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方式」というソーラーパネルで発電した電気を充電適正電圧に下げる
際に、適正電圧より高い電気を捨ててしまう方法。一方、高価な製品
の多くは「MPPT方式」を採用。これは、充電適正電圧よりも高い電
気でも適正電圧に降圧させるので、ソーラーパネルで発電した電気を
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質問募集中!!
085

ソーラー充電と
走行充電のシステムを
しっかり理解しよう
メインバッテリー

エレクトリック
キャンパーLAND

載せて実験！

ソーラーパネルを

走行充電をしながら
ソーラー発電すれば
充電力は加算する？
4.14A
12.8V
14.0V

12.5V（開放電圧：20.5V）
12.6V

7.4A
スタート直前

スタート直後

イラスト
吉田たつちか
●ソーラーパネル＆走行充電実験
実験日：11月15日 昼 天候：晴れ
ソーラーパネルスペック：100W
走行充電使用車両：トヨタカムロード3000ccディーゼル
オルタネーター：130A
走行充電器：SBC002 MAX60A
使用バッテリー：G&Yu（セミサイクル）約50％放電状態

新 koniken先生の
オルビス・イオに

●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
走行充電器は高性能なPWM方式の電流制限を行うニューエ
ラ社の「SBC002／最大出力電流60A」を使用し、ソーラ
ーチャージャーはPWM方式（出力10A）を使用。

完全保存版

つ!!
立
役
も
防災に
100Wソーラーパネル
（最大発電電流5.59）
と、130A発電能力を
持つオルタネーターか
らの走行発電を同時に
供給してみた。

連載 第13回

ソーラー＆走行充電
今回は、読者からの質問が多い「ソーラー&走行充電で
本当に電力は大丈夫なの？」という疑問に応えるため、
このパッケージ神話にメスを入れます。

