
JP 2015-186439 A 2015.10.22

10

(57)【要約】
【課題】有害なノイズの少ない、又、有害な成分を軽減
します。、トランジスター整流回路付き電源器を提供し
ます。
【解決手段】電源のリプル含有率を少なく、電源回路特
有の有害成分を少しでも軽減する、方向に向かうことが
、何よりも大切である。それに、少しでも電源のノイズ
を軽減出来るのが特徴である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源整流にトランジスターを設けたトランジスター整流回路付き電源器である。
日本国中。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、電源回路にトランジスターを設けた電源器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、電源整流器には、トランジスターが無く別々になっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
これは、次のような欠点があった。電源整流器には、有害な成分がどうしても防ぐことが
出来ないでいた。本発明は、以上のような欠点をなくするためになされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
図１には、トランジスターを２個使用（１）温度補償回路（２）ツエナーダイ（３）オー
ドブリーダー抵抗器　図２には、トランジスターを３個使用（１）温度補償回路（２）ツ
エナーダイオード（３）ブリーダー抵抗器　　本発明は以上の構成よりなるトランジスタ
ー整流器付き電源器である。
【発明の効果】
【０００６】
有害な電源の成分を軽減し、ノイズを少なくします。又、トランジスターの熱ぼうそうを
より少なくします。安定した電圧の供給を約束します。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の電子回路図である。
【図２】本発明の電子回路図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
以下、本発明を実施するための形態について説明する。図１においては、トランジスター
２個使用し、
（１）温度補償回路器（２）ツエナーダイオード３）ブリダー抵抗器　図２においては、
トランジスター３個使用（１）温度補償回路（２）ツエナーダイオード（３）ブリーダー
抵抗器。ノイズの少なく有害な成分を除去します。
本発明は以上のような構造である。
【符号の説明】
【０００９】
図１
１　温度補償回路器
２　ツエナーダイオード
３　ブリーダー抵抗器
図２
１　温度補償回路
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２　ツエナーダイオード
３　ブリダー抵抗器

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月31日(2015.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
この発明は、電源回路にトランジスターを設けた電源整流器関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、電源整流器には、トランジスターが無く別々になっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
特開　２０１１－１０１５７１号広報
【特許文献１】
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
電源整流器には、有害な成分、ハム音、ノイズなど多くの弱点があり、困りはてていた
これらを少しでも軽減出来たら素晴らしい結果を生み出すものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
図１には、トランジスターを２個使用　（１）温度補償回路（２）ツエナーダイオード（
３）ブリーダー抵抗器　図２には、トランジスターを３個使用（１）温度補償回路（２）
ツエナーダイオード（３）ブリーダー抵抗器　本発明は以上の構成よりなるトランジスタ
ー整流器付き電源器である。
この回路が作動させるには予期しない事態、高温の熱を持つ、トランジスターの部品の寿
命が限られる。これらを、軽減するには、まず、抵抗器の使用、フアンモーターによる空
冷装置が必要不可欠になります。
【発明の効果】
【０００６】
トランジスターの持つ、性能、持続性、耐久性、効用、効果に於いては大変優れた効果を
発揮します。ありとあらゆる方向に利用されこの発明品には無くてはならないものであり
