
シンなども作られていたのをご存じでしょうか。いずれ

も現在は発売されていないものの、マイク同様、先進の

技術によって作られていたようです。

1963年には当時としては珍しい、ゲルマニウム・ト

ランジスタを使用した、10入力、2出力、4グループ仕

様のコンソールを発表しているほか、1970年代後半か

らコンピュータ制御のコンソールが一般的になると「N

7000」をリリース。ベルリン・フィルハーモニー管弦

楽団やドイツ連邦国防軍のメディアセンターに導入され

ています。ちなみに、実際の製品開発のリファレンスに

は、自社開発のシステムが採用されているようです。も

しかしたら、今後NEUMANNのマイク・プリアンプや

コンソールが販売される日が来るかもしれません。

NEUMANNとSENNHEISER（ゼンハイザー）。この

2社は、いずれもドイツを代表する世界的なマイク・ブ

ランドですが、NEUMANNは1991年にSENNHEIS-

ER社に買収されています。とはいえ、それまでNEU-

MANNが培ってきた技術やマインドに変化はなく、その

後もNEUMANNブランドとしての製品作りが行われて

いくことになります。

1990年代に入って音楽制作を取り巻く環境が変わる

と、NEUMANNからも時代に合わせたラインアップが

登場。1993年に発売された「TLM 193」は、それま

で業務用スタジオやハイエンド・ユーザーしか使うこと

が難しかったNEUMANNのサウンドを、個人ユーザー

や予算の限られたスタジオでも手に入れることができる

ような手頃な価格で実現し、ヒットしました。そして、

1997年には現在も人気の「TLM 103」を発売。

1998年にはTECアワードに輝くなど、低価格でもしっ

かりとNEUMANNブランドの魅力を感じることができ

る製品の1つと言えます。

1995年には再び、真空管マイクの販売を開始。テッ

ク賞を受賞した「M 149 Tube」は、ビンテージのU

47やM 49と同じ、K 49というカプセルが採用された

NEUMANNのフラッグシップ・モデルで、ワイドレン

ジで密度の高い、音楽的な伝統のNEUMANNサウンド

を継承しました。9段階にも及ぶ指向切り替えや現行モ

デルならではの安心感もあり、多くのエンジニアが信頼

を寄せ、その後発売される「TLMシリーズ」はどれも高

い評価を得ることになります。

どちらかと言えば、レコーディングの分野で注目され

ることが多かったNEUMANNですが、1999年にはス

テージでも使えるハンドヘルド・マイク「KMS 105」

を発売します。さらには、親会社であるSENNHEISER

のプロ用ワイヤレス・マイク「SKM 5000」のカプセ

ル・バージョンを発売するといった、コラボレーション

も見られました。

87」が登場。U 87はマイクカプセルなどの基本的な構

造はU 67と同様で、真空管をトランジスタに置き換え

たものだったようです。

これはU 87に限ったことではありませんが、マイク

が真空管からトランジスタへと移ったことで、専用のパ

ワーサプライが不要になったという点も見逃せません。

真空管マイクはマイク1本に対して、1つのパワー・サ

プライを利用する必要がありましたが、ここでNEU-

MANNが考案したのがファンタム電源という考え方で

す。今ではコンデンサー・マイクの標準とも言うべきフ

ァンタム電源も、実はNEUMANNが作り上げたシステ

ムなのです。これにより、ダイナミック・マイクで使わ

れていたXLRケーブルをそのままコンデンサー・マイク

でも利用できるようになり、電源の種類を気にする必要

もなくなる、といった互換性が劇的に向上しました。初

期のU 87は専用の7Pinコネクターを採用していました

が、その後、3PinのXLR端子へと変更したU 87iへモ

デル・チェンジが行われることになります。

NEUMANNのマイクのサウンドは、多くの業界関係

者にとって満足のいくものでしたが、マイクという構造

上、どうしても人間が聴く音と収録される音には違いが

出てしまいます。そこで、新たな試みとして取り入れら

れたのが、ダミー・ヘッド・マイクです。1973年の国

際ラジオ・テレビの展示会で初めて発表された「KU 80」

は人間の頭の形をした、ボディーの耳の鼓膜に相当する

部分にマイクが取り付けられるという異色のものでし

た。それまでのマイクのように平面ではなく、3次元の

聴覚要素を再現できるという、ありそうでなかったコン

セプトは注目を浴び、人々を驚かせたのです。その後、

KU 81、KU 100と進化していくことになります。

マイク・メーカーとして認知されているNEUMANN

ですが、マイク以外にもコンソールやカッティング・マ

単一指向性／無指向性の切り替えが可能など、画期的な

進化を遂げ、NEUMANNの名前は一躍、世界中に広ま

ります。マニアックな話ですが、カプセルにはCMV 3

用に開発されたM 7（その後、K 49カプセル）を、真

空管にはTELFUNKENのVF14を使用したU 47のサウ

ンドは、強烈な個性と共にビートルズをはじめとする、

多くのエンジニア／アーティストを魅了し、今なお愛用

され続けています。

1951年には「M 49」がデビュー。M 49の初期モ

デルはU 47と同じ、M 7（後にK 49）カプセルが搭載

されていたのですが、指向性の切り替えをアンプ部に搭

載することで遠隔操作を可能にするなど、機能面でも進

化したものでした。そして、1960年にはグリルやマイ

ク本体の音への影響を含めて解析された「U 67」をリ

リースするなど、次々にマイクのスタンダード・モデル

