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ハイサンプル音源から
ＭＱＡ、 Bluetooth
まで対応

ｂｉｔ対応モデルが少ない

Hz

イタリアのＭ２ＴＥＣＨはネッ

トオーディオ黎明期、１９２ｋ

／

なか、ＵＳＢメモリサイズの超コ

ンパクトなＵＳＢ ＤＤＣ、ＨＩ

ＦＡＣＥを発売し、一躍世の脚光

見据えた切り込み方の鋭いアイ

を浴びたブランドだ。常に先を

テムを次々に送り込む意欲的な

スタイルを持つことでも有名で、

開発者のマルコ・マヌンタはさま

ざまなハイエンドブランドのデジ

タルモジュールも手がけるなど、

デジタル・オーディオにおける重

要人物としてその名を轟かせて

いる。

Ｍ２ＴＥＣＨの攻めの姿勢は

据え置きスタイルのＵＳＢ ＤＡ

Ｃ、ＹＯＵＮＧにも現れていた。

湾曲させたフロントパネルに文字

の浮かぶ洒落た意匠も印象的で

あったが、対応スペックにも妥協
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なく、２０１０年当時の先端を

行く３８４Ｋ ／ ｂｉｔ対応

という仕様で市場を驚かせたの

も記憶に新しい。直近では、手

Hz
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デジタル音源の移り変わりは早い。
特にハイレゾ登場以降は、さまざまなフォーマットや伝送方式が目まぐるしく登場してきた。
そのなかで、ひときわその先見性を際立たせてきたブランドが、イタリアに本拠を置くM2TECH だ。
開発者、マルコ・マヌンタは世界的に見てもデジタル・オーディオにおける重要人物のひとり。
そのユニークなアイデアとそれを具現化する高い技術力、そして何よりもこれからのオーディオスタイルへの先見性。
この度、最新世代となったロックスターシリーズ「YOUNG MK Ⅲ」は、
そんな M2TECH らしさを存分に盛り込んだ重要モデルとなる

デジタルの
申し子が産んだ
ロックスターの
名を持つ
待望の最新世代
据え置き機
Text by

岩井 喬 Takashi Iwai

Photo by
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M2TECH

YOUNG MKIII
USB DAC ／プリアンプ ￥180,000（税別）

S p e c i f i c a t i o n s
●デジタル入力：AES/EBU（XLR）
、S/PDIF（RCA 同軸デジタル、光 TOS）
、USB（B タイプ）
、Bluetooth ●アナログ入力：RCA
×1 ●出力：XLR ×1（2 番ホッ
ト）※ XLR-RCA 変換プラグ付属●電源入力端子：5.5/2.1mm（センタープラス）●出力電圧（0dB
FS 時）
：2.7Vrms（RCA 変換アダプター使用時“nomal”
）
、
5.4Vrms（RCA 変換アダプター使用時“high”
）
、
5.4 Vrms（XLR“nomal”
）
、
10.8Vrms（XLR“high”
）●出力インピーダンス：100 Ω（RCA 変換アダプター使 用時）
、200 Ω（XLR）● S/N（0dB FS 時）
：
120dB（XLR、
A 補正）
、
116dB（RCA 変換アダプター使用時、
A 補正）● THD+N（－ 3dB FS、
1kHz 時）
：0.0008%（XLR、
0.003%
（RCA 変換アダプター使用時）●対応サンプリングレート：PCM → 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384Hz（352.8kHz 以
上は USB 入力のみ対応）
、DSD → 2.8/5.6/11.2MHz（いずれも USB 入力のみ対応）●ビッ
ト数：16 〜 24bit（USB 入力のみ 16
〜 32bit）●ボリューム調節：0 〜－ 96dB（0.5dB ステップ）●ミュート：－ 20dB ●バランスセッティング：± 6dB（1dB ステップ）●位相：
0°
、180°
●オートオフ機能：OFF、10 〜 240 分（10 分刻みで調整可能）●電源電圧：15V DC 300mA ●消費電力：4.5VA ●サ
イズ：200W × 50H× 200Dmm ●質量：2.0kg ●取り扱い：ENZO j-Fi LLC.、
（有）
トップウイング
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高音質を目指したＥＶＯシリー