ます。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の電子回路図である。
【図２】本発明の電子回路図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
トランジスター　２個使用、　トラン図スター　３個使用した事により　全波整流波形の
図が得られます。ツエナーダイオード、ブリーダー抵抗器を使用することによりトランジ
スターを用いた整流器には大変重要な要素があります。
【符号の説明】
【０００９】
図１
１　温度補償回路
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２　ツエナーダイオード
３　ブリーダー抵抗器
図２
１　温度補償回路
２　ツエナーダイオード
３　ブリーダー抵抗器
【０００１０】
低ノイズによる雑音が少なく、各部の電子回路図に於いても整流器にトランジスターを使
用することによりとても良い効率が得られます。
【０００１１】
これを、使用することにより直流、交流の電源部に使用が可能になり、かなり性能が向上
します。
【０００１２】
電源ハム音がなくてすみ、電源電圧の消費電力がなくコスト化に繋がります。
安定した電圧変動率１５パーセントを維持し続けます。
【０００１３】
長時間の電子回路の使用に耐え、そのうえ、半田の耐熱温度にも優れた性能を発揮します
。絶縁破壊も少々、軽減出来得ます。
【０００１４】
又、電源部のトランジスターの保持には、ＲＣ回路が必要不可欠になります。
抵抗器、ケミコン、ダイオード、などを使用しますとより、一層の効果が期待されます。
【０００１５】
電源整流器には、変圧器、ダイオードで済む様にコンセントから直接に電源をとリだしこ
れに、トランジスターを整流器代わりに使用するというのが私のアイデアであります。波
形としては、全波整流波形が得られます。
これにより、殆んど直流に近い利得がえられます。
【０００１６】
真空管と比べトランジスターは電源ハムが無く又、電力消費も一段と少ないのが特徴であ
る。トランジスターの特性上整流器に持って来いである。
【０００１７】
ＦＥＴを使用するともっとより良く改善されます。半導体を使用することが各部の電子管
増幅回路に無くてはならい合理性が約束され続けます。
【０００１８】
サイリスタートランジスターも効用効果に応じ使用するととても素晴らしさが読み帰り電
源整流器の効果が約束されます。
【０００１９】
一から十まで半導体トランジスター、半導体ダイオードを使用することが途轍もなく性能
が迅速、確実、正確により良い電信波形がえられます。
【０００２０】

になります。
【０００２１】
トランジスターというのは、不純物の混ぜ合わせることにより色々な性能・効果があり、
優れた素材にはトランジスター以外にはないと思います。
【０００２２】
不要なノイズである、寄生振動というものには有り得ません。
電子部品に負荷が以上に有るということは存在しません。
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【０００２３】
電源整流器にトランジスターを使用するのは色々な特性によることだけでなくラジオに半
導体ダイオードを使用するということは実に素晴らし事であると考えました。
それれから、数十年の間トランジスターを思い付いたのであります。
ノイズ、電源整流器特有の悪い成分が一向に無いのが魅力的である。
【０００２４】
抵抗器Ｒという電子回路以外の物体があります。実に無駄な成分であります。
一本の導線にスモールアールという無駄な成分がいまだに除去できないでいます。
電源から直接的に半導体トランジスターを使用することで少しでも軽減できます。
【０００２５】
半導体の利用価値は止まるところ一向に知りません。半導体の持つ性能、特性をさらに利
用することが何より大事である。
【０００２６】
乾電池＋アルフア半導体でこの電気エネルギーは大変長持ちをします。
直流電源を使用すると真空管にない大変よい合理性が有ります。
【０００２７】
ノイズが少ないという特性もあり、オーデイオ装置の雑音に対するスケルチ回路が殆ど要
らない面も出てきます。
アンプなどのノイズ、ハム音が全くなくなります。
【０００２８】
その他、ＦＥＴ半導体ですと断続的に電気エネルギーが流れ電源整流器の役目を果たしま
す。これに温度補償回路、ダイオードを多用しますとアンプの回路としては、大変優れモ
ノになります。
【０００２９】
熱が以上に、上がらない対策としては抵抗器でカバーをしていくことがなにより大事であ
る。
緊急の対策度しては、半導体にフアンモーターを接続するこが大変重要になります。
【０００３０】
電源整流器に半導体トランジスターを使用することで熱による高温状態になることは確実
