インバーター

サブバッテリー

充放電
コント
ローラー

外部電源
コンセント

外部充電器

家庭とキャンピングカーの電気って違うの？
形をしているのだが、インバータ

ットはずばり安いこと。デメリッ

に使うとなると、最大で１０００

トは、最近のほとんどの家電に搭

ーによってはこれが「疑似正弦波」

一方、使用できる時間はＡ（ア
載されているマイコンが正常に働

Ｗの出力が可能なインバーターを

ンペア）が関わってくる。通常、
かない場合があることだ。そこで、

といわれる特性になっているもの

１００〜１１０Ａのサブバッテリ
インバーターをキャンピングカー

がある。疑似正弦波タイプのメリ

ーを搭載しているが、これも数が
に載せたり、交換したりする際に

使う必要がある、ということにな

多い方がエンジンを止めていて

る。

も長く電気を使うことができるの
は「出力」とともに「波形」もチ

点は理解してもらえただろうか？

電流や波形など、家庭と異なる

ェックする必要がある。

けたい点に「波形」がある。一般

さらに、家庭との違いで気を付

だ。

家庭では「正弦波」と言われる波

合に便利なのが発電機。こちら
も発電容量などのポイントがあ
るので今後説明していこう。
そして最近よく目にするのが
ソーラー充電。これも勝手に充
電してくれる優れものだ。しか
し、バッテリー上がりを防ぐ一
つの手段としては有効だが、現
在の性能ではソーラーだけで車
載家電を使うのは難しく、極端
に電圧の下がったバッテリー
を満充電にするには時間がかか
る。さらにパネルが汚れていた
り、曇天時には発電効率が極端
皆さんの使い方に合った充電

に落ちるなど問題点もある。
方式をしっかりと見極めていこ
う。
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小西憲一（こにしけんいち）／キャンピングワークス代表取締役（TEL：042-479-1338 URL：http://www.camping works.com）。
若い頃からテントでアウトドア、トレーラーやキャンピングカーでサーフィンを楽しむ。平成11年にキャンピングワークスを立ち上げる。

電流や波形など、家庭と
異なる点を十分理解しよう
クルマの中で家電製品が使え
る。電子レンジやテレビ、最近で
は家庭用エアコンの搭載も一般的
になり、オール電化のクルマも常
識になってきた。こういった家電
がキャンピングカーライフを豊か
に、快適にしてくれる事実をキャ
ンピングカーオーナーのみなさん
ならよくご存知であろう。この家
電を動かす電気、一般家庭で使わ
れ る 電 化 製 品 は Ａ Ｃ（ 交 流 ） の
１００Ｖだが、クルマの場合は異
なる。多くのクルマに積まれてい
るバッテリーはＤＣ（直流）の
Ｖなのだ。詳細は次項で説明する
ＶをＡＣ

が、キャンピングカーで家電を使
う 場 合 は、 こ の Ｄ Ｃ
１００Ｖに変換する必要がある。
この機器が「インバーター」とい
われるものである。ただし、冷蔵
庫など、当初から車載用に開発さ
れた機器はＤＣ Ｖで動かせる。
では、インバーターがあればど

サブバッテリーのD C12VはAC100V（本文参
照）に変換する必要がある。それらの機器は多く
の場合、シートやベッド下に収納されている。
バッテリーに記載されているA hは容
量を表し、数字が大きければ大きいほど
長時間電流を供給できる。電圧はすべて
DC12Vだが、インバーターに通すことで
AC100Vへと変換させることができる。
家電製品を使う場合は、消費電力を見れ
ば必要なバッテリー容量が推測できる。

常に一定方向に流れる電流

んな家電でも使えるのかという

っとも一般的な方法が走行充電。
クルマに搭載されている純正オ
ルタネーター（発電機）からサ
ブバッテリーに配線する方法だ。
サブバッテリー搭載車のほとん
どのクルマに装備されているだ
ろう。勝手に充電してくれるの
で楽なのだが、短距離だったり、
他の電装品を使う夜間や雨天時
などは充電効率が悪化し、なか
そこで停車中でも充電する方

なか充電ができない。
法 が 外 部 充 電 方 式。 家 庭 用 の
１００Ｖを車体のコネクタに差
すことで充電ができる。キャン
プ場などでも外部電源がある場
合はこれを使って充電すること
が可能だ。もちろん車載してい
る家電も使うことが可能。外部

直流【ディーシー】

DC

と、そうではない。左下の表を見
てもらうと分かるが、家電によっ

×

て使用電力は異なり、
それはＷ（ワ

Ａ

電源のない場所での車中泊の場

消費電力

ット）で表記される。ドライヤー
やエアコンなど消費電力が大きい
家電を使う場合、より高出力なイ
ンバーターが必要となるのだ。例
えば、４００Ｗのコーヒーメーカ
ーと６００Ｗの電子レンジを同時

