るＣＣＡ（コールド・クランキ

流し続けられる性能の指標とな

きな家電を使うには、大電流を

そこで、今回は消費電力の大

バッテリー）で、その中でも

プシリーズ（ディープサイクル

「オプティマ」のイエロートッ

ー用バッテリーとして使われる

ング・アンペア）値に注目して
のバッテリーは

時間率の高いＤ１４００Ｓ。こ
時間率は

みた。この値は、超低温下で放

20

テリーはクルマのエンジン始動

キャンピングカーのサブバッ
っている。ディープサイクルバ

インバッテリーの判断基準とな

の指標で、欧米ではクルマのメ

電させた後のエンジン始動能力

Ａ。また、ディープサイクルバ

９７５ＣＣＡと大きい。

Ａ ｈと少ないが、Ｃ Ｃ Ａ値が

16：30
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11.6

66.3

17：00

19.8
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11.0

44.3
17：19

19.8

62

10.8

時間かけて

●実験場所：キャンピングワークス工場内
●日時：7月21日 14：00〜
●外気温度：37.6℃

合計：3時間19分18秒

今回は、直射日光が当たると40℃オーバーとなる猛暑
の中で実証実験。キャンピングカーの室内温度は35.0℃
で、エアコンの設定温度を18℃にしてスタート。
※参考：エアコンの設定を同じ条件で夜にテストした結果は9時間50分40秒でした。
●日時：7月20日 21：40〜
●外気温度：30.5℃、室内温度：30.6℃

ベーターの非常時の駆動モータ

昨年のＧ＆ＹｕのＳＭＦ Ｍ

Ｓ︲７３０でのトリプルバッテ
リーでのエアコン稼働テストで

ＭＳ︲７３０は７３０ＣＣ

が、専用の測定器で計測でき
る。
「Ｇ＆Ｙ ｕ」のＳ Ｍ Ｆ Ｍ Ｓ︲７３０
（左）は、完全放電すると満充電回数が落
ちるセミサイクル型。以前、実験に使った
ディープサイクル型の「パワーソニック」
Ｐ Ｓ︲１２１０００は高性能だが、過充電
には要注意。

