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1．はじめに

　筆者の趣味の一つにオーディオ装置の製作がある．オー
ディオと一口に言っても，その分野は広く多岐にわたる
が，筆者の場合はとりわけアンプ（パワーアンプ）の設計・
製作を主体としている．表題からして意外と思われるかも
しれないが，実のところオーディオと地球科学には繋がり
がある．ここでは野外調査や普段の業務のなかで目にする
岩石・鉱物と，オーディオに用いられるアクセサリー及び
部品との繋がりについて，いくつか紹介する．

2．岩石・鉱物とオーディオ用途部品

2. 1．花崗岩－適度な重さと入手の容易性－
　花崗岩（花崗岩類）は大陸地殻上部の主要構成岩の一つ
でもあり，比重は2.5～2.8で陸上において最も広範囲に分
布がみられる（Mottana et al., 1978）．日本では主に西南日
本内帯の白亜系として広く認められる（図 1）．日本国内に
おいて花崗岩は別名「御

み か げ い し

影石」と呼称されることもある．
「御影石」という名前は，兵庫県六甲山地ふもとの「御影」
と呼称される地域（現在の兵庫県東灘区御影町周辺）で産
する，石材の名前に由来する（千葉ほか監修 2010）．
　花崗岩は，表面の模様が美しいだけでなく強度及び耐久
性に優れていることもあり，外壁，床材といった建築資材
や墓石など様々な用途に用いられている．一方，オーディ
オ分野においては，強度，耐久性に加えその適度な重さと
入手の容易性もあって，主にインシュレーター（振動吸収・
絶縁材）として，スピーカーやアンプ等の機器の底に敷設
する利用がなされている．また岩石を大判・板状に加工し
て，ＴＶやオーディオ機器を収納するラックの材料として
用いることもある．
　筆者の場合は，一辺 10cm，厚さ 3cm の研磨された花崗
岩板を，機器のインシュレータとして使用している（図
2）．インシュレータによって機器を床面・底板から分離す

ることで，音の余計な濁りが減り透明度が増す．この効果
は音の最終出力機器であるスピーカーで顕著に現れる．

2. 2．雲母（マイカ）－天然鉱物をそのまま利用－
　雲母は承知のように，花崗岩など深成岩あるいは，変成
岩にも鉱物として含まれていることが多く，またとりわけ
大きな雲母の結晶（図 3）は，花崗岩ペグマタイト中など
に産することがある（Mottana et al., 1978）．
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図 1　兵庫県洲本市に分布する洲本花崗閃緑岩．中～粗粒の黒雲
母花崗閃緑岩からなり，しばしば細粒の暗色包有物を伴う．

図 3　大きな雲母の結晶．中国　山東省より産出（曽根原崇文氏
より提供）．

図 2　花崗岩を用いたインシュレーター．岩種は花崗閃緑岩（中
国・アモイ産）で，平坦を出すための研磨処理が施されている．左
端の円形スケールは十円硬貨で，以降の図中のスケール（図 9 を
除く）も同様である．
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　雲母は耐熱性，絶縁性に優れている鉱物であり，電子部
品においては唯一，天然鉱物をそのまま利用するという希
な存在でもある．結晶の大きいものは加工・整形した後，
耐熱・絶縁材料などとして利用される．オーディオでは，
能動素子の一種である真空管において，内部の耐熱・絶縁
材料として使用されている（図 4）．そのほか，動作時に高
温となる部品－例えばパワートランジスタ－を，放熱器に
取り付ける際の絶縁板として用いたりする．
　また雲母の持つへき開が完全で薄くはがれやすい性質を
利用して，コンデンサの誘電体としての利用もなされてい
る．高等学校にて物理を履修した者であればその原理につ
いての説明は不要かもしれないが，コンデンサを簡潔に説
明すれば，電荷を貯めたり放出したりすることのできる電
子部品である．またコンデンサは対する電極間に誘電体を
挟むことで，その静電容量を増加・調整することができる
ほか，用いる誘電体の種類によってその特性は変化する．
コンデンサに用いられる誘電体には，紙，ポリエチレン，
セラミックなどいくつかあるが，天然の鉱物である雲母を
用いたものはマイカコンデンサと呼称される．マイカコン
デンサは，温度特性及び高周波特性に優れ，誘電正接－簡
潔に言えば使用時の損失－が非常に小さいという優れた特
性を有する（表 1）．
　一方，欠点としては大容量なものを作成するのが困難な
ほか，誘電体吸収（コンデンサの端子を短絡して内部に蓄
積された電荷を放出した後，端子を開放すると再び電荷が
回復する現象）が大きい点，そして高価なことである．こ
のようにいくつかの欠点はあるものの，コンデンサとして
は極めて良好な特性を有しているため，高精度を求められ
る高周波機器等には欠かせないものとなっている．
　オーディオ用途としてのマイカコンデンサは，位相補正
コンデンサ（増幅に伴う交流位相の回転を打ち消す効果）
あるいはカップリングコンデンサ（電子回路間で直流を遮
断し交流を通過させる効果）に用いられることが多い．い
ずれも音質に大きく影響する部分でもあり，オーディオ機
器自作者の間では－予算的に可能であるなら－特性の良い
マイカコンデンサ（図 5）が好まれている．

