優れたテレビ

番組やその製作関係者に贈られる賞）を受賞。1998年

にはトップ・ミュージシャンも愛用するエボリューショ

ン・シリーズを発表し、1999年に発売されたエボリュ

ーション・ワイヤレスはゼンハイザーの歴史の中で最も

成功したワイヤレス・マイクとなります。

ゼンハイザーのワイヤレス・システムのアドバンテー

ジは、限られた帯域内で同時に運用できるチャンネル数

が大きいことが挙げられます。特に日本国内では利用出

というほど愛用されていたようです。現在は音楽のサウ

ンドの重心が下がってきたこともあり、MD 421よりも

低域を出せるマイクがたくさん発売されていますが、今

なお使われ続けているのは、やはりそのサウンドが魅力

的だからに他なりません。

そんなMD 421にはいくつかの改良や何パターンもの

バリエーションが生み出され、現在もMD 421 IIという

モデル名として愛用され続けており、ゼンハイザーを代

表するプロダクトの1つと言えます。なお、現在のMD

421 IIの本体はブラックですが、初期のMD 421はホ

ワイトです。そんなことからホワイト・モデルを「白ク

ジラ」と呼び、エンジニアの中でも特に人気の高いマイ

クです。

1968年にはヘッドホンの開発もスタート。そして、

生み出された「HD 414」は世界初のオープン型ヘッド

ホンとして世界中で1,000万台を超える記録的なセール

スを実現し、後のオープン型ヘッドホンの指標となりま

した。オープン型ヘッドホンは発音部分の後ろ側に音が

出入りするための穴が開けられたヘッドホンで、傾向と

してはクローズ型のヘッドホンに比べて高音域の伸びに

優れた自然なサウンドと言われ、クローズ型との違いは

明確。オープン型ヘッドホンの登場は当時、リスナーに

大きな衝撃を与えたことでしょう。発売から40年以上

が経った今では、より高解像度で装着感の良いヘッドホ

ンはたくさんありますが、その心地良いサウンドは現在

のゼンハイザーにも受け継がれており、ルーツと言って

も良いでしょう。なお、当時の日本ではYMO（イエロ

ー・マジック・オーケストラ）が使用したことでも脚光

を浴びたようです。オーディオ・ファンを中心に未だに

ファンが多いモデルで、数年前に限定で再販売されて話

作られたようですが、現在はこのマイクがないレコーデ

ィング・スタジオを探す方が大変なほど、定番マイクと

して使われており、レコーディングのみならずライブの

PA用途としても目にすることが多いのではないでしょ

うか。

そのサウンドの特徴は、程度な粘りがありつつもパン

チ感のある中低域。その見た目同様に独特のサウンドが

持ち味です。そのため、ドラムのタムやスネア、キック

といった皮モノからギター／ベース・アンプなどで使わ

れるケースが多いです。また、一般的なダイナミック・

マイクよりも繊細なサウンドもカバーしてくれるので、

ボーカルにもハマってくれたり…と用途を選びません。

昨今では低域を得意とするマイクが様々なブランドから

発売されていますが、当時は「低域と言えば、MD 421」

まずは設立から現在までの歴史を見ていきましょう。

誰ですか？　センヘイサーって読んでいる人は…。正し

くはゼンハイザーです。この読み方から想像できる通り、

ドイツのハノーバーに本拠を持つメーカーで、今から半

世紀以上も昔…1945年にフリッツ・ゼンハイザー博士

によって、木造の自宅の一部を利用して設立された

Lavor W（Laboratorium Wennebostel）社が母体と

なっています。

元々は測定器関連の機器を作るメーカーとして始まっ

たLavor W社ですが、設立の翌年、1946年からはマイ

クの製造を始めることになります。そして、発表された

第一号モデルが「DM 1」です。翌年にはさらなる高音