とも考えられ、これに、伴うトランジスターのオープンが長年しようすると有り得ます。
こんな時にこそ、光センサー器を併用し、警報ブザーを装着させると、安心感が広がり安
全である。
【０００３１】
トランジスターでも、高温に耐えられる半導体を使用することが何よりも大切である。
この半導体の代用としてＦＥＴとダイオードを併用して補助的に行う事ができます。　こ
の切り替えはスイッチ回路を使用し要らなくなった回路図はそのままにしておき、新たな
回路図にスイッチを倒せばいいのです。
そして数分間でもとの位置にもどして復帰作業工程を終了することができます。
【０００３２】
低温状態での作動状況に必然的に効率よく対応した半導体である。
高温状態に耐熱性の強い素材を選び抜き使用し設計するとかなり良く作動するものであり
ます。
いずれにしても、低、高温に耐え抜いたトランジスターこそが性能、確率性、正確、迅速
　に行える電源整流器である。
【０００３３】
現在、半導体は、記憶させて作動することが常の状態であるから、最初から最後まで段取
りをよくしなければならないのである。
万一に備え、万全を期さなければならない。より、良い半導体トランジスターを選び抜か
なければならないのである。
【０００３４】
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トランジスター性能、特性により、交直両用に使用できるので、素晴らしい効用効果がえ
られ、機動性にも大変優れています。
【０００３５】
これにより、整流器にとてもよく長い寿命に耐え抜く半導体こそがより良い性能を発揮す
るのである。現在、半導体は、コンピュウターに無くてはならないヒット商品であり、半
波整流器、全波整流器と使用され続けます。
【０００３６】
整流器をトランジスターにしますと、経済的に有利であります。
その他、軽量化がはかられます。弱点としては、トランジスターにも、多少の雑音は、ア
ンプ回路で補えることにすごさがあります。
【０００３７】
３石トランジスター回路整流器では波形が多重の全波整流波形になるので優れた直流成分
の多い、しかも、精度の良い増幅効果が望めます。
【０００３８】
ツエナーダイオードを２～３この使用により安定した、電圧を一定に保持できる。
これに、ケミコン、コンデンサ、抵抗器などを十数個使用すると尚一層の効果約束されま
す。
【０００３９】

験機などの装置をアンプ本体回路図に装備をして、それに、アンメーターを備えるとより
、一層の効果が期待されます。
【０００４０】
又、各部の半導体のオープンに欠かせないアンメーター、これにより、設計上の理論値よ
り少ないオープンが一目でわかります。半導体の故障が迅速、且つ合理適に知ることが出
来ます。
【０００４１】
電源の整流器には、ツエナーダイオードが３個、使用することで直流に近い良質の波形が
得られます。これに、ＲＣ回路を加えると大変良いツエナーダイオード電源整流器が存在
します。
【０００４２】
コンピュウターにおいて、電流消費が少なく、又電源ハムなどの影響が全くないのある。
消耗部品に於いて寿命が長い長所があります。
アンプの耐温度も比較的良く長持ちします。
【０００４３】
電子部品の抵抗値が少なくて済みます。電信波形は大変良い状態で数十年後を経ても一向
に変わる気配が有りません。
この、電源整流器にトランジスターを使用しますと非常に優れた特性を持続し続けます。
その他、研究が進むにつれてこの方式がなくてはならないのが現実化します。
【０００４４】
強い振動、衝撃にも強く、持ち運びが楽に携快にでき、機動性が増します。
山岳、海その他、持ち運びに不便なところにも運搬が快適にできます。
真空管式とは別に、乾電池を電源に使用でき、弱電機器に於ける定電圧化に繋げることが
できます。
【０００４５】
３石トランジスター増幅器に於いては、全波整流器の波形が重複されることから、かなり
直流性が高いので、医学用検査機、手術用のメス、海洋開発における資源探査用海を汚さ
ずに行う装置に使用され、海底の地殻変動などの超精密機器に使用される。
【０００４６】
バイアス回路にダイオードを挿入し温度補償回路として使用すると、ひずみ率が悪くなる
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が結果としてトランジスター回路の増幅率を高めます。
非常に良い増幅率が得られて良い整流器になります。
【０００４７】
少し割高なブリーダー抵抗器の持つ物としてはフイルターコンデンサーで貯えられるエネ
ルギーを排出する目的で使用するのである。
非常に微妙な電気エネルギーが流れ、これを増幅する部品には高い影響がないようにとり
行わなければならない。
【０００４８】
半導体トランジスターのｈＦＥ＝１００～２００位が理想の電流増幅率である。
抵抗の値も多いものから少ないもによる抵抗値を選び電流のながれを理想の抵抗値としま