を打ち立てていきました。

1950年代は、テレビや放送局に向けた製品を数多く

リリースしていくことになるのですが、中でも画期的だ

ったのが1956年に発売した「SM 2」です。SM 2は2

つの双指向性のカプセルを同軸上に配置した世界初のス

テレオ・コンデンサー・マイクで、1本でリアルなステ

レオ感を持ったサウンドを収録できるということもあ

り、ステージ収録に重宝されたようです。

当時のマイクには、すべて真空管が使われていたので

すが、1960年代になるとトランジスタが登場。次第に、

マイクも真空管からトランジスタへと置き換わっていく

ことになります。NEUMANNも1965年に初のトラン

ジスタ・マイク「KTM」を発売しています。そして、

1967年にはNEUMANNを代表するマイクの1本、「U

師、ゲオルグ・ノイマン（Georg Neumann）氏とエー

リッヒ・リックマン（Erich Rickmann）氏の2人によ

ってGeorg Neumann GmbHとしてベルリンに設立さ

れます。当時は、まだ炭素粉の接触抵抗の変化を利用し

たカーボン・マイクを使ったレコーディングが一般的だ

った時代。高感度ではあるものの音は歪みやすく、周波

数特性の面でも納得のいくものではなかったようです。

設立の年にはNEUMANN初のコンデンサー・マイクと

なる「CMV 3」を発表します。従来のマイクに比べて

音質的に優れていたのはもちろん、史上初の大量生産さ

れたコンデンサー・マイクということで、「ノイマン・

ボトル」の愛称で親しまれたようです。また、CMV 3

はヒトラーが演説に使用したことでも有名。歴史の資料

などで、高さ40cm、直系9cm、重さは3kgという印象

的なフォルムを見たことがある方も少なくないのではな

いでしょうか。

カプセル部分を変更することで、指向パターンを変化

させることが可能だった点も見逃せません。1本のマイ

クで複数の指向性を切り替えるというのは、今でこそ当

たり前ですが、その礎を作ったのがNEUMANNなので

す。世界初のコンデンサー・マイクの商品化、指向性の

切り替えと、この段階で2つの画期的な発明をしている

点から見ても、いかにNEUMANN社が高い技術力を持

っていたかが伺えますね。そして戦後、東西ドイツに分

かれた関係で1946年に現在のGeorg Neumann

GmbHが新たに設立されるのです。

その後、1947年に発売された「U 47」は現在のビ

ンテージ市場で、最も高い評価を得ているマイクと言っ

ても過言ではないでしょう。本体は一気に小型化され、

改めて説明するようなことではないかもしれません

が、楽器を「録る」時に機材面で最も重要な意味を持つ

のがマイクです。ボーカルや楽器の音を電気的な信号に

変換するという働きゆえ、サウンドに最も影響を与える

部分です。最近ではDAWやプラグインなどで録音後に

いくらでも音を加工することはできますが、基本的には

マイクで録音された音の中で弄っているだけ、です。ま

た、DAWシステムでの録り音の音質向上を考えた際に、

オーディオ・インターフェイスやマイク・プリアンプの

グレードアップを考える方も少なくないと思いますが、

その辺りの機材を変えるよりもマイクを変えた方が効果

的と言えます（もちろん、ある程度のクオリティーの機

材が揃っていることは必要ですが）。マイクはすべての

始まりになる部分なので、どんな機材よりもこだわるべ

きポイントなのです。

今回紹介するNEUMANN（ノイマン）のマイクは、

世界中のエンジニア／ミュージシャンから絶大な支持を

得ているマイク・ブランドの代表格と言っても過言では

ないでしょう。これは国内外のレコーディング・スタジ

オのスタンダードとしてNEUMANNが導入されている

…というよりも、いわゆる商業スタジオでNEUMANN

を置いていないところを探す方が難しい…と言えるほど

に、定番のブランドなのです。ここまで愛される理由は、

そのサウンドを含めた信頼性の高さが最大の理由でしょ

う。ここで、少し歴史を振り返ってみたいと思います。

その歴史は1928年まで遡ります。ドイツのマイク技

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については、

なかなか知らないもの。レコーディングやDAWの業界で定番となってい

るブランドの過去を振り返りつつ、改めて現行製品を見てみよう！という

のが本コーナーです。今回はプロフェッショナルの現場で絶大な支持を得

ているNEUMANN（ノイマン）に迫ってみましょう。高級マイクの代名

詞とも言えるNEUMANNには、どのような歴史があるのでしょうか。

マイクの重要性と信頼性

写真1 ゲオルグ・ノイマン氏

メイド・イン・ジャーマニー

写真2 エーリッヒ・リックマン氏

数々の名機たち

写真3 NEUMANN初のコンデンサー・マイク、CMV 3a

写真4 伝説となり、ビンテージでも希少価値の高い、U 47

写真5 指向性が遠隔操作できるようになった、M 49

写真6 2つのカプセルを内蔵し、ステレオ収録を可能にした、SM 2

トランジスタの時代へ

写真7 スタジオ定番のU 87はNEUMANNを代表するマイクの1つ

写真8 ダミーヘッドで、自然な空間再現を目指した、KU 80

NEUMANNのコンソール？

写真9 本格的なレコーディング・コンソールも開発していました

新時代のNEUMANN

写真10 現在のフラッグシップとなる、M 149 TubeD
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U 87Ai

