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バンコンや一般的なキャブコンで12Ｖ仕様のソーラー発電システム

ＭＰＰＴ制御を使えば、一般
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12Vのソーラーパネルを24V仕様の
クルマに使うことはできますか？
Ｖのサブバッテリーに充電可
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ーで、12Ｖ仕様は使えないが、24Ｖ対応のMPPT制御式なら、そのま
ま24Ｖバッテリーに接続して使用することが可能だ。
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ムは使えないと思っている方は多い。もし、12Ｖパネルを２枚仕様で
使っているなら、それを直列接続することで24Ｖ仕様に変換可能とな
るので載せ替えは可能だ。だだ、問題となるのがチャージコントローラ
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リーの充電に最適な電圧だけを

12.8V

12Vのパネル2枚を
直列接続24Ｖ仕様に
したら効率的なの？

取り出す方式で、例えばパネル

12.9V
12.9V
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Ｖで電気を供給した場合、

12.8V
バッテリー電圧
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が

※表の数値は測定環境により変動します

Q

バッテリーへの最適な充電圧が

3.66A

直列と並列で
どのくらいの違いが
出たのか？

Ｖだと、過剰な４Ｖ分をカッ

直列

12

トする方式。すなわち、パネル
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6.89A
6.83A
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で発電した電力の一部を捨てて

42.3V

3.64A
21.22V

充電電流
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↑パネルの出 力ケーブルがＭ Ｃ４コネクタ
方式なので、
パネル間接続は専用コネクタを
使用。
バッテリー配線は５・５スケ。

20.63V
開放電圧

12

12

影あり
影あり

しかも、高効率化が進む一般家

電システムおよび外部充電シス

キャンピングカー用のソーラ

まずは
ソーラー充電の
方法をチェック
並列
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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

質問募集中!!
089

MPPT制御式なら
24V発電パネルでも
12Vで効率良く充電
12

←測定はクラン
プオンAC/DCハ
イテスタで、バ
ッテリーへの充
電を計測。
影なし
影なし

イラスト
吉田たつちか

24

12

18

エレクトリック
キャンパーLAND
充電しました！

直列と並列で

14

●ソーラー実験
日時：1月16日（火）13：30
天候：晴れ
場所：キャンピングワークス屋上
ソーラーパネル：単結晶100Ｗ×2枚（MPPT制御式）

新 koniken先生の
2 枚のパネルを

●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
要となるMPPTソーラーチャージコントロー
ラーは、ビクトロンエナジー社製の「ブルー
ソーラーチャージコントローラー」を使用
し、オプティマのディープサイクルバッテリ
ーへ充電。

完全保存版

つ!!
立
役
も
防災に

連載 第26回

ソーラーパネルを直列と並列で充電
ここ数年、注目度がうなぎ昇りなのがソーラー充電だ。
今回の実験は2枚のパネルを使って、直列＆並列に繋い
で充電した場合の違いをチェックしてみた。