音質なａｐｔ‐Ｘコーデックにも

社製品として初対応。加えて高

ズに新製品を積極的に投入。Ｈ

対応した Bluetooth
機能も搭載し
ている。ＰＣＭ系のＵＳＢ入力は

の平サイズでありながら多機能・

ＩＦＡＣＥとの融合を果たした
３８４Ｋ ／

ｂｉｔまでの対

ＤＤＣ、ＨＩＦＡＣＥ ＥＶＯや、

なのがＡＤコンバーターやフォノ

とアップデート。その中でも白眉

となるＥＶＯ ＴＷＯシリーズへ

受けたこのシリーズは、第二世代

Ｋといったラインアップで好評を

ロックユニットＥＶＯ ＣＬＯＣ

ＤＡＣ、そしてユニークな外部ク

シリーズの中核ＤＡＣ、ＥＶＯ

性格を強めた点も見逃せない。

意するなど、よりプリアンプ的な

るほか、アナログＲＣＡ入力も用

ＳによるＳ／ＰＤＩＦを装備す

Ｓ／ＥＢＵ、ＲＣＡ同軸、光ＴＯ

以外のデジタル入力としてはＡＥ

ラウン製ＰＣＭ１７９５。ＵＳＢ

応であり、ＤＡＣチップはバーブ

ＥＱを内蔵したＥＶＯ ＰＨＯＮ

広い。このサイズに落とし込まれ

／ＤＡである本機は活用の幅が
の音はＭ２ＴＥＣＨならではの流

をいち早く聴くことができた。そ

今回、このＹＯＵＮＧ ＭＫⅢ音

フォーマットの違いを描く
緻密でスムーズな表現力

た技術は、Ｍ２ＴＥＣＨの個性を
麗で艶やかな高域のハリ感と、中

域でのイコライジングを持つＡＤ

Ｏ ＤＡＣ ＴＷＯで、デジタル領

体現しているとも言える。

を投入する。それが原点回帰と
ンドをバランス良く爽やかにまと

な旋律と伸び良く滑らかなローエ

クラシックの管弦楽器は華やか

低域のほのかな弾力感による締り

もいえるＵＳＢ ＤＡＣの本機、

そんなＭ２ＴＥＣＨはこの秋、

ＹＯＵＮＧ ＭＫⅢである。フロ
め上げ、低域もダンピング良くウ

の良さが生み出す華やかでリッチ

ントパネル周りのデザインもより
ェットに表現。ハーモニーのリッ

同社の現在のトップエンドなるロ

洗練され、精悍さが増した。今
チさが際立つ。ロック音源ではリ

なサウンドとなっている。

回のリニューアルによりＤＳＤ系
ズム隊がファットに押し出される

ックスターシリーズに最新世代

は最大 ・２Ｍ （ＤｏＰでは５・

もカラッと艶良く浮き上がり、ヴ

ーンセクションやシンセ、ギター

なったほか、新たにＭＱＡにも同

６ＭＨｚ）
まで対応できるように

ＳＤ５・６Ｍ などよりハイレー

ャスな空間を生み出している。Ｄ

繋ぎ、余韻の響きも含めてゴージ

カルなキレ感が得られている。ホ

が、その引き締めも高く、リズミ

これからのハイファイの世界へ
より柔軟さをもたらす価値

るのに対し、ＭＱＡ音源ではほぐ

つ、パワフルに押し出す傾向にあ

きりと締め良くシャープに描きつ

る。ＦＬＡＣ音源では輪郭をくっ

とつ、ＭＱＡの音源での再生であ

そして今回の注目ポイントのひ

に、押し出し良く滑らかに全体を

く。明瞭に音像を引き立てると共

れたリヴァーブ感は実に爽やか

ッチ。華やかで明るい倍音に包ま

ターは粒立ち細かく煌びやかなタ

は魅力的だ。アコースティックギ

ハーモニクスの厚い朗らかな響き

チだが、低域方向への伸びも深く、

ピアノは軽快かつブライトなタッ