KH120A

TLM 102

KMS105TLM 49

21世紀に入ると、NEUMANNはデジタル・マイクの

開発にも着手し始め、「Solution D」というモデルを発

表します。従来のマイクはマイク・ケーブルでアナログ

の音声を送って使用しますが、Solution Dでは専用のマ

イクとA/Dコンバーターを搭載したインターフェイス、

コントロール用ソフトウェアを組み合わせることで、デ

ジタル・データとして音声を送信。デジタルであるため、

ノイズの影響を受けないクリアなサウンドを得ることが

可能になりました。

また、ブロードキャスト用途ではNEUMANNとして

は初となる、ダイナミック・マイク「BCM 705」で新

たなカテゴリに参入しているほか、2011年に発表され

た、NEUMANN初のスタジオ・モニター「KH 120A」

の登場は記憶に新しいところです。

およそ80年にわたるNEUMANNの歴史を振り返りま

したが、とにかく濃い！の一言。その時代に求められて

いる製品をラインアップし続けているだけではなく、指

向性の切り替えやファンタム電源といった、現在のマイ

クの「当たり前」を生み出したパイオニアなのです。

では、なぜここまでNEUMANNは評価され続けてい

るのでしょうか。その最大の理由は、サウンドを含めた

「信頼性」と言えます。音楽制作の現場では、何よりも

信頼性が重要視されます。冒頭で触れた通り、マイクは

演奏をレコーディングする上で最もサウンドに影響する

機材なので、マイクのサウンド・クオリティーはもちろ

ん、壊れにくさや製品のサポート体制といった、品質面

でもハイレベルのものが求められるのです。

そのため、NEUMANNでは低価格なモデルであって

も上位機種と変わらない、徹底した品質管理が行われて

おり、常に最高の製品を送り出しています。例えば、創

業以来、基板以外のダイアフラムやハウジング、さらに

はネジ1本に至るまで、すべての作業工程はドイツ国内

で専門技師による手作業で行われている…というのです

から驚きです。これにより、年代や個体による音質の差

が生じにくく、常に一定のパフォーマンスを得ることが

できるようになっています。万が一、故障した場合も、

ストックされたオリジナル・パーツで新品同様の修理が

写真11 デジタル・マイク、Solution D

NEUMANNの魅力とは

可能。すべての製品に3年という長い保証期間が設けら

れていることからも、品質に絶対の自信を持っているこ

とが伺えます。この製品に対する情熱がNEUMANNの

最大の魅力であり、NEUMANNが選ばれ続ける理由で

もあるのです。

自宅ユースで考えると、NEUMANNの製品は気軽に

導入できるものではないかもしれませんが、そのクオリ

ティーは普及価格帯の製品とは一線を画していると言え

ます。とにかく一度、そのサウンドを聴いてみてくださ

い。なぜ、スタジオをはじめとするプロフェッショナル

の現場ではNEUMANNが評価されているのか。単純に

値段では計り知れない、「品位」を感じることができる

でしょう。

最近の製品を見てもわかる通り、多くの実績を持つ老

舗でありながらも、常に新しい分野を模索し続ける

NEUMANN。これからも目が離せません。

写真12 厳格な品質管理のもと、手作業で組み上げられている

NENMANNのマイクと言えば、まずこのモデ

ルを思い浮かべる方が多いでしょうか。U 87Ai

は世界中のレコーディング・スタジオの定番とな

っているモデルで、雑誌やプロモーション・ビデ

オなどでもよく見かけるコンデンサー・マイクの

スタンダードと言っても過言ではありません。

U 87Aiは1967年にデビューした、U 87の

現代版。初代U 87からいくつかのマイナー・チ

ェンジを経て、1986年にデビューしました。

時代と共に進化してきたマイクで、現行製品で

ありながらも25年以上にわたって定番であり続

けている、ロングセラー・モデルです。

ヘッドグリル下のスイッチを操作することで、

