●発電機は無負荷状態（エコスロットル：ON）
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表内数字は℃
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発電機停止（1分後／10分後）
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標準

BOX入り

標準

BOX入り

標準

BOX入り

No.1

18.7

35.0

18.9

40.3

19.5

41.5

19.7／19.7 44.2／40.5

排気口付近 No.2

51.2

78.4

51.5

79.3

28.1／26.2 59.4／46.6
34.5／45.1 67.8／70.0
23.5／24.5 57.0／44.7

吸気口付近

52.4

67.6

エンジン内

No.3

26.9

49.8

26.4

59.3

27.2

60.6

本体下付近

No.4

22.0

57.5

21.3

67.6

21.7

68.5

●負荷あり

※電子レンジ（1kW相当）
10分後

新 koniken先生の

防音 BOX 内の

エレクトリック
キャンパーLAND

温度は？

表内数字は℃
40分後

1時間後

発電機停止（1分後／10分後）
標準

標準

BOX入り

標準
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BOX入り

No.1

19.4

56.7

19.4

65.7

19.7

69.2

21.2／19.6 68.0／61.0

排気口付近 No.2

51.9

109.2

50.4

126.3

50.8

129.8

29.3／24.5 94.8／78.1

吸気口付近

稼働時の

BOX入り

完全保存版

つ!!
立
役
も
防災に

●発電機温度実験

BOX入り

エンジン内

No.3

29.8

75.5

28.8

91.1

29.2

93.9

39.5／53.2 105.5／113.8

本体下付近

No.4

23.3

87.4

21.4

103.2

22.3

105.5

25.4／24.9 91.9／75.7

連載 第22回

発電機の防音BOX内温度

今回は、電力供給面において「鬼に金棒」的な発電機を
フィーチャー。気になることの1つが、防音BOX内の温度
上昇について。それでは、さっそく実験開始だ！

実験日：5月17日 天候：曇り
場所：キャンピングワークス工場内
温度：19.3℃ 湿度：53％

PHOTO
& TEXT
井田一徳

●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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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
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KOSHIN「GV INVERTER」シリーズ
世界的ポンプメーカーが新開発した
低価格のインバーター発電機が凄い

農業・土木用のポンプが世界140カ国で愛用されている、日本が誇るポンプメーカー
の工進が、エンジンポンプの技術を活用して昨春に開発した多目的インバーター発電機
「GV INVERTER」シリーズが注目を集めている。機種は9i、16i、28iの３機種で、い
ずれもインバーター変換された正弦波のAC100Vコンセントと、DC12Vのシガーソケ
ット出力がある。キャンピングカーでエアコン駆動に便利な28iは、AC100Vが２口と
シガーソケット１口付きで、エコモードなら騒音が一般会話程度の低レベルだ。
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今回は、皆さんがエアコンや電子レンジ使用時によく使っているホンダ
EU-16iを、DIYで製作するタイプの木製消音ボックス（吸排気口側に直径
10㎝程の穴あり）に入れて、外気中での使用状態との温度変化の差を測定
してみた。
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かるように、ボックス内の温度
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Ｗが擬似正弦波となっている。

吸排気口それぞれと、エンジン内、本体下付近の４カ所の温度を同時に
測定するので、４センサー式の精密電子温度計で測定。無負荷（エコス
ロットル）と、負荷1kW（電子レンジ相当）の通常運転で、それぞれ測
定した。
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