2. 3．ジルコン－大きな比重を利用して－
　ジルコンはケイ酸塩鉱物（ネソケイ酸塩鉱物）の一種で
化学組成は ZnSiO4，比重は 3.9 ～ 4.8，モース硬度は 7.5 で
ある（Mottana et al., 1978）．ジルコンは酸性の深成岩ない
し変成岩に微細な結晶として含まれていることが多い．一
方でジルコンは風化に強いこともあり，砕屑粒子となって
濃集・堆積する場合もある．これをジルコンサンドと呼称
し，オーディオ分野ではスピーカー等をはじめとする制振
材として利用されている（図 6）．
　通常の砂（主に石英粒子）であれば比重は 1.8 ～ 2 程度
であるが，ジルコンサンドは砂のおよそ 2 倍の比重となる
ため，制振材として非常に有効である．その使用法として
は，例えばスピーカーのエンクロージャー（スピーカー本
体を納めている木製の箱）の底部にジルコンサンドを敷き
詰めて，制振効果を発揮させる例がある．
　筆者の場合は，機器間をつなぐケーブル内にジルコンサ

図 6　ジルコンサンド．実際にオーディオ用途向けに市販されて
いる．

図 4　真空管の内部．プレート上端・下端にある円形をしたもの
が雲母であり，耐熱・絶縁体として機能する．

図 5　マイカコンデンサの一種である SE コンデンサ（双新電気）．
1 個当たりの価格は昼食 2 回分以上に相当する．

表 1　各物質の比誘電率 k ε及び誘電正接 tan δ（自然科学研究
機構 国立天文台，2014 より抜粋）．t は温度，f は周波数を表す．
コンデンサの誘電体は，比誘電率の高いものほど静電容量は増加
し，誘電正接の小さいものほど損失が少ない．なお，水晶（⊥軸）
の「⊥軸」は C 軸のことだと思われる．
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ンドを封入したものを作成し，ケーブルの振動抑制を行っ
ている（図 7）．振動抑制を行うことで，音の解像度などが
改善すると言われている．

2. 4． 珪石－地球上最多の鉱石だが現代社会に不可欠な材
料－

　「珪石」と言う呼称は，岩石名ではなく鉱石名でありその
由来を問うものでない．そのため，珪石になりえる岩石は
いくつかあげられる．例えばチャート，珪岩，石英片岩な
どがある（図 8）．その名が示すとおり珪石は SiO2 を主体
としている．Si（シリコン）は上部大陸地殻の 29.7% をし
める元素で，地球上に極めて豊富に存在する元素の一つで
ある（自然科学研究機構 国立天文台，2014）．珪石の利用
は，単体ではセメントの精製時のほかガラス・陶器の原料
にされる．また珪石は，現代社会において不可欠なシリコ
ン半導体の原料でもある．
　ケイ酸塩鉱物からの還元による金属シリコン製造には，
膨大な電力が必要である．そのため 1970 年代のオイル
ショック以降日本では金属シリコンの製造は行われておら
ず，海外で製造されたものを輸入している．
　半導体素子の製造に必要なシリコンは，純度99.999999999%

（イレブンナイン）という極めて高純度な材料が求められ
る．高純度精製の原理の一つとして，電気炉を用いての融
解・固結を繰り返すことで不純物を濃縮する方法が用いら
れている（前坂・前坂，2013）．この原理は，たとえは道ば
たの泥水からなる水たまりに氷が形成されると，その氷は
不純物に乏しいほぼ無色透明のもの形成されることと同じ
である（図 9）．ある程度純度を上げたシリコン棒を，高周
波電流を流したコイルに通し，融解，再結晶させることで
純度を上げていく．この作業は少なくとも数十回繰り返さ
れ，ようやくイレブンナインの純度に到達する．
　シリコン半導体の用途は多岐にわたる．オーディオ用途
としては，例えば各種コントロールやコンバーター等に用
いる集積回路（IC，LSI）もさることながら，その代表格
は何と言ってもトランジスタであり，音の増幅を担う欠か
せない能動素子である（図 10）．