かつウェットに描く傾向となる。

付きはさらに増し、口元を滑らか

トな音源になるとヴォーカルの肉

も、歴代ＹＯＵＮＧはその技術の核

ップを揃える同シリーズのなかで

ＩＮ ＭＫⅡなど革新的なラインア

る分野だ。フォノＡＤＣ、ＪＯＰＬ

ディオのプロダクトとして本丸とな

スターシリーズは、よりネットオー

で、本機をラインアップするロック

い姿勢を見せ続けている。その一方

なお競合する製品の追随を許さな

ＴＷＯシリーズが担っており、いま

なパートはＨＩＦＡＣＥやＥＶＯ

Ｍ２ＴＥＣＨの先進性や先鋭的

れ良くていねいに音を重ねてＤＳ
さも際立ち、ホーンセクションの

で、清々しい。ドラムスのリッチ

上がりもしなやかで、各音像の分

となる。ホーンセクションの立ち

で耳あたり良いサウンドを堪能で

トに耳を傾けても、滑らかな質感

響きも鮮やかで華やか。どのパー

分に発揮する場となる。今回リニュ

ブランドの総合力、基礎体力を存

心ともいえるＵＳＢ ＤＡＣであり、

まとめたサウンドだ。

空間性を持たせたようなサウンド

Ｄのような自然な浮き上がり感、

離もよくナチュラルな音質傾向
きた。

乗り、ヌケ良いヴォーカルの口元

ッドベースはむっちりとした艶が

ッチに感じられるようになる。ウ

やかさや、低域のふくよかさがリ

質感が流麗に描かれ、弦楽器の艶

そしてＤＳＤ音源。より音像の

感が少なく、耳あたり良く描く。

いうにふさわしいサウンドという

その表現はまさに最上位モデルと

段と踏み込んだ描写となるなど、

り感、音像の彫りの深い表情も一

ことだ。音場のシームレスな広が

以上に磨き上げられているという

ズな表現力がこれまでの同社製品

総じての印象は、緻密でスムー

れる。ワイヤード環境が基本であっ

質化に向けた第一歩であると思わ

であろうストリーミング再生の高音

を採用したことも、今後普及する

ラッシュアップを実現した。ＭＱＡ

つも、基本的な音質のさらなるブ

より時代に即した機能性を乗せつ

ＭＫⅢも、
そうした歴史の上に則り、

ーアルされた３世代目のＹＯＵＮＧ

だ。ヴォーカルの浮き立ちも強調

も滑らかに描き出す。煌びやかさ

ことができる。

たハイエンド機の世界もより柔軟に

と豊かな張り出しをシームレスに

とらえる必要があるという、Ｍ２Ｔ
ＥＣＨからのメッセージを、このＹ
ＯＵＮＧ ＭＫⅢのパフォーマンス

◀ PM8006 のリア。5 系 統
の RCA ライン入力を装備する
ほか、さらなるアップグレードを可
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ォーカルもハリ良くスマートに描

▶ YOUNG MK Ⅲのリアパネル。デジタル入力は XLR 端子による AES/EBU、
RCA 同 軸と光 TOS による S/PDIF、そして最 大で DSD 11.2MHz、PCM
384kHz/32bit の再生に対応する USB（B タイプ）入力を装備。伝送方式に
apt-Xを採用した Bluetooth の新規搭載に加え RCA のアナログ入力を備えるな
ど、よりプリアンプ的な要素が強くなったことも注目のポイントだ

