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リチウムと鉛バッテリーでは
適正充電圧や特性が異なる
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 キミのリ
チウムイオンバッテリーはトラ
ハイ、電子レンジを動か

ブルなしで動いてるかい？
生徒
しても問題ないし、バッテリー
切れもありません。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 安くても
安いっていっても、私に

大丈夫なんだ。
生徒
とって５万円は大出費です！
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 まぁ、順
調に稼働しているのは良いこと
そういえば、こないだ電

だからね。
生徒
気関係の大きな展示会に行った
ら、リチウムイオンバッテリー
と鉛蓄電池を接続した、ハイブ
リットな非常用電源システムが
あったので、私も前に使ってた
サブバッテリーを復活させて、

オイオ

大容量バッテリーシステムにし
ようかなって。
ｋ ｏ ｎ ｉ ｋ ｅ ｎ先生
イ、なんてコト言い出すんだ。
鉛のディープサイクルバッテリ
ーを接続する時でさえ、新品を
追加すると古いバッテリーの能
力に足を引っ張られて、新品の
性能が劣化するから、追加接続
でも、それは鉛バッテリ

は御法度なんだ。
生徒

つないだ場合は？
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 そもそも
バッテリーの特性が違うんだ
よ、内部抵抗値とか。ほら、イ
ンピーダンス値とかで表示され
るだろ。
生徒 よく分かりませんけど？
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 そもそも
異なった容量のバッテリーをつ
なぐと消耗度合いが異なって、
先生、私がつなぐのは容

バッテリー間……。
生徒
量が同じ１００Ａ ｈのバッテリ
ーなんですけど。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 ん、なら
簡単に話すと、リチウムイオン
バッテリーと鉛バッテリーで
は、適正充電圧が違うんだな。
リチウムイオンバッテリーは充
電圧が低いから、専用充電器で
充電したら鉛バッテリーは満充
電にならない。そんな状態で使
ちょっと待って下さい。

用したら……。
生徒
満充電じゃなくても、電気を使
ってますけど？
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 そりゃそ
つなぐと危険とか、制御

うだが……。
生徒
この前見たハイブリット

が利かなくなるとかあるんです
か？

非常用電源システムのパンフレ
ットを持ってきましたけど。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 今回は食
い下がるなぁ。じゃ実験する
か。

・ Ｖ

—分 秒消灯 —
生徒 ツインで２００Ａだか

の調子だとあと 分で消灯だな。
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ーのことでしょ。リチウムイオ

—分経過 —
ｋｏｎｉｋｅｎ先生

から ・ Ｖに電圧低下か。こ

30

ンバッテリーと鉛バッテリーを

高電力では鉛ツイン化よりも
リチウムイオン＋鉛が高性能
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 懐かしき
パワーソニックの１００Ａ ｈだ

PHOTO & TEXT：井田一徳
イラスト：寺崎 愛
備考：鉛とリチウムはスタート前の開放電圧は同じ。
実験直後の開放電圧は、鉛が12.39V／リチウムが11.94V

懐かしいって言いますけ

1時間17分

ね。

12.36V

生徒

12.59V

実験前のリチウムイオンバッテリー
の電圧は ・ Ｖで、鉛バッテリー
よりも低いが高電力には強い。

13.55V

ど、この前までツイン化して付

鉛×リチウム

けてましたよ。

46分42秒

ｋｏｎｉｋｅｎ先生 これを付

ー

けたのは２年前だったね。ど
れ、まずは劣化状態を計ってみ
化は進んでない。

11.87V

50
ら、２４００Ｗ ｈだから２時間
以上持つと思ってたのに。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 ディープ
サイクルバッテリーは高電力の
連続使用には弱いからね。次は
満充電したらリチウムイオンの
アンペアタイムと並列接続だ。

・ Ｖ

準
—備完了 —
生徒 スイッチ入れます。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生
か、少し高めだね。
—分経過（ ・ Ｖ） —

１
—時間経過（ ・ Ｖ） —
生徒 まだ点いてる。この組み

55

よう。満充電で ・ Ｖか。劣

13.50V

13

13

生徒 これなら売れますよね。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 でも１台
は実験で破損するかも知れない
リチウムイオンバッテリ

59

１
—時間 分で消灯 —
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 確かにこ

合わせって凄いですね。

36

よ。それでも実験するんだね。
生徒
ーは壊れませんよね？
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 分からん
よ。まぁ、しっかりしたＢ Ｍ Ｓ
が付いてるなら破損する前に電
源が切れる。安直なＢ Ｍ Ｓだと

清水の舞台から降りる決

破損の恐れありと言っとくけど
ね。
生徒
意で実験お願いします。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 それを言
うなら、落ちる覚悟だろ。
生徒 えっ、そうでしたっけ。
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 まずはパ
ワーソニックを並列接続して、
１２００Ｗ分の白熱電球が消灯
するまでの時間を計るから。
生徒 スイッチオンしました。

鉛×鉛

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

リチウムと
鉛バッテリーを
つないで
実験するぞ

小 西 憲 一 （こにしけんいち）
講師プロフィール

の組み合わせは凄い。でも、実
験後の鉛とリチウムでは電圧が
違うだろ。この電位差で使い続
けると両バッテリーとも寿命が
短くなるはずだ。
生徒 そうなんですか？
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 容量を増
加するなら、リチウムイオンバ
ッテリーからポータブルバッテ
リーに充電して使う方法がある。
生徒 でも買うお金が？
ｋｏｎｉｋｅｎ先生 このパワ
ーソニックを売ればいいよ。
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●お詫びと訂正：本誌3月号の「教えて！ koniken先生」の記事中（076ページ本文下段）に以下の誤りがありました。
読者の皆さま、ならびに関係各位に大変ご迷惑をおかけいたしました。ここに訂正してお詫び申し上げます。
（誤）一応PSE（通産省の電気用品安全法）の認証を取得してるか。 （正）一応PSE（経済産業省の電気用品安全法）に適合してるか。
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結果

11

サブバッテリーを並列接続するときは、新旧のバッテリーをつ
なぐと新しいバッテリーの寿命が短くなるので御法度とされて
いる。では、リチウムイオンと鉛バッテリーをつないだら？
今回の

1時間後

10

12

12

23

30分後

42

17

13

スタート前の電圧

46

30

リチウムイオンバッテリーと鉛バッテリーを
つないで使うことはできるの？
●並列実験
消費電力1200Wの負荷でインバーターがダウンするまで

50

第

バッテリー
リチウムイオン
5弾！
実験シリーズ第
実験で使用した鉛のディープサイクルバッテリ
ーは、定評のあるパワーソニックのPS-121000
（100Ah）。

13

並列接続したリチウムイオンバッテリーは、
前回使用したアンペアタイム（リン酸鉄／
100Ah）で、容量はパワーソニックと同じ。

電気に関する疑問に
お答えします！
連載