変換・使用・充電など
ややこしい電装のシステム
キャンピングカーをキャンピ
ングカーたらしめる重要な部品、
それがサブバッテリー。これが
ないことには快適な車中泊は望
めないと言っても過言じゃない。
サブバッテリー自体に関しては
次号で解説するので、ここでは
そのサブバッテリーを中心とし
た電装システムについて説明し
ていこう。
Ｖの

まず、クルマのバッテリーは
先に述べたように、ＤＣ

Ｖで駆動

電気を発生させる。車載用冷蔵
庫などもともとＤＣ

する機器はいいとして、家庭用
ＶをＡＣ

電化製品はＡＣ１００Ｖでしか
動かないので、ＤＣ

１００Ｖに変換しなければなら
ない。これが「インバーター」で
ある。インバーターには家庭用
コンセントの差し込み口があり、
基本的には延長コードで車内各
部分に配線されていると考えて
いい。ここまでは比較的理解し
やすいと思うが、ややこしくな
サブバッテリーに無尽に電気

るのがさまざまな充電方法だ。
を蓄えられるわけではなく、使
えば減る。最悪はバッテリー上
がりということになる。特に年
に数回しか動かさないユーザー
にとって、バッテリー上がりは

V

＝

W

エアコンや電子レンジ、ポットなど、キャンピング
カーでの快適な生活をサポートしてくれる家電に
は電気は欠かすことのできないツールである。

電力【ワット】

W

一般的な電装システムってどうなってるの？

電圧【ボルト】
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●今後のメニュー予定／第２回サブバッテリー編、第３回インバーター編、第４回ソーラーシステム編、第５＆６回ジェネレーター編となっています。お楽しみに

発電機

切り替え

器具／室内コンセント
（エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどへ接続）

走行充電器

ソーラー
パネル

V

ポータブル温冷蔵庫（30〜80W）
車内蛍光灯（3〜40W）
スポットライト（5〜30W）
FFヒーター・ガソリン（15〜95W）
FFヒーター・ガス着火時（250W）
電動ルーフファン（5〜20W）
給水ポンプ（5〜30W）
車外照明装置（10〜30W）
車載式小型液晶TV（10〜30W）
外部シャワー（15〜30W）
車載用地デジチューナー（10〜20W）
車載用地デジアンテナ（10〜20W）

まずは電気の
基本を知ろう

メインバッテリー

電流を流す圧力

電流【アンペア】

12

そのバッテリーを充電するも

深刻な問題だ。

交流【エーシー】

一定の周期で大きさと向
きが交互に変化する電流

皆さんのキャンピングカーに積んでいる家電の電気使用量、把握
できていますか？ 例えば、500W容量のアイソレーター（走行充
電器）で1200Ｗの電子レンジを使うとヒューズが飛んでしまう。そこ
で必要になるのは、各家電の電気使用量をおおよそでいいので把握
しておくこと。特に100W以上は要チェックだ。上の表はあくまで参
考値なので、家電の配線が出ている所の近くに貼られているステッ
カーに使用量が記載されているので、掃除のついでに見ておくといい
だろう。そうすれば、エアコンとレンジは同時に使わないなどの配慮
が可能になり、快適なキャンピングカーライフを送ることができる。

電流の中を流れる電気の量

Ａ
●DC12V

電子レンジ（600〜1200W）
オーブントースター（250〜1000W）
コーヒーメーカー（400〜600W）
炊飯器（200〜1200W）
小型冷蔵庫（100〜300W）
エアコン・冷房のみ（500〜800W）
空気清浄機・加湿タイプ（2〜100W）
冷風扇・水タンク式（50〜100W）
ホットプレート（800〜1500W）
電気ポット・保温時（20〜50W）
電気ポット・湯沸かし時（400〜600W）
フードプロセッサー（100〜500W）
液晶TV・20インチ程度（40〜80W）
DVDレコーダー（30〜80W）

koniken プロフィール
電気関係についての質問を募集中です。住所、電話番号、氏名、年齢、聞きたいことを明記し、下記までお送り下さい。
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-7 東京装化粧会館601 株式会社マガジン大地「キャンプカーマガジン」ここが知りたい係

質問募集中 !!
089

!!

おもな電化製品の電力使用量

AC
各電化製品の電力使用量を知っておくことも大事

電気の単位・記号をチェック
電気カミソリ・充電式（20〜40W）
充電器・ビデオ、カメラ（10〜30W）

●AC100V

12

イラスト：吉田たつちか
PHOTO & TEXT：石上智章
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12

防災にも役立つ!!

AC100V
DC12V

キャンピングカーで電化製品が使えるのは非常に便利でうれ
しいけど、電気の話はチンプンカンプンっていう人は少なくな
いはず。そこで、1年間（全6回）の連載でkoniken先生が電気
のことを分かりやすくバッチリ解説しちゃいます。
AC100V

第1回

新連載
DC
AC100V

12

koniken先生のエレクトリック
キャンパーLAND
DC12V
DC12V

DC12V

完全保存版
一般的な
電装
システム図

