をこう聴いた！
野村ケンジは「IER-M9」
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DETAIL〈IER-M9ドライバー構造図〉

総合的な完成度の高さが際立つ
素直に“ほしい”と思わせてくれる、
随所に魅力溢れる製品がこの

マグネシウム
ハウジング

「IER-M9」
だ。ステージモニター、一般的にはユニバーサルIEM
（イ
ンイヤーモニター）
とも呼ばれる製品に必須のサウンドキャラクター

Sony

バランスド・アーマチュア型
ドライバー×5基

IER-M9

である、キレのよさや厚みをもつ中域、そしてボーカルから高域に
かけてのきめ細やかなニュアンス表現を巧みに実現しつつ、さらに
ソニーならではといえるグルーブ感のよい低域やクリアな音色など
も持ち、それらが絶妙にバランスされている。
いっぽうで、ハードロックからクラシック、EDMまで、音楽ジャン

ネットワーク

ルを選ばす素直に楽曲の魅力を伝えてくれる点もうれしい。高域

マグネシウム
インナーハウジング

¥OPEN
（実勢価格¥129,880前後）

SPEC ●型式：バランスド・アーマチュア型
（フルレンジ×2＋ウーファー＋トゥイーター＋
スーパートゥイーター）●再生周波数帯域：5〜40,000Hz ●能率：103dB ●イン
ピーダンス
：20Ω ●ケーブルの長さ
：約1.2m ●質量：約11g
（ケーブル除く）●付属品：
ハイブリッ
ドイヤーピース
（SS/S/MS/M/ML/L/LL）
、
トリプルコンフォートイヤーピース
（SS/S/MS/M/ML/L）
、4.4mmバランス接続ヘッ
ドホンケーブル
（約1.2m）
、キャリ
ングケース、ケーブルホルダー、クリップ、クリーニングクロス

へのスムーズな伸びや全体的な歪み感の少なさも貢献しているの
だろう。ステージモニターというキャラクター性を考えず、純粋にリ

マグネシウム振動板BA搭載

スニング用の高級イヤホンとしても大きな満足感を得られる、良質

5基のバランスド・アーマチュア型ドライバーを搭載。
そのうち1基、高域を担う
トゥイーターの振動板には、
より微細な音を再生するため、高い内部損失を誇る
マグネシウム合金を採用、銀コート銅線によるボイス
コイルで駆動する。
またドライバーを格納するインナー
ハウジングもマグネシウムとすることで不要な振動を
抑え、クリアなサウンドを実現する。

なサウンドだ。これは新開発のスーパートゥイーター採用もさること
ながら、各BAドライバーユニッ
トの微細な位置まで検討した作り込
みの細やかさ、ケーブル素材も含めてテストしたサウンドチューニン
グの徹底ぶりによる賜物だろう。遮音性の高さ、装着感の良好さ
も含め、とても完成度の高い製品だ。

ケーブルは着脱式。4.4mm/5極バラ
ンス接続ケーブルも付属。
13種のイヤー
チップも同梱している。

スペシャル
インタビュー

飽くなき挑戦を続けるソニーの新たな到達点。
いま絶対に聴くべきプレミアムモデル、
IER-M9/M7、MDR-Z7M2誕生の秘密に迫る。
インタビュー／野村ケンジ Kenji Nomura