質化を研究し、「DM 2」を発表し、精力的な開発を行っ

ていきました。その後Lavor W社は、1958年に現在の

社名である「Sennheiser Electronic」に改称すること

になります。

そんなゼンハイザーの名を一躍世界

中に広めることになったのが1960年

に発売された「MD 421」です。MD

421はその独特な形状からクジラ・マ

イクという愛称でお馴染みで、レコー

ディングに興味を持っている人ならば

誰もが知っている、超定番のダイナミ

ック・マイクです。元々は放送局用に

レコーディングはもちろん、ライブや各種イベントな

ど、音楽を他者に伝える上で、マイクの存在は欠かすこ

とが出来ないものです。マイクの歴史を振り返ってみる

と、そもそもは電話機の送話器として発明されたもの。

音声を電気信号に変換するという基本的な構造自体は今

現在と同じですが、音楽用途として用いられるようにな

るのは1900年代に入って電気的な録音システムが確立

されてから。つまり、マイクの歴史というのはここ100

年程度で急速に発達した分野なのです。

今回紹介するゼンハイザーは設立から現在に至るまで

数々の実績を重ね、マイクをはじめとしたオーディオ・エ

レクトロニクス界に影響を与えてきたメーカーです。

製品は知っていても、それを生み出すメーカーの歴史や遍歴はなかなか知らないもの。そんな定番のブランドの背景に迫っ

ていくのが本コーナーです。今月取り上げるのはSENNHEISER（ゼンハイザー）。マイクやヘッドフォンなど、音楽制作

の現場からイヤフォンといったリスニング・アイテムまで、その高い品質で世界中から信頼されている音響メーカーです。

スタートは測定器

数々の“世界初”
ワイヤレスの歴史も深い

写真1 ドイツのハノーバーにあるゼンハイザー本社

ゼンハイザー製品をチェック！

【ショールーム】
ショールーム・サービスセンター：
東京都港区南青山１－１－１（新青山ビル西館2F）
東京メトロ銀座線、半蔵門線　青山一丁目駅直結
都営地下鉄大江戸線　　　　 青山一丁目駅直結
ショールーム営業時間：平日　11:00-18:30 
※土日祝祭日休業

来る帯域が779-788/797-810MHzと、他の国と比

べて狭い帯域しか使用することが出来ません。しかも、

その限られた帯域の中でも混線を防ぐためにある程度周

波数を空けて使用する必要があるので、同時に使用出来

るチャンネル数がどうしても少なくなってしまいます。

そんな中、ゼンハイザーでは電波干渉を少なくすること

で限られた帯域を有効活用し、B帯の製品でも同時8チ

ャンネルを可能にするなど、高いスペックを実現してい

ます。この点でもゼンハイザーの技術力の高さがわかる

のではないでしょうか。

マイクやワイヤレス・システムは、今でこそアマチュ

ア・ミュージシャンでも手軽に使えるようになりました

が、現在のように普及する前は設備用途やプロフェッシ

ョナルのためのものでした。そんな高いクオリティーと

信頼性が求められる環境で培ってきた技術の蓄積があ

る、というのがゼンハイザーの強みと言えます。

次のページでは、多種多様なラインアップを誇るゼン

ハイザーの現行製品の中から、特に注目したいイチオシ

製品を紹介します。

写真2 MD 421 IIはドラム収録の定番マイク

写真4 ヘッドホンのヘッドトップに燦然を輝く同社のロゴマーク　

写真3 ゼンハイザー創設者のフリッツ・ゼンハイザー博士

ドラム・マイクの定番
"クジラ"

写真5 ワイヤレスのアンテナ。ライブ会場のステージ上などでこ
んな形のものを見かけたことはありませんか？
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カテゴライズされてはいるものの、当然リスニング用に