無指向／双指向／単一指向と3つの指向性の切り

替えが可能で、背面には10dBのアッテネーター

を搭載。127dBまでの音圧レベルに対応し、大

音量の楽器でも使用することができます。さら

に、近接効果による低域の補正を行えるロー

ル・オフ・スイッチも搭載。その「使用範囲の

広さ」も、特徴の1つと言っても良いでしょう。

サウンド的な特徴は、まさにCDで聴き慣れた、

あの音。NEUMANNらしい、しっかりとしたミ

ッドと、音ヌケの良い高域を持っており、細か

くイコライジングしなくてもオケに埋もれない、

芯のあるサウンドを収録できます。特にボーカ

ルやアコースティック・ギター、弦楽器など、

主調させたいパートに最適で、実際にスタジオ

でもそのような楽器で使用されることが多いと

言えます。

万能に使えるため、どんなソースにも対応でき

るというのが強み。例えば、ボーカリストの声質

によって合う／合わないというケースがあります

が、U 87 Aiはどんな声質でもそつなくこなして

くれることでしょう。そんな特徴からか、スタジ

オではとりあえずU 87Aiで試して、そこから傾

向を考える…というリファレンス的に使用できる

点も、エンジニアやミュージシャンから絶大な支

持を得ている理由の1つでしょう。

オプションのサスペンション・ホルダーと合

わせると、宅録環境では価格的にハードルの高

さを感じかもしれませんが、安価なマイクとは

別次元のサウンドを聴かせてくれます。ある意

味、市販CDのような質感を手軽に再現するのに、

最も適したアイテムと言っても良いかもしれま

せん。本気でマイク・レコーディングしたい方

には、まず試して欲しい1本です。

☆主な仕様
■指向性切替式（無指向性、双指向性、単一指向性）

■周波数特性：20Hz～20KHz

■最大入力音圧レベル：127dB SPL/117dB(単一指向性)

■SN比：80dB

■出力インピーダンス：200Ω

■本体寸法：200×56φmm

■重量：500g

NENMANN伝統のサウンドを、最も手軽に手に入

れることができるのがTLM 102です。発売当時は、

NEUMANNがこの値段で買えるの？と、大きな話題

となりました。

まず目を惹くのが、本体サイズの小ささ。U 87Ai

をはじめ、一般的なマイクの約半分程度の手のひらに

収まるボディーに、ラージ・ダイアフラムを搭載。コ

ンパクトであってもクオリティーに一切の妥協がな

く、風格を感じるマイクです。

指向性は単一指向性のみですが、しっかりとしたミ

ッドを持つ、NEUMANNサウンドはきちんと継承さ

れています。同価格帯のマイクでは、どうしても不安

定であったり、歪みが出たりといったことが起こって

しまいがちですが、驚くほどナチュラルなサウンドは、

ワンランク上のマイクとも十分に渡り合えるクオリテ

ィーと言っても良いでしょう。ボーカルのおいしい成

分をしっかり引き出すことができるのはもちろん、ア

コースティック・ギターをはじめ、幅広い楽器で使用

することが可能です。

ユニークなのは、ポップガードを使用する必要がな

いということ。一般的なコンデンサー・マイクは、ポ

ップノイズなどを防止するためにポップガードを設置

して使いますが、TLM 102のグリル内は二重のメッ

シュ構造になっており、内部にポップガードが仕込ま

れているため、別途用意する必要がありません。また、

マイク自体が振動の影響を受けない設計になっている

ので、コンデンサー・マイクで必須となるサスペンシ

ョン・ホルダーを必ずしも使用する必要がない、とい

う点もポイントです。

クオリティー、値段、使い勝手、のどれをとっても

優秀なTLM 102は、宅録ユーザーにもピッタリの製

品。初めての「NEUMANNのマイク」にも最適な1

本ではないでしょうか。

☆主な仕様 ■指向性：単一指向性 ■周波数特性：20Hz～
20KHz ■最大入力音圧レベル：144dB（歪率0.5%以下）
■SN比：82dB ■出力インピーダンス：50Ω ■本体寸
法：116×52φmm ■重量：260g