約８年ぶりとなります。ラインアッ

ＰＡＲＴ１ ＩＥＲ‒Ｍ９／Ｍ７

プの頂点に、長きにわたり君臨でき

ミュージシャンはもちろん、 耳の肥えた音楽ファンからも

白いものが作れるのではないかと考

るような、高い完成度のイヤホンを

そこにソニーが８年ぶりの新作「ＩＥＲ‒M９／M７」を投入する。

えたことが起点でした。

ひとつです。また、ＢＡの場合はド

いま、 熱い注目を集める
「ステージモニター」。

飛世 インイヤー型のモニターヘッ

ライバーの前側の空間を閉じること

自社開発のマルチＢＡシステムを駆使した意欲作だ。

目指して、開発を進めました。

ができるので
「遮音性を高めやすい」

ボーカルの質感や楽器の音色を忠実に再現しながら、

野村 ソニーとしては、音質につい

というメリットもあります。

音楽としての全体のバランス、 正確なリズム表現も損ねない。

ては、どういったものを「ステージ

野村 音漏れを低減する「ノイズブ

ソニー史上、 最高傑作のステージモニター誕生の背景を尋ねた。

モニター」だと位置付けられたので

ロック構造」も特長でしたね。ユニ

野村 ソニーとして、本格的な「ス

しょうか？

バーサルタイプのステージモニター

テージモニター」を開発するという

桑原 これが正解だ、というステー

ということになると、装着性も重要

のは、まったく新しいチャレンジだ

ジモニターの音を定義することから

な要素ですよね。よりボディを小型

ったと思うのですが、まずはどうい

スタートしました。さまざまなスタ

にできるということも、ＢＡを使う

った経緯で、このコンセプトが生ま

ジオエンジニアやアーティストの

メリットでしょうか？

れてきたのでしょうか？

方々からお話をうかがい、プロが納

増山 装着性には非常にこだわりま

増山 プロフェッショナルの現場で

得する高音質がどういうものか、徹

した。耳への収まりやすさや音導管

もインイヤー型のモニターヘッドホ

底的にディスカッションしました。

の長さなどは、ソニーが秘蔵する多

ンが主流になっていますし、オーデ

飛世 ソニーならではのこだわりと

くの耳型を使って、なんども検証を

ィオファンの方々からも、ミュージ

して、音質面では３つのポイントに

行いました。

シャンと同じ環境で音楽を聴きたい

注力しました。「楽器の音色の正確な

野村 新たに開発された「プリフォ

というニーズが増えているというこ

表 現 」、「 各 楽 器 間 の バ ラ ン ス と 分

ームドイヤーハンガー」も素晴らし

とは認識していました。そのいっぽ

離」、「グルーヴ感を含めたリズムの

いですね。使い勝手のよさを高めて

‒
E
X

８ ０ ０ Ｓ Ｔ 」以 来 、

表現」。ここは徹底的に突き詰めた

くれています。

ドホンの開発にチャレンジするのは

部分です。

増山 自然と、かつ素早く、耳に安

「ＭＤＲ

野村 バランスド・アーマチュア型

定させて装着できるのが特長です。

うで、ソニーとしても技術的な蓄積

ドライバー
（ＢＡ）を選んだのには、

形状を自分で調整するタイプのイヤ

もできてきて、音質を突き詰めた面

ミック型やハイブリッド型という選

PREMIUM HEADPHONE GUIDE

なにか理由がありますか？ ダイナ

013

択肢は、最初からなかったのでしょ

うか？

飛世 まず、ＢＡは音の立ち上がり

がはやく、リズムの正確性が求めら

れるステージモニターに向いていま

す。それからマルチＢＡシステムで

ある、ということもポイントで、チ

ューニングによって低域から高域ま

で音色をコントロールできること

は、この方式を選んだ大きな理由の

「IER-M9/M7」
は遮音性を追求した設計となってお
り、ともに外部の音を遮断すると同時に音漏れも防ぐ
「ノイズブロック構造」
を持つ。
（写真はIER-M9）

凝縮されたプロダク
ト
妥協のないモノづく
り
ソニー技術陣が思い描いた
理想のステージモニターとは？

ソニーらしさが
細部にまで

巻頭

バランスド・アーマチュア型イヤホン

ソニーの新作イヤホン
「IER-M9」
と
「IER-M7」
は、ともにアーティストの要求にも応える
「ス
テージモニター」
として開発されたモデルとなっている。