から実感して欲しい。
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◀デジタルフィルターは、PCM ではショートロ
ールオフ／スローロールオフの 2 種類を用意。
後者は折り返しノイズへのフィルターを緩やか
にすることで位相特性の面で有利となるが、そ
の反面ノイズの影響を受ける可能性も高まる。
DSD はアナログ FIR フィルターを全 4 種類か
ら選択できる。いずれもカットオフの周波数を
切り換えるものとなるなので、組み合わせる機
器によってベストな位置を選択したい
▲ MQA 音 源は、TIDAL Masters が 採 用するほか、
e-onkyo music などでも音源が配信されている。さまざま
なフォーマッ
トに対応した DA コンバーターという意味でも、
YOUNG MK Ⅲのポテンシャルは高い

Hz
Hz

◀プリアンプ的な要素の強い YOUNG MK Ⅲ
は、2 つの出力電圧を切り換えることで、さまざ
まなパワーアンプへの接続を可能とする。例え
ば、駆動の難しいシングルエンド真空管アンプ
等を接続する際は「10Vrms」に設定、ソリッ
ドステートのパワーアンプの場合には「5Vrms」
を選択するというものだ。ボリュームを常に最適
な位 置になるよう調 整することで、YOUGN
MK Ⅲの低いノイズフロアやダイナミックレンジ
性能の高さを活かすことができる
▲ 使いやすさの面では、
android 用に専用リモコ
ンアプリである YOUNG
MK Ⅲ Remote App を
用意。シンプルかつ分か
りやすい GUIを採 用し、
ユーザビリティを高めている

Hz

▲ M2TECHではこの YOUNG MKⅢを軸として、
さまざまなシステム構築が可能。
同じく近日の登場が予定されているパワーアンプの Crosby Power Amp（￥
160,000 ／税別）や現在開発中というフォノイコライザー Nash など、YOUNG
MK Ⅲを中心としてデジタルからアナログまでさまざまなリスニングを可能とする
▲ YOUNG MKⅢの内部。初代 YOUNG か採用されてきた PCM 用のオーバーサンプリング・
スキームや独自のパッシブ・アンチ・エイリアス・フィルターを本機でも採用。左右対称に配置
された IV 変換回路は、スペシャル・カレント・モード・オフセット・キャンセレーション回路を採
用するなど、圧倒的に低いノイズフロアを実現している

YOUNG MKⅢが発表された時、DSD11.2MHzへの対応もさ
ることながら、 大きな 話 題を呼 んだのがMQAへ の 対 応と
Bluetoothへの対応だ。これは、昨今急速に成長を遂げるストリ
ーミングサービスを始めとした、多様化するリスニングスタイルを視
野にいれて採用されたものである。特に新しいロスレスコーデック
とされるMQAに関しては、2017年初頭にTIDALが正式採用した
ということで大きな注目を集めた。このTIDAL Mastersへの対応
は、現在のデジタル・オーディオ市場における重要なトレンドとな
っている。
しかしながら、MQAであれBluetoothであれ、デコード後は当
然DAコンバーターとしての完成度こそがクオリティを左右する。
M2TECHは「ハイファイリスナーへ向けた、MQA／Bluetooth
対応USB DACの本命」とも言える絶妙な価格帯で、YOUNG
MKⅢを市場へ送り込んだとみてもいいだろう。
自社製品以外にも数々のオーディオブランドで、そのデジタルモ
ジュールを供給してきた開発者のマルコ・マヌンタ。その卓越した
技術とアイデアによるDA変換技術によって、サウンドクオリティと
利便性を実現したYOUNG MKⅢは、今後の音楽リスニングへの
方向性をも示す重要なプロダクトであるのだ。

◀ M2TECH のマルコ・マヌンタ氏。 現
在では一般的となった 192kHz/24bit と
いうハイレゾクオリティだが、その源流を辿
れば、同氏が手がけた USB DDC の爆
発的ヒットモデル、HIFACE へと辿り着く。
技術力だけではなくその先見性の高さこそ
が M2TECH の大きな価値となっている

より多様化するリスニングスタイルを
ハイクオリティなサウンドで

11

これからのオーディオを見据えた
先駆者、Ｍ２ＴＥＣＨからの解答

～ネットオーディオの革新～

◦ YOUNG MK Ⅲが 「革新的」である理由