NEUMANNはマイクロホンの分野で評価を得てい

るブランドですが、そんな同社満を持して発売した

モニター・スピーカーがKH120Aです。

NEUMANNはこれまでコンソールやカッティン

グ・マシンなど、マイク以外のプロダクトを開発し

てきた歴史もありますが、音の入り口である「マイ

ク」の名門ブランドが次に手がけたのが、出口であ

る「スピーカー」というのはとても興味深いところ

です。モデル名の「KH」は今はなきドイツの名門

スピーカー・メーカー、Klen + Hummelの略称。

その技術を受け継ぎ、さらに昇華させたのが

KH120Aなのです。

スピーカーの基本性能としては、25mmツイー

ターと130mmウーファーを搭載した2wayバイ・

アンプという、比較的オーソドックスな仕様です。

ポイントは低歪チタニウム・ツイーターと

Mathmatically Modelled Dispersion（MMD）

テクノロジーという技術を採用したアルミニウム・

キャビネットの組み合わせにより、音響特性による

悪影響を抑えている点。ツイーター部分を見ると、

広めのウェーブ・ガイドが付けられていることがわ

かりますが、これによって広いスイート・スポット

を可能にしています。

周波数特性が驚くほどフラットに作られている点

も特徴で、あらゆる音をクセなく再生するという、

モニター・スピーカーの基本を厳守していることが

伺えます。自宅でも十分に使えるサイズながら、し

っかりとした低域を再生してくれるなど、スピーカ

ーにもマイク同様、NEUMANNの哲学を感じるこ

とができます。

背面にはBASS、LOW-MID、TREBLEのアコ

ースティック・コントロール・スイッチが搭載さ

れているので、部屋に合わせた微調整が可能。過

大入力時にはリミッターが働き、リミッターが動

作するとボディーのアクセントにもなっているロ

ゴが赤く点灯するなど、細かい部分まで作り込ま

れている印象です。

☆主な仕様
■ドライバ: 25mmツイーター、130mmウーファー

■周波数特性: 52Hz - 21KHz ±3dB

■ツイーター・アンプ出力：50W （ピーク時80W）

■ウーファー・アンプ出力：50W （ピーク時80W）

■クロスオーバー周波数：2.0KHz

■本体寸法（W×H×D）：182×277×220mm

■重量：6.2kg/本

1951年に発売された真空管マイク、NEU-

MANN M 49をトランジスタ回路を使って現

代に蘇らせたモデルがTLM 49です。パッと

見ただけでは判断ができないほどにそっくり

な外見のTLM 49ですが、見た目だけではな

く、M 49で使われていたK 47カプセルを採

用。サウンドも忠実に受け継いでいる点が最

大の特徴です。

もちろんNEUMANN伝統のトランス・レス

仕様で、単一指向性のみ。余計な機能をあえて

排除するシンプルな設計によって、ピュアなサ

ウンドを実現しています。現行製品なので安心

して使うことができ、ビンテージのNEU-

MANNサウンドが欲しい場合はコレでしょう。

☆主な仕様 ■指向性：単一指向性 ■周波数特性：20Hz～20KHz ■最大入力音圧レベル：
114dB（歪率0.5%以下）■SN比：82dB ■出力インピーダンス：50Ω ■本体寸法：
165×78φmm ■重量：825g

ライブ・ステージでもスタジオのようなサ

ウンド・クオリティーを実現する、ハンドヘ

ルド・タイプのマイクがKMS105です。通常

のハンドヘルド・マイクはウレタンのウィン

ドウ・スクリーンを内蔵していますが、この

場合は高域成分を損なってしまいます。そこ

で、KMS105では独自の4層構造のメッシュ

を採用。ハンドリングなどのノイズ低減と音

ヌケの良さを両立しています。

スタジオ・コンデンサー同様のカプセルを

ボーカル専用にチューニングすることで、ス

テージ上でもNEUMANNクオリティーのサウ

ンドを実現しています。多くのプロ・ボーカ

リストがライブで使用していることも、クオ

リティーの高さを証明しています。

☆主な仕様 ■指向性：超単一指向性 ■周波数特性：20Hz～20KHz ■最大入力音圧レベ
ル：150dB（歪率0.5%以下）■本体寸法：180×48φmm ■重量：300g

NEUMANNの主な製品
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