
超大容量をとうオーディオ用に活用できるか

エルナー

電気2重層コンデンサの詳細

中川浩一

電気2重層コンデンサは,同じ形

状の他のコンデンサに比へ容量が

3桁大きいことを利用し,電源の補

完をする用途として,多く使われて

います.

最も多く使われている例は,メモ

リの記憶内容保持用電源であること

は読者諸氏もよくご存知のことと思

います.これは,容量が大きいこと

を利用し,電源オフ時に蓄積された

電力をメモリに供給し,データを保

持するものです.メモリのバックア

ップ用の電気2重層コンデンサは,

すでに数年前から秋葉原の電気街に

おいても市販されているのを見かけ

ます.

また,電気2重層コンデンサは,

電池動作の携帯機器や自動車にも使

われています. ｢股に電気2重層コ

ンデンサの内部抵抗は,電池の内部

抵抗に比べて低いため,負荷が瞬時

に大きな電流を要求すると,電気2

重層コンデンサに蓄えられた電荷が

供給きれ,電源の変動を抑えること

ができます.例えば　自動車では,

エンジンやモーターの始動時には極

端な電圧降下があり, 2次電池から

電源供給を受ける他の電子機器の動

作が-一時的に停止することはよく経

験します.この時,電気2重層コン
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デンサは, 2次電池の電力供給をサ

ポートし,極端な電圧低下をなくす

ことができます.また,カメラでは,

ストロボへの電源を電気2重層コン

デンサから供給することにより,電

池への負荷を軽減している例もあり

ます.

そこで,電気2重層コンデンサを

オーディオ･アンプの電源にも使う

ことができないか試みてみました.

その前に,電気2重層コンデンサは

どのような構造になっているか,節

単に述べておきます.なお詳しくは,

後掲の参考文献などを参照してくだ

さい.

写真1は各種の電気2重層コンデ

ンサで.今回使用するのは,黒い円

筒形の巻きタイプです.

電気2重層コンデンサの構

造

コンデンサは,対抗する2つの電

極の問に誘電体を挟み込んで構成さ

れ,その容量は電極の面積に比例し,

電間の距離に反比例します.

電気2重層コンデンサは,表面積

が大きくできる炭素粒子の電瞳と電

解液面の異なる2層,すなわち電気

2重層によりコンデンサを形成しま

す.その電極に電位を加えると,高

濃度のイオンカ溶易に移動できる電

解質内のイオンは,電瞳と反対の極

性をもつものが電極との界面に移動

します.この時,電極と電解質の境

界面でコンデンサカ形成され,それ

らの電間の距離は,数nmと非常

に短くなります.一方,電極の面積

は,炭素微粒子により形作られるた

め表面積は非常に大きなものです.

また,反対側の電極に対しても同様

の電気2重層の構造が形成され,第

1図に示すように,電極間には, 2

製品番号 �.姶��96IvY|｢�最大使用電圧 俐Y�Y�(.ｩ6Izﾂ�寸法ODXL 們�|ﾙ>�YI.�"�

(F) 宙uｒ�(mA) 24h後 俾s�ﾒ��(mQ) atlkHz 参考値 

150F �"絛b�1.0 �#R���紊����15 

Dz-zR5D107N ��ｳ��b�2.6V 白���35.0×50.0 唐�

〈第1表)エルナー電気2重層コンデンサDYNACAPの特性
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炭素電極

つの電気2重層コンデンサが等価的

に直列接続されたものとして機能し

ます.

オーディオ･アンプへの応用

電気2重層コンデンサの容量は,

従来のコンデンサに比べると,数F

から大きいもので数千Fあります

が,現状のコンデンサの耐圧は2V

程度と低いため,用途は限定されま

す.ただ,自動車のようにコンデン

サをいくつも直列接続すれば耐圧

を上げることはできますが,直列接

続したおのおののコンデンサに均一

に電圧を印加する回路が必要になり

ます.

そこで,今回は電池動作の低電圧

●エルナー電気2

重層コンデンサ

各種.今回紹介

するのは左右の

もの.
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〈第1図)

電気2重層コンデンサの構造

卜

等価回路

動作のオーディオ･アンプへの電気

2重層コンデンサへの応用を試みる

ことにしました.

CDプレーヤ, MDプレーヤなど

電池で動作する携帯用オーディオ機

器は,それらの使われる増幅器の出

力は上睦夷的小さく,電池で駆動して

も何ら問題はありません.しかし,

携帯用オーディオ機器と違い,大き

なスピーカをもつ据置きオーディオ

機器を電池動作する時には問題があ

ります.大きなスピーカを駆動する

ためには,大きな出力が得られる増

幅器を必要とし,増幅器の電源とな

る電池の能力が問題となります.

電池の電力供給能力は近年飛躍的

に向上し,ニッケル水素のような2

CM CM

RI Rl

次電池では容量が2 A-h～7 A-hを

越えるものも市販されています.こ

の種の電池を増幅器の電源に使用す

れば据置きオーディオ機器のスピ
ーカを駆動することもできます.例

えば出力電圧1.2ボルトのニッケ

ル水素電池を4個直列接続して4.8

ボルトとし,電力効率が80%で,負

荷がインピーダンス80のスピー

カの増幅器では,約2.3Wの最大

出力を得ることができます.

この程度の出力があれば,口径が

15cm程度のスピーカを駆動する

には十分で家庭内の部屋では十分

な音量が得られます.

また増幅器についても,デジタ

ル･アンプが登場し,その電力効率

も90%をこえるものも珍しくあり

ません.デジタル･アンプは,オー

ディオ信号でパルス信号を変調し

て,増幅器の出力段のスイッチング
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素子をオン,オフして出力を得るも

ので,電源電圧の利用効率が,従来

のアナログ･アンプに比べて優って

います.

