
ノイズキャンセリングの   先駆者が見せる矜持

Bose
QuietComfort

®

 Earbuds

ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン

¥33,000（税込） No.109投 票

SPEC ●通信方式：Bluetooth Ver.5.1 ●対応コーデック：
SBC、AAC ●ドライバー口径：非公開 ●連続再生時間：最
大6時間（ケース込み18時間） ●質量：8.5g（イヤホン片側）、
約75g（ケース部/編集部調べ）●付属品：StayHear Max
チップ（S/M/L）、USB Type-C充電用ケーブル

すべては感動の音楽体験   のために

トリプルブラック

Bluetooth
完全ワイヤレス
イヤホン/ノイズ
キャンセリング

（3万円以上
3.5万円未満）

Bluetooth完
全ワイヤレス
イヤホン/ノイズ
キャンセリング

（3万円以上
3.5万円未満）

ソープストーン

QC EarbudsはVGPアワ
ードでも高く評価されてお
り、2期連続で部門ナン
バーワンの称号である金
賞を受賞している。

2期連続受賞

外来ノイズをマイクで測定して瞬時に演算。逆位相の音を出してノイズをキャンセリングする。
そうしたアクティブノイズキャンセリングを40年以上前から研究し続けているトップランナーがボーズだ。
彼らの音響技術の研鑽により誕生した「QuietComfort® Earbuds」は、現代の銘機と呼べる高い完成度を誇っている。
文／草野晃輔 Kosuke Kusano
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ノイズ制御に優れているから音がいい
　完全ワイヤレスイヤホンの人気は留まるところを知らない。特にノ
イズキャンセリング機能を搭載したモデルは多くのブランドが主力機
を投入し、百花繚乱の様相を呈している。数ある製品の中で、ひと
きわ人気を集めているのがボーズの「QuietComfort® Earbuds」
だ。昨年10月の発売直後から売り切れが続き、半年以上経った今
でも勢いは続く。理由は、最高峰のノイズキャンセリング性能と優れ
た音質を備えるなど、プロダクトとしての完成度が高いことにある。
　本機を装着しノイズキャンセリング機能をオンにすると、自分がい
る場所の感覚はそのままに低域から高域まで満遍なく騒音がなくな
り、まるで無音の空間に身を置いているようだ。しかも、一般的なノ
イズキャンセリング機能で感じがちな、鼓膜が詰まった感覚や外部と
遮断された閉塞感の一切ない「自然な静寂感」を得られる。
　自然な静寂をつくる鍵が「アクティブ」と「パッシブ」、2種類の
ノイズキャンセリングにある。アクティブノイズキャンセリング（ANC）は、
マイクで拾った騒音を機械的に処理して打ち消す技術で、主に低
域から中域までのノイズと相性がよい。ANCで打ち消しにくい高域
成分には、遮音によって騒音を低減させるパッシブノイズキャンセリ
ングが有効だ。しかし、遮音のために密閉性を高めると快適性が損
なわれる。そこで同社はノズル部分とフックを一体化させたシリコン
製イヤーチップ「StayHear Maxチップ」を新開発。安定しつつも
圧迫の少ない装着性と効果的な遮音を両立した。

　さらに、アクティブとパッシブ、2種類のノイズキャンセリングを単
に併用するのではなく、長年培ってきた「どの帯域の騒音をどう抑え
ればよいのか」というノウハウをANCのアルゴリズムに盛り込んだ。
これが、専用アプリによる11段階のきめ細かい効き具合の調整や、
ナチュラルな外音取り込み機能などにも活きている。単にノイズを
排除するのではなく、上手に処理し自在に扱うのは、他ブランドが
簡単にマネできるものではない。
　強力なノイズキャンセリング機能は、高音質にも寄与している。室内
でも地下鉄でも、音場空間を一定にでき、狙い通りのサウンドを安定
再生できるのだ。そのサウンドはエネルギッシュで高精細。適度に厚み
のある中域は明瞭で、女性ボーカルやエレキギターが溌剌としている。
低域はややタイトながらも弾み、EDMやロックではリズムを小気味よく
刻む。一聴すると高域はやや抑え気味に感じられるが、管楽器の高
音やハイトーンの歌声などの要所でスッと前に出てくる。ジャンルを問わ
ず、その楽曲のよい部分を、巧みに切り取り、引き立てる音づくりだ。
　その他の機能面も充実している。1回の充電で最大6時間再生
でき、充電ケースの併用で18時間の再生が可能。このケースはワ
イヤレス充電にも対応する。Bluetooth接続も極めて安定している。
このような、完成度の高いプロダクトをボーズがつくれる理由、それ
はANCの先駆者として、40年以上もノウハウを積み重ねた開発の
歴史があるからだ。