使っても実力を発揮してくれます。

接続ケーブルは着脱式で、標準（S/M/L）、ラメラ

（S/M/L）、ウレタン（S/L）、モールド（S/L）と豊富

なイヤー・アダプターを付属した、フラッグシップの名

に恥じない高級イヤホンです。

◇　◆　◇

今回はドイツの音響機器メーカー、ゼンハイザーを紹

介してきましたが、マイクからヘッドホンに至るまで、

高い技術力に裏付けされた堅実なプロダクトがゼンハイ

ザーの持ち味と言えるのではないでしょうか。ドイツの

クラフトマンシップ溢れるプロダクト、ぜひ手に入れて

ください。

クラスを超えた最高品質のワイヤレス・システム　evolution wireless G3

簡単・すぐ使えるワイヤレス

人気のワイヤレス・シリーズ、「evolution wireless

G3」を見ていきましょう。プロフェッショナル用途に

も耐え得る音質と性能を、十分手の届く価格帯で実現し

たのがシリーズ・フラッグシップとなる「evolution

500 G3」です。

ワイヤレス・システムというと、チャンネルの指定や

セッティングが難しそうなイメージが付きもので、これ

が導入の足かせになってしまっているケースも多いと思

いますが、evolution G3シリーズなら電源を入れるだ

けで誰でも使える工夫が施されています。

受信機にはオート・スキャンという機能が搭載されて

おり、これを使うことで使用可能な周波数帯域を自動で

探してくれます。これにより、他のバンドがどんな周波

数を使っているのか、混信を心配することなく、安全な

周波数を選ぶことが出来ます。そして使用する周波数が

決まったら、受信機側とのチャンネル合わせも赤外線通

信で一瞬。evolution Wireless G3シリーズを使うのに、

ワイヤレスや周波数帯の専門知識は必要ありません。

気になる音質ですが、よくワイヤレスは音が痩せる…

といったことを耳にしたことがあると思いますが、ワイ

ヤレスの音ヤセの大きな要因になっているのがコンパン

ティングです。

ワイヤレスで信号の伝送を行う場合、信号のダイナミ

ック・レンジをトランスミッタ側で圧縮（コンプレッシ

ョン）、レシーバー側で伸縮（エキスパンション）する

コンパンダ（コンプレッション+エクスパンション）と

いう処理が行われるのが一般的で、これによりワイヤレ

ス伝送に使用出来る限られた帯域幅の中で高いSN比を

実現しています。この圧縮／伸縮に使うアルゴリズムに

よって、サウンドに変化が出てくるのです。

evolution G3シリーズでは「HDX」という音楽に最

適化された独自のアルゴリズムを採用しており、これに

サウンドへのこだわり

よってワイヤードと遜色ないサウンドを実現していま

す。

また、evolution 500 G3は受信機（EM 500 G3）

とハンドヘルド側送信機のセットで販売されているので

すが、マイクの種類を選択出来るのがポイント。

パッケージとしてはワイヤードのボーカル・マイクの

定番、e 935のマイク・カプセルを搭載した「SKM

500-935 G3」のパッケージ「ew 500-935 G3」と

ゼンハイザーのフラッグシップ・マイクロフォンe 965

のマイク・カプセルを搭載した「SKM 500-965 G3」

のパッケージ「ew 500-965 G3」の2種類が用意され

ているほか、3種類の交換用マイク・ヘッド（カーディオ

イド・ダイナミックのMMD 935-1、スーパー・カーデ

ィオイド・ダイナミックのMMD 945-1、カーディオイ

ド／スーパー・カーディオイド・コンデンサのMMK

965-1）がオプションとしてあります。好みのサウンド

に合わせて細かくカスタマイズできる点も見逃せません。

evolution wireless G3には、他にも「evolution

300 G3」、「evolution 100 G3」の3グレードが用意

されており、用途や予算に応じて使い分けることが可能

です。

ワイヤレス・システムとしてのスペック上の違いは、

使用する周波数帯と同時利用可能なチャンネル数です。

evolution 500 G3はB帯だけで8チャンネルの同時運

用、A/AX帯も合わせれば最大32chまで。evolution

300 G3はB帯8チャンネルにA/AX帯16チャンネルの

24ch。evolution 100 G3はB帯のみの8チャンネル

の同時運用が可能となります。この辺りはどんな環境や

システムで使うかによって選択することになると思いま

すが、B帯で8チャンネルが運用出来るというのはevo-

lution G3 Wirelessの大きなアドバンテージとなるは

ずです。

ちなみに、evolution 100 G3はギタリストやベーシ

ストにも最適なパッケージとなっており、ベルトパック

側の送信機SK 100とインスト・ケーブルをセットにし

3つのシリーズ・ラインアップ

たパッケージ「ew 172 G3」が用意されています。レ

シーバー側にチューナー機能が備わっていたりと、ギタ

リストに便利な設計となっています。

ワイヤレス・マイクとしての高い基本性能と便利な機

能を備えたevolution Wireless G3シリーズは、ミュー

ジシャンに最適なシステムと言えるでしょう。

※300/100シリーズのベルトパック送信機を500シリ

ーズで使用することも出来ます。

▲下部の細くなっている部分はシャークフィンと呼ばれ、ゼンハイ
ザー・ワイヤレス・マイクのトレードマークになっている

▲ベルトパック送信機を使用すれば、ギターやベースも利用可能

ワイヤレス・システムには使用する周波数帯によって

いくつかの種類があり、それぞれA帯、AX帯、B帯、C

帯と分類しています。

その中で、音楽／楽器用途で使用されるのはA帯、

AX帯、B帯ですが、周波数に加えて大きな違いがあり、