電池電源とした時の問題は,オー

ディオ増幅器に音楽信号を入力した

時,瞬時に現れるピーク出力による

電源電圧の変動です.これに対して

電気2重層コンデンサによる軽減が

考えられます.

電池に並列接続した電気2重層コ

ンデンサは,瞬時の大電流対策には

効果がありますが電池に並列接続

しただけでは,わずかな電圧変動が

常陸に影響を与えるオーディオ用増

幅器のような電子機器にとっては十

分な効果を発揮しません.

例えば　オーディオ用増幅器,ど

くにフィードバックのないデジタ

ル･アンプでは,電源電圧の変動が

増幅器の常陸に大きな影響をあたえ

ます.増幅器の入力となる音楽信号

には大きな瞬時の変動があり,これ

が大きな電源変動をもたらすことに

なります.また,デジタル･アンプ

の出力回路のイシダクタからの回生

電流によるパンビングも問題です.

電池動作アンプのピーク電

流

音楽信号を入力とするオーディオ

増幅器の電源は,通常時の平均値と

瞬苺のピーク電流を供給しなければ

なりません.この平均電流とピーク

電流の比ピーク･ファクタは, CDを

音源とするとき, 10dB～15dB(最

大約5.6倍)といわれています.

ここ?,オーディオ･アンプの電

源として電池を用いると, -ピーク電

流が流れた時,電池の内部抵抗によ

る電源電圧降下が生じ掴幅器の特

性が損なわれることになります.こ

の電源電池の変動の様子は第2図に

示す通りです.とくに,電池動作の
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点:

(第2図〉

アンプ洪給電正の変動

アンプでは,あまり電源電圧を高く

できない制約もあります.

例えば市販されているニッケル

水素乾電池の電圧は1.2Vr,この

電池により5V動作のデジタル式

増幅器を動作させるためには,少な

くとも4個の電池を必要とします.

また,より高い電圧とするために多

くの電池を直列接続すると,電池の

内部抵抗が増し,電池相互間の接触

抵抗もそれに加わり,より一層の電

圧降下の原因になります.

実際には,放電電流の増大にとも

ない,内部抵抗による電圧降下が大

きくなるだけでなく,放電反応の分

極も大きくなり,電池電圧はさらに

低下します.

Vb脚Xh

Ⅵ)∴VIFROXIll

(vb-Vim-Ⅶ)<15dB5.62

Ftcm÷5 62とすれば､

bXRc≦bXm

電池電源電圧が低くなると,平均

出力電圧(Va2)も低くなり,ピー

ク電流時の電源電圧降下が第2図に

示す増幅器の最低動作電圧Vmin

を下回り,増幅機能が瞬断すること

も生じます.

上述したように大きな出力を必要

とする掴幡器を電池駆動すると,電

池のもつ大きな内部抵抗による電圧

降下が増幅器の本来の機能を制限

し,正確に音猿信号を再生できない

ことになります.

例として,市販されている大電流

放電が可能な1.2Vニッケル水素

電池の内部抵抗は約20 mtlです.

この電池により,電源電圧が5±

0.5Vで動作するデジタル･アンプ
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つぎに,この電気2重層コンデン

サがどのぐらいの時間ピーク電流を

供給できるか検証してみます.

まず, 5Vで2.5A流れる回路の

電力Wを検証してみると,

W-5 ×2.5A-12.5W-(2)

となります.

一方,電気2重層コンデンサのエ

ネルギーWcは,

Wc-I/2CV2 ･- ･･･････(3)

となります.

ここで　Cは電気2重層コンデン

サの容量で, 5 Vの耐圧を得るには

2個を直列にする必要があります.

コンデンサの容量が50 F荏ので,

トータルの容量Cは約25Fとなり

ます.したがって,コンデンサに蓄

積されるエネルギーは,

Wc- 1/225F(5V)2
-312.5W ･･･- ････-(4)

耐久性(ro℃)

ここで,全エネルギーを全面的に　　　t-C(V｡-Ⅴ) /A

使用するには, 312.5W÷12.5　　　　-25F(40mV)/2.5A

W-25秒かかります.　　　　　　　　　-400m秒･････-･･-

25Fの電気2重層コンデンサの

エネルギーは負荷に対して十分あり

ますが,この間にコンデンサの容量

は次式により,対数的に低下します.

Ⅴ-V｡exp(-t/CR) -･-･･(5)

`ここでVはコンデンサの端子電

圧, V｡は開始電圧, tは経過聞,

Cは容量, Rは負荷抵抗です.しか

し,電気2重層コンデンサは電池に

接続されており,ピーク電流が流れ

ない期間に電池より充電されるの

で時間経過による電圧降下はほと

んどありません.

この時,条件として回路に5Aの

電流がながれ,コンデンサの電圧降

下が40mV以内とし,この時間を

計算してみると,

撞語
跨　両ihi

(a)時間一静電容量変化率

聞国
辱　細くh)

(ら)時間一内部瞳抗
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〈第3図〉
エルナー電気2重層

コンデンサの各特性

したがって,電圧降下が40mV

以内に抑えられる時間は400m秒

まで保証できる,ということになり

ます.これにより,オーディオ信号

の瞬時的な大きな変化は,小さな変

動範囲以内に抑え込まれます.

次回の予告

次号においては,今回紹介した電

気2重層コンデンサの効果を実際の

コンデンサにより実証して,その結

果を報告します.実験にはエルナー

株式会社より提供された電気2重層

コンデンサを使用する予定です.
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