012

多いのですが、これならそういった

いと耳に沿わず浮いてしまうことも

ーハンガーだと、きっちり調整しな
ーは、 ９だけに搭載されている特

合金を振動板に採用したトゥイータ

桑原 はい。ただし、マグネシウム

心配がありません。
な高域再生が可能です。とはいえ、

別なＢＡで、より繊細で、なめらか
９からこのトゥイーターを外せば

野村 コネクター部分についても、
新たな工夫が盛り込まれているんで
増山 コネクター部には様々な方向
それぞれに最適化された音響調整が

てのＢＡが異なる帯域を受け持ち、

７になるという訳ではなく、すべ

に負荷がかかることを想定し、端子
施されていて、ひとつとして同じ役

すよね。

や端子周りの形状に改良を加え、耐
割を持つＢＡはありません。

すね。
トワーク回路での帯域分割も含める

ずらして音を混ぜあわせたり、ネッ

でも、音導管からの距離をわずかに

飛世 そのとおりです。ただし、そ

周波数帯域を受け持っているわけで

て、すべてのＢＡがそれぞれ異なる

野村 ネットワーク回路を持ってい

久性を高める仕様としています。

徹底的に検証を繰り返した
マルチＢＡシステム
野村 ところで、 ９には５基、
７には４基のＢＡが搭載されていま

証を繰り返して、時間をかけた部分

と、本当にさまざまな組み合わせパ

です。

ターンが考えられました。ここはベ

す。
野村 その結果、たどり着いたのが

れぞれのＢＡがハッキリと役割分担

野村 ソニーはＢＡを自社開発して
「オプティマイズドサウンドパス構

されているわけではなく、補完し合

いるので、ＢＡひとつひとつの音質
造」というわけですね。スピーカー

のミュージシャンが満足できるサウ

飛世 どちらも目指す世界は、プロ

れますし、あるいは同じフルレンジ

のよいところをダイレクトに届けら

ニットは後ろ目に配置した方が高域

近い位置に設定して、フルレンジユ

いクリアネスを感じられるサウンド

モニターでありながら、ソニーらし

飛世 基本的な設計思想は共通で、

でしょうか？

面での違いはどんなところにあるの

野村 そのほか、 ９と ７の仕様

すね。

調整まで、自由に設計できる強みが
の設計とは違っていて、面白くも奥

ストなバランスにたどり着くまで検

ありますよね。さらに、それらを筐
深い部分ですね。

うようにチューニングされていま

体内部にレイアウトする位置によっ

「 ９」
と
「 ７」
の兄弟機
あなたはどちらを選ぶ？

ても、細かく音質を調整しているわ
けですね？
飛世 はい、そのとおりです。たと

どちらもステージモニターとして十
を持ちあわせているな、と。

えばトゥイーターはできるだけ耳に

分なクオリティを備えていると考え
ンドで、その部分では共通なんです

の下地に非磁性メッキをしているこ

は、コネクターやプラグの金メッキ

がアルミ。それから細かいところで

す。ハウジングについては、 ９が

選したこだわった作りになっていま

ために、ひとつひとつのパーツを厳

方がより繊細な音の表現を獲得する

域にフォーカスしていて、熱気や抑

ター的とされる音質傾向で、より中

７はいわゆる一般的にステージモニ

げるのなら構いませんよね
（笑）
。

野村 それでは、私が感想を申し上

をお聞きしていたいです
（笑）
。

うしばらくはユーザーの皆さんの声

正解みたいになってしまうので、も

が、なんだかエンジニアからいうと

桑原 もちろん、なくはないのです

が…。

いです。

んにも、ぜひ手にとっていただきた

れる方々、そして音楽ファンの皆さ

増山 ボーカリストや楽器を演奏さ

ないと、自信を持って断言できるほ

これ以上のステージモニターを作れ

飛世 エンジニアとして、今はもう

ージをお願いします。

野村 最後に読者の皆さんにメッセ

ます
（笑）
。

桑原 なるほど、ありがとうござい

マグネシウムで ７が樹脂。フェイ
スプレートは ９がカーボン、 ７

ネットワーク

ています。その前提の上で、 ９の

とも、芯線のまわりをシルク編組と
揚のようなものまで表現してくれる

ど、
音質を突き詰めたイヤホンです。

してタッチノイズを軽減しているこ
ともＭ９だけの特長になります。
イメージですかね。 ９はマグネシ

り耳からポロリと落ちるようなこともなく、遮音性の高さから音楽に