2. 5． 炭化珪素（シリコンカーバイド）－次世代のパワー
半導体材料－

　大学で地学実験を履修した人であれば，岩石薄片作成時
に用いる「カーボランダム」という呼称の方がなじみ深い
のでないだろうか．実のところ，カーボランダムというの
は商品名であり正しくは炭化珪素（化学組成 SiC，シリコ
ンカーバイド）と呼称される（図 11）．
　シリコンカーバイドはダイヤモンドにほぼ匹敵する硬度

（ダイヤモンドの硬度を 15 とした修正モース硬度において
は 13 に相当）を有するため，研磨剤として利用されてい
るほか，化学的に安定であり耐熱性に優れていることか
ら，耐火煉瓦の原料等にも利用されている．また，シリコ
ンカーバイドは半導体の一種でもあり，従来のシリコン半
導体に代わる新たな材料として近年，研究・開発が盛んに
行われている．
　シリコンカーバイド半導体は従来のシリコン半導体と比

図 7　ジルコンサンドを封入したデジタル伝送ケーブル．他の
ケーブルに比べ音の繊細さが向上した（気がする）．

図 8　珪石の写真．左側は大阪層群の砂礫層に含まれていた正珪
岩．右側は中国　山東省産の正珪岩（曽根原崇文氏より提供）．

図 10　オーディオに用いるシリコントランジスタの例．以前は
金属封入（メタルキャン）タイプのものが多かったが，現在はプ
ラスチック封入（モールド）タイプのものが主流である．

図 9　シリコン精製の模式図（前坂・前坂，2013 を基に作成）．
ある程度純度を上げたシリコン棒を，高周波電流を流したコイル
に通し融解，再結晶させることで純度を上げていく．この作業は
少なくとも数十回繰り返される．
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較して，（1）禁制帯（結晶のバンド構造における電子の，
価電子帯－伝導帯間のエネルギー準位）の幅が広い，（2）
絶縁破壊電界が大きい，（3）熱伝導率が高い，（4）電子飽
和度が速い，などの優れた特性を持つ（表 2；須田・木本，
2004）．
　（1）及び（3）はより高温の条件下での使用が可能であ
ること，（2）はより高電圧の条件下での使用が可能である
こと，（4）はより高速な動作が可能であること，につなが
る．これらのことは，これまでシリコン半導体が用いられ
てきた電気機器について，さらなる小型化，省エネ化を可
能にする．実際の商用利用が開始されたのは近年であり，
弱電力分野ではエアコンの制御装置に使われはじめている
ほか，強電力分野は，電気鉄道のモーター制御装置への利
用が開始されている．また，大手自動車メーカーにおいて
も，ハイブリッド車のさらなる高効率化を目指して，シリ
コンカーバイド半導体の研究・開発が続けられている．
　オーディオ用途としては，主にパワーアンプの増幅終段
部に用いられることが多い（図 12）．シリコンカーバイド
半導体を用いたパワーアンプは，現在市販されている製品
は少ない（半導体素子が高価であることが主な理由）．一方
で自作オーディオの分野では，例えば金田（2014）は SiC-
FET（シリコンカーバイド－電界効果トランジスタ）を用
いたパワーアンプを多く発表している．その影響もあって
か最近では，アンプ自作派の間において半導体パワーアン
プを製作する場合は，シリコンカーバイド半導体を用いる
者が多いようである．
　肝心の音であるが，素子が持つスイッチング性能の高さ
等もあり，従来のシリコン半導体に比べ，より豊かでダイ
ナミックな音楽が聴けるらしい（筆者は，本素子を用いた
アンプを未だ作成していないため未確認である）．

3．おわりに

　今回，自身の趣味であるオーディオと地球科学に関わる
ものをいくつか紹介した．各人が地球科学に関わるなか
で，これまで野外調査で目にしたことのあるものや業務で
使用しているものが，実は趣味や普段の生活と意外な繋が
りを持つものがあるかもしれない．時には，それを探して
みるのも一興ではないだろうか．

謝辞
　今回の執筆にあたって，曽根原崇文氏には図に用いるた
めの貴重な岩石・鉱物を提供いただいた．ここに記して厚
く御礼申し上げます．
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