ノイズキャンセリングの   先駆者が見せる矜持

強力なノイキャンがほしい テレワークなど長時間使う

すべては感動の音楽体験   のために

1 2

ボーズのノイズキャンセリング機
能は、超低周波から高域まで
バランスよくキャンセリングできる
高い性能を持つが、その証左
のひとつにJAL専用モデルも
存在し、国際線のファーストク
ラスに提供されているほど。ボ
ーズの劇的な静けさは、過酷
な環境で培われた成果のひと
つともいえよう。

飛行機で使われる
信頼の消音性能

QC Earbudsは独自イヤーチ
ップ「StayHear Maxチップ」
が3サイズ付属する。優しく耳
の入り口に蓋をするように装着
できるので圧迫感が少ないに
も関わらず、密閉性を高められ
るのが特長だ。イヤーフィン付
きのイヤーチップなので、落下
の恐れも少なく安心して使える
のも良好。

ボーズ独自の
快適イヤーチップ

こんな人に「QC Earbuds」はお薦め！
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お問い合わせ：ボーズ　☎0120-235-250 https://www.bose.co.jp/

消音と高音質の両立を目指した
ボーズ、ノイズキャンセリングの歴史

1989

2014

2003

2009

「QuietComfort® 25 Acoustic Noi
se Cancelling® headphones」の登場
で、これまでのデザインが一新。

2003年発売のQC2後継モデル「QuietComfort® 15 Acoustic Noi
se Cancelling® headphones」が誕生。現在のハイエンドモデルの主流
である内外2種類のマイクを搭載して、ノイズキャンセリング効果を向上。自動で音を
補正する「アクティブイコライゼーション」、ボーズのお家芸でもあるポート技術「トラ
イポート・テクノロジー」を搭載するなど、アラウンドイヤータイプの銘機。

ボーズ初の航空機パイロット用のアコースティック・ノイズキャンセリング・ヘッドセット「Aviation 
Headset」を発売開始。飛行時の騒音をキャンセリングすることで、搭乗者の飛行環境を大
幅に改善。さらに確実な通信性能も確保した。本機が後の民生用モデルの原点となる。

民生用の第2弾「QuietComfort® 2 Aco
ustic Noise Cancelling® headphon
es」が発売。ノイズキャンセリング用のプロセッサ
ーやバッテリーをイヤーカップ内に内蔵することで、
ケーブルの着脱が可能になった。

1978
アマー・G・ボーズ博士がチューリッヒからボス

トンへのフライト中に、機内の騒音が邪魔をし
て音楽を楽しめなかったことから、アクティブ・
ノイズキャンセリングのアイデアを思いつく。

2001
「Aviation Headset」の技術から生まれたボー
ズ初の民生用モデル「QuietComfort® 
headphones」が誕生した。本国では2000
年、日本では2001年に発売され、大きな話題に。

2006
オンイヤーになってよりコ
ンパクトに 進 化した
「QuietComfort® 
3 Acoustic Noise 
Cancelling® head
phones」が登場。