桑原 ちなみに ９は音導管まで一

はず。リスニング用としてもなかなかのもので、軽快な装着感によ

ウム振動板を搭載していることもあ

れている。他社製のステージモニターを愛用している人にとっても、

¥OPEN
（実勢価格¥74,880前後）

パートをしっかり主張させ、締まりのある低域でリズム感も確実に

IER-M9と同様にバランス接続
ケーブルや13種のイヤーチップ 、
持ち運びに便利なハードケースや
シリコン製ケーブルホルダーを付属
する。

を実現しているのは、ステージユースで大きなアドバンテージとなる

体成型されたマグネシウムのハウジ

もうひとつのメリッ
トが、コンパクトなサイズに纏め上げられたイヤ

クアッドBA搭載

ホン本体。小型のBAドライバーとはいえ4基搭載してこのサイズ

ってか、中高域の表現がよりナチュ
ラルで繊細になっていると思うんで

れでいてボーカルはしっかりとした存在感を示す、ハキハキとした

M

SPEC ●型式：バランスド・アーマチュア型
（フルレンジ×2＋ウーファー＋トゥイー
ター）●再生周波数帯域：5〜40,000Hz ●能率：103dB ●インピーダンス：
24Ω ●ケーブルの長さ
：約1.2m ●質量：約9g
（ケーブル除く）●付属品：ハイブ
リッ
ドイヤーピース
（SS/S/MS/M/ML/L/LL）
、トリプルコンフォートイヤーピース
（SS/S/MS/M/ML/L）
、4.4mmバランス接続ヘッ
ドホンケーブル
（約1.2m）
、
キャリングケース、ケーブルホルダー、クリップ、クリーニングクロス

馴染みのある音色傾向といえるかもしれない。

ングを持っていますが、 ７の音導
管は真鍮製となっています。

すが、歪みが少なくなった効果もあ
ってか、ローも綺麗にスーッと伸び
ているのが印象的でした。ステージ

バーユニッ
トが生み出すサウンドは、メリハリがよくキレがあり、ドラ

M

野村 音づくりという面では、 ９
と ７にキャラクターの違いはあり
ますか？

ムもベースもグルーブ感溢れるクリアなビートを聴かせてくれる。そ

M

IER-M7
明朗快活な歌声を聴かせてくれる。ボーカルやギターなどのメイン

マグネシウム
インナーハウジング

伝えてくるサウンドは、まさにステージモニターならではの魅力に溢

M

バランスド・アーマチュア型イヤホン

Sony
バランスド・アーマチュア型
ドライバー×4基

まさに“ザ・ステージモニター”といったサウンドキャラクターと装着

ABS
ハウジング

性を持ちあわせているのがこの
「IER-M7」
だ。4基のBA型ドライ

真鍮製
音導管

M M

音色、バランス、リズム表現
すべてに妥協ないステージモニター

＜ こ の 人 に 聞 きまし た！＞

M

4基のバランスド・アーマチュア型ドライバーを搭載。
不要振動を抑えて音の透明度を高める
「マグネシウ
ムインナーハウジング」
や、BAドライバーからの再生
音をロスなく届ける
「オプティマイズドサウンドパス構
造」
など、マルチBAシステムとしての基本的な設計
思想は上位モデルと共通だ。

より集中できる。安心してお薦めできる、良質な製品だ。

M

EL 02
NEW MOD
理想的なステージモニター

M

M
ステージモニターなので、遮音性や装着性も追求。新開発
「プリフォームドイヤーハンガー」
により、すばやく安定したホールド感が得られる。

M

M

M

M

M

M
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ソニービデオ＆サウンドプロダク
ツ株式会社 V&S事業部 商品
設計部門 アコースティックエン
ジニア 桑原英二氏
ソニービデオ＆サウンドプロダク
ツ株式会社 V&S事業部 商品
企画部門 増山翔平氏

M

DETAIL〈IER-M7ドライバー構造図〉
をこう聴いた！
野村ケンジは「IER-M7」

M

M

BAを直接インナーハウジングに取り
付ける
「オプティマイズドサウンドパス
構造」
。BAを最適な配置で堅牢に
固定しつつ、筐体の不要振動を抑
える仕組みで、音のクリアネスを高
めることに寄与している。
（ 写真は
IER-M9）
ソニービデオ＆サウンドプロダク
ツ株式会社 V&S事業部 商品
設計部門 アコースティックエン
ジニア 飛世速光氏

M

