％以下

Ａになる。サ

のパネル１枚の電流量は約５・
一般的なディープサイクルバッ

ど、さまざまなタイプがあり、

Ｐ Ｗ Ｍ制御やＭ Ｐ Ｐ Ｔ制御な

ブバッテリーは容量の
で充電能力が異なるケースがあ

テリーかリチウムイオン電池か

５Ａ。２枚分で

Ａ以下となり、パ

10

で充電しないと劣化するので、

11

サブバッテリーに充電する方式

電するソーラーパネルの電気を

ーシステムとは、光を浴びて発

ので、コントローラーがソーラ

るとその分だけ充電してくれる

電になると充電を止め、放電す

トロールするのだ。また、満充

して

Ａで充電するようにコン

ーは、このオーバー分をカット

ソーラーチャージコントローラ

ネルからの電流量はオーバー。

充電適性は

ーラーとの相性を重視して選ぶ

るなどの使用環境と、コントロ

普段は日陰が多い場所に駐車す

シリコン系）などがあるので、

ス、ハイブリッド、ＣＩＳ（非

しやすく高温に強いアモルファ

安価なシリコン多結晶、薄膜化

電効率が高いシリコン単結晶、

る。また、ソーラーパネルも発

キャンピングカー用のソーラ

が一般的だ。それなら、ソーラ
ーシステムの肝といえる。

Ｖになるのだ。

さらに、コントローラーには

のがよい。

ーパネルの電気を直接サブバッ
は多いだろう。 Ｖのサブバッ
テリーを搭載しているから、
Ｖ用のソーラーパネルを繋げば
よいと思いがちだが、 Ｖ用の
ソーラーパネルの電圧は、 Ｖ
ではなく 〜
このままサブバッテリーに繋ぐ
とサブバッテリーは壊れてしま
うのだ。
なぜ Ｖ用なのに、遥かに高
い電圧になっているのかと不思
議に思うだろう。簡単にいえ
ば、ソーラーチャージコントロ
ーラーと呼ばれる充電装置を介
して、サブバッテリーの状態に
見合った電圧と電流量に変換し
て送り込めるように、高い電圧

ソーラーシステムのサブバッ
テリーへの充電は、ソーラーチ

ならない３月中旬に実験を行っ
万Ｌｕｘ（１Ｌｕｘ＝

た。実験当日の真昼の日光の照
度は約

１㎡に１ルーメンの光束が入射
する時の照度）。Ｌｕｘとは簡
単にいえば、光が当たった場所
万Ｌｕｘは真昼

の明るさだと思えばよいだろ
う。そして、

の平均的な明るさだ。

が、発電源のソーラーパネルの

異なることは前章で説明した

験日が違うので明るさに多少の

とフレキシブルの方が高い。実

になるはずだが、上の表を見る

中なので、どちらも同じ電流量

この平均的な真昼の明るさの

Ｖ用の出力

種類によって発電能力に違い

ャージコントローラーの性能で

電気機器の使用によるバッテリー
の過放電防止や、ショート時の電
力停止などをしてくれます。使用可
能な電流はコントローラーの機種
により異なりますので、取り扱い
説明書で確認してください。

10

Q

出力電源はサブバッテリーから直接取らずに、丸
囲みの負荷端子（電球マーク）から取ろう。

テリーに繋げばＯＫだと思う人

10

今、自作でミニバンをキャンピング仕様に変
えて車中泊用にしています。雑誌などで見ると、
走行充電（SBC-01R）とソーラーパネル＋ソー
ラーチャージコントローラーでの接続は、片方
ずつ切り替えて使用しないと上手く動作しない、
もしくは、ディープサイクルバッテリーの寿命を
短くするって書いてあったのを読みました。実際
のキャンピングカーは、どのような接続を行って
いるのでしょうか。ちなみに、私はただ並列に接

走行充電とソーラーシステムの
併用は、現在、キャンピングカーの
電源システムでは並列接続がほと
んどですので、切り替えスイッチ
を付けなくてもＯＫです。ただし、
現在お使いのS B C-01Rについて
は、製造元のNew-E r aに確認す
るとよいでしょう。新 型のS B C 001Bは、ソーラー発電と併用でき
るようになっています。
ソーラー（発電）チャージコント
ローラーの電球マークの付いた端
子は、バッテリーから電気を供給
するための負荷端子と呼ばれるも
ので、ここから電気を取ることで、

