イラスト
吉田たつちか

ケーブルは電気を効率的に流

電気にあまり詳しくない人な
ネルが運転席の背後にあれば約

り、天井で４ｍ、さらに制御パ

立ち上げるだけで約２ｍとな

ると、ルーフ側にメイン配線を

らば、１Ω未満の抵抗値は０に
２ｍ下げるだろうから、これで

ってしまう。

Ｖ

ｍにして直流

近いと思うだろうが、２スケの
合計８ｍとなり、そこから各所

ケーブルを
に分配配線するとなると、
ｍ

で３Ａの電気を流すと、計算で
ｍに

は約０・ Ｖの電圧低下が起こ
る。さらにケーブル長が

になってしまう。さらに、３Ａ
から６Ａに電流が増えれば、電

キャンピングカーでは、サブ
ッテリーからのトータル配線が

大型キャブコンでは、サブバ

してくれる金属の電線。しか

バッテリーからの電装系への配
く、１Ｖの電圧低下となってし

圧降下も２倍になる。

せる※抵抗値の少ない金属を使
線はこんなに長くないと思うだ

なると、計算上では約０・９Ｖ

っているだけなので、抵抗値は
ろうが、全長５ｍのバンコンで

の電圧が低下する。

０ではなく、わずかながら抵抗
まう。

ｍになっても不思議ではな

値が存在する。ケーブルとして
リアにサブバッテリーを配置す

単線直径１㎜では長さ１ｍ当た
りで０・０１７２Ω。これに接
さらに、使うケーブルの太さ

続部の抵抗も加わる。
により抵抗値は変わる。例え
ば、キャンピングカーのＤＣ
Ｖラインで一般的に用いる２ス

Ｖで３Ａ流す

％

ｍに替えて

外部電源での充電は、標準設定のコードが
届く範囲の電源コンセントで行う。コード
リールなどでのコード延長はトラブルのも
とになる。

次にケーブルを

倍も高い。
測定すると、計算値より約

ｍにな

高 い ０ ・５ Ｖ の 電 圧 降 下 を 確
認。さらにケーブルが

％高い１Ｖの電圧降下を確認

ると、やはり計算値よりも約

もっとも短い５ｍケーブルが

できた。
計算上の降下よりも率としては

ケーブル長が

が大きいからだと推測される。

大きいが、これは端子の抵抗値
るが、実際には何Ｖの電圧降下

計算値よりも約

ｍでは、
が発生するのかを実証実験して

％高い電圧降

ｍと
みた。今回は、サブバッテリー
Ａ ｈ）を使

下となったので、この数値が現
マのイエロー（

ℓ冷蔵庫（定

実値となるだろう。
それにしても、ケーブル長

ｍで０・５Ｖの電圧降下が発生
Ｖの状態では冷蔵庫への供

格電流２・６Ａ）に２スケのケ

い

するとなれば、フル充電ではな
ｍと変えた

低下の警告レベルに近い。も

給電圧は

ｍ、

時に、冷蔵庫の入力電圧が変化

・５Ｖとなり、電圧
するかどうかを測定してみた。

長を５ｍ、

ーブルを直接つなぎ、ケーブル

10

ケ（㎟）は、単線直径が約１・

抵抗による電圧降下の計算式
では、２スケのケーブルを ｍ
配線してＤ Ｃ

20

に電圧安定性に優れたオプティ

と、約０・ Ｖの電圧降下とな

20

20

（軟銅）で、※抵抗率（Ω）は

一般的に使用されるのは銅線

し、あくまで電気を効率的に流

10
10

10

ある。また、電圧降下状態で冷蔵庫などの電装品を作動させたまま充
電し続けると、満充電前に充電停止となるケースもあるので要注意！

ルの

し、バッテリーが電圧低下レベ
・５Ｖだと冷蔵庫への電

実験時の天気は晴れで、気温

ルは最大。すなわち、フルパワ

扉を開放状態にして、冷却レベ

ーブルが ｍになると、バッテ

る可能性が高いのだ。さらにケ

圧は

Ｖとなるので、

続。これでも電気抵抗の計算式

大きいほど電圧降下が大きいの

生する。計算上では使用電力が

製品でも目だった電圧降下が発

このように、２・６Ａの電気

作動不能になりかねない。

の供給電圧が

Ｖでも冷蔵庫へ

Ｖとなり、作動不能にな
ーでの冷却状態を維持する過酷
・

リーの電圧が
バッテリー端子の電圧は

５Ｖと正常値を示し、まずは５

では０・２Ｖ強の電圧降下とな

で、ケーブルの長さと太さは重

ｍのケーブルを冷蔵庫へと接

る。ところが、実際には０・４
た。これは計算値よりも１・７

要だ。

Ｖ低下し ・１Ｖの数値となっ

104
※抵抗値＝抵抗率（○○Ω）×長さ（○m）
抵抗率＝1m当たりの抵抗値（Ω）
電気関係についての質問を募集中です。住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、聞きたいことを明記し下記までお送りください。
E-mail：info@mag-daichi.jp HP：http://www.campcar-mag.com

12

20

源からの距離が遠いとコードリールなどで延長しがちだが、これはキ
ャンピングカーの外部コンセントまでのコード長が長くなり、電圧降
下を起こす可能性が高い。外部充電装置の中には、AC100Vの入電で
過充電などのセンサーを作動させる機種もあり、その状態で長時間充
電を続けると、場合によっては過充電でバッテリーが破損する恐れが

い、リボーンの
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●講師プロフィール：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。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、満
を持してキャンピングワークスを創設。
☎：042-479-1338 URL：http://www.camping works.com
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ケーブルの長さによる電圧の違い
第10回で「ケーブルの長さ、太さの違い」を実験した
が、今回はさらに突っ込んで、ケーブルの長さの違いでど
れだけ電圧が低下するのかを実験してみた。

サブバッテリー（オプティマ・
イエロー）から２スケのケーブ
ルを冷蔵庫（リボーンに搭載の
40ℓ）につなぎ、ケーブルの
長さ（5／10／20m）別に冷
蔵庫側の入力電圧を測定。
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充電する時の注意点ってありますか？
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短くても予想よりも
大幅に電圧が降下し
長いと低電圧の危機

に低くなるのだ。

12.0V

2.6A

12

して高くなり、２スケのケーブ

11.5V

作動電流

45

12

ｍにすると総抵抗値は

冷蔵庫端子電圧

０・０８５７７８Ωと大きくな

5m

12.5V

10

ルを

10m

12.5V

Q
12

質問募集中!!
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連載 第18回

電圧の低下を実験

ケーブルにも抵抗が
あり細いほど大きく
長さに比例して増加
配線長さ

バッテリー端子電圧

ケーブルの長さで
どれだけ電圧が
降下するのか実験
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エレクトリック
キャンパーLAND
冷蔵庫を使って

ケーブルの長さは
短ければ
短いほどいいの？
●電圧降下実験
実験日：9月6日 天候：晴れ 気温：33℃
試験品：冷蔵庫／リボーンの40Ｌ、バッテリー／オプティマ、
配線／2スケ
作業：屋外にて冷蔵庫の扉を開放、目盛りは最大
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新 koniken先生の
つ!!
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