す。
このようにすると回路設計も上達します。すべてが、消耗品で、出来ていますので、より
、慎重に事を進めなければならいのである。
【０００４９】
絶縁破壊の点からみてもわかるように、半導体を使用するとかなり安全度がより一層まし
ます。電流と電圧の関係から成り立ち、紙一重という状態を保ちます。

これは、高電圧送電線にも非常に大切な要素が成り立ちます。
【０００５０】
半田かすが基盤に付着したときに、その基盤は完全にショートします。このような時に電
子部品が破損します。
このような時に十分な抵抗値の容量考え設計する必要があります。
非常の事態にこそ、トランジスター付き電源整流器が必要になり、大変重要なポイントに
なります。
【手続補正書】
【提出日】平成27年4月3日(2015.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
この発明は、電源回路にトランジスターを設けた電源整流器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、電源整流器には、トランジスターが無く別々になっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
特開　２０１１－１０１５７１号広報
【特許文献１】
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
電源整流器には、有害な成分、ハム音、ノイズなど多くの弱点があり、困りはてていた
これらを少しでも軽減出来たら素晴らしい結果を生み出すものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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図１には、トランジスターを２個使用　（１）温度補償回路（２）ツエナーダイオード（
３）ブリーダー抵抗器　図２には、トランジスターを３個使用（１）温度補償回路（２）
ツエナーダイオード（３）ブリーダー抵抗器　本発明は以上の構成よりなるトランジスタ
ー整流器付き電源器である。
この回路が作動させるには予期しない事態、高温の熱を持つ、トランジスターの部品の寿
命が限られる。これらを、軽減するには、まず、抵抗器の使用、フアンモーターによる空
冷装置が必要不可欠になります。
【発明の効果】
【０００６】
トランジスターの持つ、性能、持続性、耐久性、効用、効果に於いては大変優れた効果を
発揮します。ありとあらゆる方向に利用されこの発明品には無くてはならないものであり
ます。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の電子回路図である。
【図２】本発明の電子回路図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
トランジスター　２個使用、　トラン図スター　３個使用した事により　全波整流波形の
図が得られます。ツエナーダイオード、ブリーダー抵抗器を使用することによりトランジ
スターを用いた整流器には大変重要な要素があります。
【符号の説明】
【０００９】
図１
１　温度補償回路
２　ツエナーダイオード
３　ブリーダー抵抗器
図２
１　温度補償回路
２　ツエナーダイオード
３　ブリーダー抵抗器
【０００１０】
低ノイズによる雑音が少なく、各部の電子回路図に於いても整流器にトランジスターを使
用することによりとても良い効率が得られます。
【０００１１】
これを、使用することにより直流、交流の電源部に使用が可能になり、かなり性能が向上
します。
【０００１２】
電源ハム音がなくてすみ、電源電圧の消費電力がなくコスト化に繋がります。
安定した電圧変動率１５パーセントを維持し続けます。
【０００１３】
長時間の電子回路の使用に耐え、そのうえ、半田の耐熱温度にも優れた性能を発揮します
。絶縁破壊も少々、軽減出来得ます。
【０００１４】
又、電源部のトランジスターの保持には、ＲＣ回路が必要不可欠になります。
抵抗器、ケミコン、ダイオード、などを使用しますとより、一層の効果が期待されます。
【０００１５】
電源整流器には、変圧器、ダイオードで済む様にコンセントから直接に電源をとリだしこ
れに、トランジスターを整流器代わりに使用するというのが私のアイデアであります。波
形としては、全波整流波形が得られます。
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これにより、殆んど直流に近い利得がえられます。
【０００１６】
真空管と比べトランジスターは電源ハムが無く又、電力消費も一段と少ないのが特徴であ
る。トランジスターの特性上整流器に持って来いである。