続しているだけです。また、ソーラーチャージコ
ントローラーに電球を接続する端子があります
が、何のためにあってどのような使い方をするの
か教えてください。

10

走行充電とソーラー
システムは切り替えて使用
しないとうまく作動しない？
が出るのかを、

違いはあるが、朝９時から夕方

国製のシリコン単結晶パネル

して一般的に通販されている中

まうので、今回は、ＤＩＹ用と

る違いでは当たり前になってし

製造メーカーが行う素材によ

影がかかると発電力が半分にな

内、２枚の写真のように電柱の

た。さらに、日中も上の囲み

０・１Ａ程度しか発電しなかっ

１万Ｌ ｕ ｘ）では、どちらも

にはしていないが、日陰（約

ルが多くなっている。また、表

４時までの積算でもフレキシブ

１００Ｗ型で比較実験してみ

（現在もっとも発電能力に優れ

ってしまった。

た。

る素材）と、最近評判になって

レキシブルは市価７万円ほど。

１枚１万５０００円程度で、フ

た。ちなみに、中国製パネルは

に装着可）の性能比較をしてみ

配線（影の部分の電流を迂回さ

ても発電力が落ちないパネル内

の高性能パネルは、一部が陰っ

だったという結論だった。最近

も、どちらも日陰に弱いタイプ

たのは、パネルタイプの差より

これらの実験結果から導かれ

いるフレキシブルタイプ（曲面

フレキシブルは中国製パネルの

に沿って曲がるのでバンク部分

約３倍あるが、厚さは２㎜ほど

採用するなど進化を遂げている

せる）を行ったり、日陰でも発

ので、それらの特性を見極める

電力が落ちないＣＩＳ系素材を
きくなるが、ソーラーパネルは

必要がありそうだ。

発電力は太陽光が強いほど大
温度が高くなると発電力が落ち

と薄いので、重さは半分以下。

る特性があるので、気温が高く

● 第４回目は、サブバッテリーをシングル／ツイン／トリプルにしての実験を行います。お楽しみに！

※100Aのバッテリーに対して流れた電流量の目安です。

10

に設定してあるからだ。例え

26.82Ah

12

ば、 Ｖ用の出力１００Ｗのパ

1.07A

16.19Ah

100Wパネルでも
パネル性能と条件で
発電力が違った？

ネルを２枚使って１００Ａのサ

16:00

23,500Lux

A

12

12

ブバッテリーに充電する場合、

12:30

99,000Lux

いよいよ実験！
こんな性能の差が
出たぞ

12

快晴で直射日光が当たった場合

30.15Ah

今回の実験は、最近もっともキャンパーに関心のある
「ソーラーシステム」について、その性能を検証してみ
た。なかなか興味深い結果が出たぞ。
直射日光がまんべんなく当たる
と、右のフレキシブルは５Ａ以上
発電。一般パネルは５Ａに達しな
かった。これは価格の差かも。

1.05A

17.28Ah

新 koniken先生の

エレクトリック
キャンパーLAND

どちらも、晴天でも電柱の影が掛
かった瞬間に発電力が半分に。原
因はセル（発電素子）間の接続が
日陰対応になってないから。

18,400Lux

118
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下さい。
E-mail：info@mag-daichi.jp HP：http://www.campcar-mag.com

質問募集中!!
119

100,000Lux

実験は配線を流れる電流を計測できるクリップ式電流計（右）と、
高精度の照度計（左）を使用して正確に測定。だが今回は、日陰
での性能の違いが予想を下回る結果になってしまった。
4.5A

0Ah
積算（Ah）※

3.36A
電流（A）

9:00

照度計

69,500Lux
時間

71,000Lux

イラスト
吉田たつちか

12

22

9:00〜16:00
屋上駐車場
キャンピングワークス
3月17日（月）晴れ

●ソーラーパネル100W

16:00

●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
PHOTO
& TEXT
井田一徳

パネル発電力より
コントローラーの
性能が重要

16

12

5.13A

0Ah
積算（Ah）※

3.42A
電流（A）

9:00〜16:00
屋上駐車場
キャンピングワークス

連載 第3回

ソーラーシステムの性能を検証

実験素材
はコレ！

ソーラーシステムの
仕組みや特徴、
本体の種類について

12

12:30

照度計

9:00
時間

3月16日（日）晴れ

●フレキシブルソーラー100W

完全保存版

つ!!
立
役
も
防災に
フレキシブルソーラー100W
ソーラーパネル100W