ワイヤレス・システムを使う上で必ず知っておく必要が

あります。A帯、AX帯を使用するには免許を取得し、

使用する際に特定ラジオマイク利用者連盟（特ラ連）と

いう組織に申請し、許可を取ることが必要です。これは

事前に使用する周波数を調整することでワイヤレス同士

の混信を防ぐためで、こうすることで安心して使用する

ことが出来ます。

一方のB帯は免許や申請が不要でチャンネル設定も自

由に行うことが出来ますが、混信の可能性があります。

混信とは複数のワイヤレス・システムが同じ周波数に設

定された時に起こる現象で、音も出ない状態になってし

まいます。よくライブハウスなどで「他の出演バンドが

ワイヤレスを使っている場合は使えません」と言われる

のは、こういった理由からです。とは言え、音質自体に

違いがあるわけではないので、一般の利用であればB帯

で十分です。

A帯B帯って！？

ワイヤード・マイクの新機軸　evolution 900シリーズ

豊富なラインアップであらゆる楽器に

MD 421やMD 431といったダイナミック・マイク

のスタンダードと言われるマイクの技術を基に、音質と

信頼性を突き詰めたのがevolution 900シリーズです。

ボーカル用のハンドヘルドからアンプ用、各種楽器に至

るまで、幅広いラインアップが魅力です。ゼンハイザー

のマイクは応用範囲が広く、様々な楽器に使えるように

設計されていますが、用途ごとに特にオススメの定番の

モデルを見ていきましょう。

e 900シリーズの中でも特に人気が高いのがハンドヘ

ルド・マイク「e 965」です。ボーカル用として世界で

初めて2つのダイアフラムを採用したピュア・コンデン

サー・マイクで、これまでスタジオでしか再現出来なか

った細かいニュアンスをステージ上で再現することが可

能です。そのサウンドは非常にナチュラルで、ボーカリ

ストの声質を問わずに使えるのも人気の理由です。

また、スタジオ用途では「MK 4」も高い評価を得て

います。MK 4はe 965の音響特性をベースにしながら、

24金製1インチのトゥルーコンデンサーカプセルを搭載

したゼンハイザー初となる大型ダイアフラム・マイクロ

フォン。重量感を持ちながらも締まった低域、艶のある

中音域、高域は高い解像度と、ワイドレンジでナチュラ

ルなサウンドは自宅録音でも非常に扱いやすいです。

ギター・アンプの収録には

「e 906」がオススメ。立ち上

がりが早く、レンジの広いサ

ウンドはクリーンなカッティ

ングから歪みまで、幅広いサ

ウンドで効果を発揮してくれ

るでしょう。なお、3段階の音

色切り替えスイッチにより、

トーンの微調整も可能です。

平らなボディーはセッティ

ングの自由度も高いので、ラ

イブ／レコーディングを問わ

ずに使用することが出来ます。

低域の再現能力が求め

られるベース・アンプに

は、低音楽器に特化した

設計の「e 902」を。

大型のダイアフラムに軽

量のボイスコイルを組み

合わせることで、重低音

も余すことなく収録する

ことが出来ます。なお、

e 902はキック・ドラムに使っても効果的です。

キック・ドラムにはe

902とバウンダリーの

「e 901」を使うことで、

くっきりした輪郭と量感

を両立したコントロール

しやすいサウンドが得ら

れます。

スネアには高い音圧レ

ベルとトランジェント特

性を持った「e 905」。

タムには小型なボディーでパフォーマンスの邪魔になら

ない「e 904」という組み合わせが定番です。

また、ハイハットやシンバルにはペンシル・タイプの

「e 914」を使えば、キレの良いサウンドを収録するこ

とが出来るでしょう。

なお、ドラムの収録に最適なマイクを1セットにした

パッケージも発売されています。

楽器の形状上、マ

イキングの難しい管

弦楽器もグースネッ

クタイプの「e 908

B / e 908 Tew」を

使うことで、簡単に

最適なポイントにセ

ッティングすること

が出来ます。

ボーカル

ギター・アンプ

ベース・アンプ

ドラム

管弦楽器

モニターからリスニングまで ヘッドホン／イヤホン

オープン・エアーの代名詞

ミュージシャンにとって、ゼンハイザーというとマイ

クの印象が強いかもしれませんが、1968年に世界初の

オープン・エアー・ヘッドホンHD 414を発売して以

来、モニタリング／リスニングの分野でも高い評価を得

ています。

「HD 650」はオープン・エアー型ダイナミック・ヘ

ッドホンの代名詞とも言うべき定番モデルで、数々の受

賞歴を誇るHD 600をベースに使用材料を改善し、更な

る高音質化を図っています。

10～39,500Hzという広い再生能力から生まれるサ

ウンドは極めてナチュラルで、豊かな低域と適度な高域

のバランス感に優れているのが特徴で、楽器１つ１つを

驚くべき精度で再生してくれます。

そんな特性からジャンルを問わずに使用出来るのでリ

スニングはもちろん、ケーブルやイヤーパッドといった

交換用保守パーツも用意されていることから、音楽制作

のモニター・ヘッドホンとしても最適です。

最近ではステージ・モニターに変わって定番となりつ

つあるイヤーモニター。ゼンハイザーが誇る技術をフル

導入して開発されたのが、ダイナミック・イヤホンのフ

ラッグシップとなる「IE 80」です。

軽量でシンプルな新開発のアルミ製のハウジングはイ

ヤホンの常識を覆す程に優れた表現力と臨場感を実現。

原音に忠実なモニタリングを可能にしています。また、

ハウジング部には音質調整用のダイヤルを搭載し、好み

に合わせて低域の量感をコントロール出来るなど、細部

までこだわられているのも特徴です。イヤーモニターに

ダイナミック・イヤホンの究極形

▲SKM 5200
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