マのエアコン稼働実験をスター
トさせた。
使用したエアコンはインバー
ター式なので、室内温度が一気
℃とな

に下がり続け、１時間後には約
℃、２時間後には約

Ａ強から

Ａ

り、温度安定状態となった。こ
の間の電流量は

強と高い状態が続く。
ちなみに昨年のＧ＆Ｙｕでの

時間経過時の室内温度は

流は８〜 Ａ強だったので、２

実験では、２時間稼働までの電
分（２８５分）稼働したが、

どだった。この差は、オプティ

℃で４時間

容量の少ないオプティマのＤ

℃ほ
１４００Ｓのトリプルでは何時

マが猛暑状態から大電流を流し

暑日。これでは正確な比較とは

実験日は表のように過酷な猛

いう疑問が頭を横切る。

だけの高電流に耐えられるかと

Ｇ＆Ｙｕで稼働させたら、これ

証拠だろう。同じ猛暑状態で

続けて室温を一気に下げている

ならないが、逆に過酷な条件下

℃ほどを維

実験経過に戻ると、２時間半
経過時点で室温は

℃と高い。そして３時間経過

持。この時点で外気温はまだ
Ｙ ｕの３１５Ａ ｈ（１０５Ａ

た。結果的には、３時間

時間

時点から電流が少なくなり、３

％

％≒２０２

℃以上で室内温
℃の猛暑の中、オプティ

℃程
時間近く稼働。この結果、容

の夜間の実験も行った。すると

で、外気温と室内温度が

値の高さの実力は判明しないの

だが、これでは本当にＣＣＡ

ど稼働したのだ。

分ほ

分を過ぎた時点で停止し
ｈ×３＝３１５Ａ ｈ）に対し
Ａｈ×３＝２２５Ａｈ）。

度が

外気温度が

プティマの勝利となる。

が３時間 分前後稼働すればオ

分となり、猛暑日でもエアコン

なので、２８５×

２２５Ａｈ÷３１５Ａｈ≒

容量率を単純計算してみると、

（

て、オプティマは２２５Ａ ｈ

時間率での合計容量はＧ＆

になる。

とする家電品に適していること

高いオプティマが高電力を必要

で同程度稼働すればＣＣＡ値の

みた。

間稼働するかを実際に実験して

は、最高気温が

ちなみに「Ｇ＆Ｙｕ」のＳＭ

用とは違い、深放電しても充電
ッテリーのなかにはＣＣＡ値を

時間率とは、 時間で
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Ｆ

性能が衰えにくいディープサイ
ッテリーでＣＣＡ値が高いバッ

この
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そして探し当てたのが、エレ

テリーであれば、大電流が流れ

55.7

27

時間率（Ａｈ）であることを以

31.6

12.4

クルに分類され、50％放電後の満充電回数は約500回だが、完全放電
後の満充電回数は約250回に落ちてしまうのだ。

前に解説した。
どれだけの電流（Ａ）が使える
かで、リーズナブルで大容量バ
ッテリーとして今までの実証実
験で使用した「Ｇ＆Ｙｕ」のＳ

12.5

54

70

ＭＦ ＭＳ︲７３０は１０５Ａ
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25.1
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ｈ。すなわち、

28.2

15：00
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１０５Ａｈの電流が使えるバッ
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昨年の家庭用エアコンの実証
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テリーといえる。

エアコンスイッチON

40

実験では、この「Ｇ＆Ｙｕ」の

インバータースイッチON

31.6
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バッテリーを３個並列接続し

2.84

12.9

25

て、合計で３１５Ａｈにして稼

13.3

50

45

働させたら５時間弱で停止し

50

35.0

27
71

た。これは、ディープサイクル

35.0

14：01

A

バッテリーが小電力を継続的に

14：00

ディープサイクルバッテリーは深放電しても充電能力が落ちにくい

20

使用するために設定されたバッ

（A）

ディープサイクルバッテリーは
何を選んでも同じですか？

20

テリーだけに、規定以上の電力

（V）

25

20

消費が続くとバッテリーの消耗

湿度

Q

と、充電容量の多さの基準が

クルバッテリーを用いること

75

公表していないタイプもある

20

ても電圧が降下しにくい。

大電力の使用時には
20時間率のAhより
CCA値が重要だ
ストップ

52

20.9

20

20

が激しくなって予想時間の半分

温度

程度になると結論付けた。

（30分おき）

バッテリーと言われているが、実際には深放電してしまうと満充電で
きる回数が落ちてしまう製品がある。このようなバッテリーは正式の
ディープサイクルバッテリーではなく、サイクルサービスバッテリー
やセミサイクル用バッテリーと呼ばれている。例えば「Ｇ＆Yu」の
SMF27MS‐730は、メーカーのホームページを検索するとセミサイ

71

量が少ないバッテリーでも、Ｃ
ＣＡ値が高ければ高電力に長時
間耐えられると結論できる。

088
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

質問募集中!!
089

バッテリーを選ぶ際は
この数値をしっかり
チェックしよう
22.6

34

10

電流

容量が少ないのに
猛暑日で3時間以上
熱帯夜では1晩稼働
37

電圧

75Ahのオプティマ
バッテリーの
実力やいかに……

20

実験しました！

トリプルバッテリーで

27

15：30

16：00

外気温度34℃

75

35

室内

イラスト
吉田たつちか

室内

新 koniken先生の
オプティマの

●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
備考
時間

スタート前

エアコンを効率よく作動させるにはどうしたらよいのか
……。今回はちょっとヒネって、75Ahの「オプティマ」
バッテリーをトリプル接続して実験してみたぞ。
●トリプルバッテリー実験

エレクトリック
キャンパーLAND
連載 第11回

エアコンを作動させる

今回の実験で使用し
たオプティマのイエ
ローシリーズ（ディ
ープサイクルバッテ
リー）のD1400Sは
C C A値が975と高い
が、20時間率での容
量は75Ahと少ない。
これを3個並列接続し
て、合計容量225A h
で実験。
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