40年に及ぶ研究と開発の歴史こそが
ボーズをノイキャンの王者にした
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通用するスペックを誇る。
　ボーズ初のインナーイヤーANCが出るのは2015年。「Quiet
Comfort® 20 Acoustic Noise Cancelling® headphones」
はカナル型が主流になるなか、イヤホン部を耳に蓋をする感覚で
装着してパッシブ性能を高めたチャレンジングなモデルで、このと
きのイヤーチップの研鑽が、QC Earbudsにも活かされていく。
また、本機には外音取り込み機能の原型となる「Awareモード」
も搭載。ノイズ低減と一見矛盾するこの機能を実装したのは、
業界の先頭を走り続け、ANCの利用シーンを熟知したボーズだか
らできた英断だ。ANCとBluetoothが融合したのは、2016年
発売のアラウンドイヤー機「QuietComfort® 35 wireless hea
dphones I」とネックバンド式のインナーイヤー機「QuietControl 
30 wireless headphones」から。QuietControl 30はノイズ
キャンセリングレベルの調整機能を備え、ノイズと上手に付き合う
基礎を築いた。
　2019年登場の「Bose Noise Cancelling Headphones 
700」は、QuietComfort®こそ冠していないものの、同社のANC
の系譜を語る上で外せない一台。計6つのマイクで強力にノイズを
排除しつつ、クリアな通話を実現。本体操作を物理ボタンからタッ
チセンサーに変えるなど利便性も高めた。そして2020年、待望の
ANC搭載完全ワイヤレスQuietComfort® Earbudsが誕生した。
40年以上に及ぶノウハウが詰め込まれた本機を体験すれば、歴史
に裏打ちされたANCとサウンドのみならず、プロダクトとしての完成
度の高さを実感できるはずだ。

先駆者ゆえにトレンドをつくり続けてきた
　ボーズのANCがなぜ優れているか。それは開発史をひもとくこと
で見えてくる。ANCの着想が生まれたのは1978年のこと。創業者
であるボーズ博士が飛行機に乗った際に「周りのノイズを気にせず
に音楽を楽しめるようにしたい」と考えたのがきっかけであった。ここ
から、ノウハウの蓄積が始まる。そのノウハウが形になったのが
1986年。世界初の無着陸・無給油で世界一周を達成した飛行機、
ボイジャーにボーズがANC対応ヘッドセットのプロトタイプを提供した
のだ。そして1989年、航空機パイロット用のヘッドセット「Aviation 
Headset」が発売。これが、ANC搭載製品の記念すべき実用化
第1号機である。
　それから10年余りが過ぎた2000年、同社初の民生用ANC搭
載製品であり、QuietComfor t®の第1弾「QuietComfor t® 
headphones」が発売される。このときはまだANC回路とバッテリ
ーは別筐体であったものの、ANC性能が世界中から高い評価を受
け、航空各社のファーストクラスに標準装備されるようになった。そ
してアラウンドイヤーのハウジングにANC回路とバッテリーを内蔵して
一体型となったのは「QuietComfor t® 2 Acoust ic Noise 
Cancelling® headphones」から。現在も続くこのスタイルは
2003年に確立されたものだ。
　そして2009年はボーズにとってエポックメイキングな年となった。

「 Qu i e tCom f o r t® 15 Acou s t i c No i s e Cance l l i n g® 
headphones」に搭載されたのは、実は今のトレンドになっている
複数マイクによるノイズキャンセリング機能。さらにボーズ独自の自
動音質補正や「トライポートテクノロジー」など、QC15は、現在も

2020
お問い合わせ：ボーズ　☎0120-235-250 https://www.bose.co.jp/

2019

2016
ボーズの高性能なノイズキャンセリング技術を惜しみなく搭載した完全
ワイヤレスイヤホン「QuietComfort® Earbuds」が誕生。
発売と同時に在庫切れが続くなど、高い人気を誇る。

通話用を含めて合計8つのマイクを搭載し
たハイブリッド方式のノイズキャンセリング
機能を採用した「Bose Noise Can
celling Headphones 700」が
登場。

ボーズ初の「ノイズキャンセリング×ワイヤレス」を実現したオーバーヘッド型
「QuietComfort® 35 wireless headphones I」とインナーイヤー・ネ
ックバンド型「QuietControl 30 wireless headphones」を発売。
オーバーヘッドのQC35は、翌年ボイスアシスタントに対応した「QuietComfort® 
35 wireless headphones II」へ進化。QC30は、スマホアプリで消音
効果を調節できるなど、時代の最先端をゆく機能を搭載した。

2015
ボーズ初のインナーイヤー型「Qui
etComfort® 20 Acoustic 
Noise Cancelling® head
phones」を発売。本機には

「Awareモード」なる、今でいう外
音取り込み機能を初採用。
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