前回の実験でリチウム電

鉛蓄電池式ポータブル電源は
寒冷地の野外放置で能力低下
生徒

←冷凍コンテナ内では金属類に触れると
凍傷になるので、スキーウエアと手袋
で完全防寒。低温下でもスイッチ類は問
題なく作動。↓車外の８００Ｗヒーター
に、ポータブルバッテリーからのＡ Ｃ
１００Ｖを接続して実験スタート！。

生徒

ボクも何回か行ったけ

ど、半端なく寒かった。でも、
ダイヤモンドダストがキラキラ

℃以

ダイヤモ

してキレイだったな。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生
ンドダストって、氷点下

℃だった。
そうだろ

ですよね。その時の温度

下じゃないと出ないぞ。
生徒
が氷点下
ｋｏｎｉｋｅｎ先生
学生の頃にオーロラ見に

うな。

そうなん

そうだったんだ。
じゃあ今

ｋｏｎｉｋｅｎ先生

それより

では、リ

アッ、そうだった。
冷凍庫の

霜が付いてる。
日本の冬
℃設定に
℃だろ。
凄い。本当だ。

２時間３分 —
—
生徒 突然消えた！

じゃあ扉

秒か。分計算

ｋｏｎｉｋｅｎ先生

下か。

％の性能低

まぁ、低

℃の屋外で焼肉パ
ーティするかなぁ。

も、氷点下

トを１時間半は使えるよ。で

るけど、これならホットプレー

温で少しは使える時間は短くな

ｋｏｎｉｋｅｎ先生

生徒

％の性能低下って？

分。となると、約

１ ４ ３ ・９ 分 だ か ら 、 差 が

で １ ２ ２ ・９ 分 だ ね 。 常 温 が

ムは２時間２分

正式タイ

２時間経過 —
—
生徒 まだ点いてる。

１時間経過 —
—
生徒 シッカリ赤くなってる。

ターを点けるよ。

を閉めて、外に置いてあるヒー

ｋｏｎｉｋｅｎ先生

生徒

計で測ると氷点下

してあるんだ。この赤外線温度

山を想定して氷点下

ｋｏｎｉｋｅｎ先生

生徒

ッテリーが凍ってるだろ。

中を見てごらん。ポータブルバ

ｋｏｎｉｋｅｎ先生

生徒

で使えるかどうかだったよね。

ルバッテリーが真冬のスキー場

も、リチウムイオンのポータブ

ｋｏｎｉｋｅｎ先生

リチウムイオンバッテリーも
低温状態では能力が多少低下

回も冷凍実験をしてみようか。

ｋｏｎｉｋｅｎ先生

生徒

リーを冷やす実験をしてるぞ。

凍室でディープサイクルバッテ

Ｄ」を見てないな。冷蔵庫の冷

レクトリックキャンパーＬＡＮ

てた「ｋｏｎｉｋｅｎ先生のエ

だよ。ってことより、前にやっ

ｋｏｎｉｋｅｎ先生

なくなるんだってこと？

ッテリーって冷えると電気が来

なくなるんだって言ってた。バ

ないとバッテリーが凍って動か

の中にヒーターがあって、繋が

アラスカのクルマはボンネット

コードを出して繋いでたっけ。

あって、みんなボンネットから

パーの駐車場に１台ずつ電源が

アラスカ行った時なんか、スー

生徒
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池のポータブルバッテリーの性
軽くて大

能が凄いってやりましたよね。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生
電力も使えて充電容量も大きい
ので進化したなぁ〜って感じだ
あれを読んだ友だちが、

ったね。
生徒
去年の年越しスキーで車外で大
きなポータブル電源でホットプ
レート使って焼肉パーティしよ

年越しス

うとしたら、電気不足だったっ
て言ってたんだけど。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生
キーってことは真冬だよね。場
所は？
長野県の志賀高原。そう
このテー
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生徒
そう、この写真。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生
ブルの横に置いてあるのがバッ
３年前に買ったばかり

テリーだね。
生徒
で、家に帰って調べると正常に
電気が来たから、寒さで電気が
不足したんじゃないかって。そ
れで、その友達から、この前の
ポータブルバッテリーが寒くて
も正常に使えるかどうかを先生
写真から

に聞いてもらえないかって。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生
すると、鉛蓄電池式の持ち運び
型だな。これを真冬の志賀高原
で車外で使おうとしたんだ。

チウムイオン電池式の高出力型
ポータブルバッテリーの低温性

これは、

この大きなトラックは？

能テストをしてみようか。
生徒
ｋｏｎｉｋｅｎ先生
今回の実験のために用意した冷
凍コンテナトラックなんだ。こ
の中で実験用のポータブルバッ

何かじゃ

テリーをギンギンに冷やしてあ
何か本格的〜。

秒だ

10

るぞ。
生徒
ｋｏｎｉｋｅｎ先生
なくって正式な実証実験なんだ
よ。実験するバッテリーは、前
回使ったエコフロー社の最新モ
デルで、容量が１２６０Ｗｈか
ら２０１６Ｗ ｈに増強された
「デルタマックス」というモデ
ルだ。これで約８００Ｗの電気
ヒーターを何分連続運転できる
８００Ｗだと、計算して

かを計測するんだ。
生徒

分

常温状態

みると２０１６÷８００だか
時間かな？

ｋｏｎｉｋｅｎ先生

ら、２・

ったよ。
でも、これでホットプレ
だいたい
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での測定では２時間
生徒
ート使えるのかなぁ？
ｋｏｎｉｋｅｎ先生

消費電力が１３００Ｗだね。バ
ッテリーは出力合計が２０００
この前のが１６００Ｗで

Ｗだから十分使えるよ。
生徒

使えるギリギリだって言って
た。

・実験結果
（DELTA MAXの本体温度 →電
気ヒーターの作動時間）
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YouTube「koniken
先生チャンネル」にア
ップしました。こちらも
チェックしてみてね！

回
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車外に持ち出しての使用が多いリチウムイオン電池式のポー
タブルバッテリーは、冬場に車外に置きっ放しにしても、充
電した電気を正常に使うことができるのだろうか!?
↑今回の実験では冷凍マグロなどを運ぶ冷凍コ
ンテナ車を使用。-30℃まで冷やせる本格仕様。

ポータブルバッテリーは極寒地でも
使うことができるのでしょうか？
・実験内容
「DELTA MAX」を使用して電
気ヒーター（約800W）の連続
作動時間を計測。

電気に関する疑問に
お答えします！
連載

↑今回の低温実験で使用した
ポータブルバッテリーは、
三元素リチウムイオンを搭
載したDELTA MAX。容量は
2016W hで、A C出力は合計
2000Ｗ。作動温度は−20℃〜
45℃／±3℃。専用のアプリを
使ってスマホでの操作と監視も
可能。ソーラー入力で800Ｗま
で対応。重量は100A hタイプ
のディープサイクルバッテリー
並みの約22㎏。←デジタルマ
ルチ温度計で冷凍庫内とポータ
ブルバッテリー本体の正確な温
度を測定。設定温度は-10℃。
●実験日：9月15日（水）

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

今回は
冷凍コンテナ車を
使って実験
したぞ！

小 西 憲 一 （こにしけんいち）
講師プロフィール

DELTA MAX（デルタマックス）

25

15

54

今回の
2時間2分53秒
2時間23分54秒
→
→
－10℃
23℃
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