【０００１７】
ＦＥＴを使用するともっとより良く改善されます。半導体を使用することが各部の電子管
増幅回路に無くてはならい合理性が約束され続けます。
【０００１８】
サイリスタートランジスターも効用効果に応じ使用するととても素晴らしさが読み帰り電
源整流器の効果が約束されます。
【０００１９】
一から十まで半導体トランジスター、半導体ダイオードを使用することが途轍もなく性能
が迅速、確実、正確により良い電信波形がえられます。
【０００２０】

になります。
【０００２１】
トランジスターというのは、不純物の混ぜ合わせることにより色々な性能・効果があり、
優れた素材にはトランジスター以外にはないと思います。
【０００２２】
不要なノイズである、寄生振動というものには有り得ません。
電子部品に負荷が以上に有るということは存在しません。
【０００２３】
電源整流器にトランジスターを使用するのは色々な特性によることだけでなくラジオに半
導体ダイオードを使用するということは実に素晴らし事であると考えました。
それれから、数十年の間トランジスターを思い付いたのであります。
ノイズ、電源整流器特有の悪い成分が一向に無いのが魅力的である。
【０００２４】
抵抗器Ｒという電子回路以外の物体があります。実に無駄な成分であります。
一本の導線にスモールアールという無駄な成分がいまだに除去できないでいます。
電源から直接的に半導体トランジスターを使用することで少しでも軽減できます。
【０００２５】
半導体の利用価値は止まるところ一向に知りません。半導体の持つ性能、特性をさらに利
用することが何より大事である。
【０００２６】
乾電池＋アルフア半導体でこの電気エネルギーは大変長持ちをします。
直流電源を使用すると真空管にない大変よい合理性が有ります。
【０００２７】
ノイズが少ないという特性もあり、オーデイオ装置の雑音に対するスケルチ回路が殆ど要
らない面も出てきます。
アンプなどのノイズ、ハム音が全くなくなります。
【０００２８】
その他、ＦＥＴ半導体ですと断続的に電気エネルギーが流れ電源整流器の役目を果たしま
す。これに温度補償回路、ダイオードを多用しますとアンプの回路としては、大変優れモ
ノになります。
【０００２９】
熱が以上に、上がらない対策としては抵抗器でカバーをしていくことがなにより大事であ
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る。
緊急の対策度しては、半導体にフアンモーターを接続するこが大変重要になります。
【０００３０】
電源整流器に半導体トランジスターを使用することで熱による高温状態になることは確実
とも考えられ、これに、伴うトランジスターのオープンが長年しようすると有り得ます。
こんな時にこそ、光センサー器を併用し、警報ブザーを装着させると、安心感が広がり安
全である。
【０００３１】
トランジスターでも、高温に耐えられる半導体を使用することが何よりも大切である。
この半導体の代用としてＦＥＴとダイオードを併用して補助的に行う事ができます。　こ
の切り替えはスイッチ回路を使用し要らなくなった回路図はそのままにしておき、新たな
回路図にスイッチを倒せばいいのです。
そして数分間でもとの位置にもどして復帰作業工程を終了することができます。
【０００３２】
低温状態での作動状況に必然的に効率よく対応した半導体である。
高温状態に耐熱性の強い素材を選び抜き使用し設計するとかなり良く作動するものであり
ます。
いずれにしても、低、高温に耐え抜いたトランジスターこそが性能、確率性、正確、迅速
　に行える電源整流器である。
【０００３３】
現在、半導体は、記憶させて作動することが常の状態であるから、最初から最後まで段取
りをよくしなければならないのである。
万一に備え、万全を期さなければならない。より、良い半導体トランジスターを選び抜か
なければならないのである。
【０００３４】
トランジスター性能、特性により、交直両用に使用できるので、素晴らしい効用効果がえ
られ、機動性にも大変優れています。
【０００３５】
これにより、整流器にとてもよく長い寿命に耐え抜く半導体こそがより良い性能を発揮す
るのである。現在、半導体は、コンピュウターに無くてはならないヒット商品であり、半
波整流器、全波整流器と使用され続けます。
【０００３６】
整流器をトランジスターにしますと、経済的に有利であります。
その他、軽量化がはかられます。弱点としては、トランジスターにも、多少の雑音は、ア
ンプ回路で補えることにすごさがあります。
【０００３７】
３石トランジスター回路整流器では波形が多重の全波整流波形になるので優れた直流成分
の多い、しかも、精度の良い増幅効果が望めます。
【０００３８】
ツエナーダイオードを２～３この使用により安定した、電圧を一定に保持できる。
これに、ケミコン、コンデンサ、抵抗器などを十数個使用すると尚一層の効果約束されま
す。
【０００３９】

験機などの装置をアンプ本体回路図に装備をして、それに、アンメーターを備えるとより
、一層の効果が期待されます。
【０００４０】
又、各部の半導体のオープンに欠かせないアンメーター、これにより、設計上の理論値よ
り少ないオープンが一目でわかります。半導体の故障が迅速、且つ合理適に知ることが出
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来ます。
【０００４１】
電源の整流器には、ツエナーダイオードが３個、使用することで直流に近い良質の波形が
得られます。これに、ＲＣ回路を加えると大変良いツエナーダイオード電源整流器が存在
します。
【０００４２】
コンピュウターにおいて、電流消費が少なく、又電源ハムなどの影響が全くないのある。
消耗部品に於いて寿命が長い長所があります。
アンプの耐温度も比較的良く長持ちします。
【０００４３】
電子部品の抵抗値が少なくて済みます。電信波形は大変良い状態で数十年後を経ても一向
に変わる気配が有りません。
この、電源整流器にトランジスターを使用しますと非常に優れた特性を持続し続けます。
その他、研究が進むにつれてこの方式がなくてはならないのが現実化します。
【０００４４】
強い振動、衝撃にも強く、持ち運びが楽に携快にでき、機動性が増します。
山岳、海その他、持ち運びに不便なところにも運搬が快適にできます。
真空管式とは別に、乾電池を電源に使用でき、弱電機器に於ける定電圧化に繋げることが
できます。
【０００４５】
３石トランジスター増幅器に於いては、全波整流器の波形が重複されることから、かなり
直流性が高いので、医学用検査機、手術用のメス、海洋開発における資源探査用海を汚さ
ずに行う装置に使用され、海底の地殻変動などの超精密機器に使用される。
【０００４６】
バイアス回路にダイオードを挿入し温度補償回路として使用すると、ひずみ率が悪くなる
が結果としてトランジスター回路の増幅率を高めます。
非常に良い増幅率が得られて良い整流器になります。
【０００４７】
少し割高なブリーダー抵抗器の持つ物としてはフイルターコンデンサーで貯えられるエネ
ルギーを排出する目的で使用するのである。
非常に微妙な電気エネルギーが流れ、これを増幅する部品には高い影響がないようにとり
行わなければならない。
【０００４８】
半導体トランジスターのｈＦＥ＝１００～２００位が理想の電流増幅率である。
抵抗の値も多いものから少ないもによる抵抗値を選び電流のながれを理想の抵抗値としま
す。
このようにすると回路設計も上達します。すべてが、消耗品で、出来ていますので、より
、慎重に事を進めなければならいのである。
【０００４９】
絶縁破壊の点からみてもわかるように、半導体を使用するとかなり安全度がより一層まし
ます。電流と電圧の関係から成り立ち、紙一重という状態を保ちます。

これは、高電圧送電線にも非常に大切な要素が成り立ちます。
【０００５０】
半田かすが基盤に付着したときに、その基盤は完全にショートします。このような時に電
子部品が破損せいます。
このような時に十分な抵抗値の容量考え設計する必要があります。
非常の事態にこそ、トランジスター付き電源整流器が必要になり、大変重要なポイントに
なります。
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【０００５１】
交流を直流に変換する回路でサイリスター半導体にすると直流化が効率良く行える。
アンプ増幅回路、その他の電子回路では直流電源で駆動するように設計されている。こう
した時もこのトランジスタ整流器が必要になる。
【０００５２】
ＡＧＣ回路に於いて、低周波増幅器や中間増幅器の出力電圧を整流器で直流に近い電圧に
変換し、バイアス量を変化させＡ　Ｇ　Ｃ回路を成立させている。
こんな時にもこの発明が必要になってくるのである。
【０００５３】
電圧調整回路には、スイッチング制御、サイリスター位相制御、電圧タップ切替により直
流化が行われるのでトランジスター方式の整流器が必要である。
半導体トランジスターと同じように扱えます。
【０００５４】
平滑コンデンサーを整流回路の出力端子に挿入することがなく、整流方式とリップル量と
して、三相半波整流波形、三相ブリッジ整流波形のような波形が得られます。３石トラン
ジスター整流器に良く似た波形があります。
【０００５５】
インバーター経由で供給される常時インバーター給電方式のため、入力電圧の変動に影響
を受けず出力電圧は常に安定。
又広い入力電圧で長寿命バッテリ搭載。
万が一の停電に備えるならばバッテリーの使用により取行う事が出来ます。
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