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電池（バッテリー） 

インバータ 発電機 

充電器 

コンバーター 

直流ＤＣを交流ＡＣに変換する装置 

交流ＡＣを直流ＤＣに変換する装置 

まずは、覚えよう 

コンセント（ＡＣ）から、バッテリー（ＤＣ)に充電 

ガソリン等で電気（ＡＣ,DC)をつくる 

コンセントは交流（ＡＣ） 

電気を貯める 



電池（バッテリー） 

一
次
電
池 

（一
回
か
ぎ
り
） 

•アルカリマンガン乾電池、空気アルミニウム電池、ブンゼン
電池、クロム酸電池（英語版）、クラーク電池、ダニエル電池、
乾電池、エジソン・ラランド電池（英語版）、グローブ電池ル
クランシェ電池、リチウム電池、リチウム・空気電池、水銀電
池、ニッケル系一次電池、シリコン空気電池（英語版）、酸化
銀電池、ウェストン電池、カドミウム標準電池、ザンボニー
電池、空気亜鉛電池、空気鉄電池、マンガン乾電池、空気電
池、空気マグネシウム電池、塩化亜鉛電池 

二
次
電
池 

（充
電
で
繰
り
返
し
） 

自動車蓄電池（英語版）鉛蓄電池制御弁式鉛蓄電池リチウ
ム・空気電池リチウムイオン二次電池リチウムイオンポリ
マー二次電池リン酸鉄リチウムイオン電池チタン酸リチウム
二次電池リチウム・硫黄電池デュアルカーボン電池（英語
版）溶融塩電池ナノポア電池（英語版）ナノワイヤ電池（英語
版）ニッケル・カドミウム蓄電池ニッケル・水素充電池ニッケ
ル・鉄電池ニッケル・リチウム電池ニッケル・亜鉛電池多硫
化物臭化物電池（英語版）カリウムイオン電池充電式アルカ
リ電池ナトリウムイオン二次電池ナトリウム・硫黄電池レ
ドックス・フロー電池亜鉛・臭素フロー電池シリコン電池亜
鉛・セリウム電池（英語版） 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%B0%97%E9%89%84%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%B0%97%E9%89%84%E9%9B%BB%E6%B1%A0
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%B0%97%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%B0%97%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0%E9%9B%BB%E6%B1%A0
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https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A1%A9%E5%8C%96%E4%BA%9C%E9%89%9B%E9%9B%BB%E6%B1%A0&action=edit&redlink=1
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%BB%E7%A9%BA%E6%B0%97%E9%9B%BB%E6%B1%A0
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E9%9B%BB%E6%B1%A0#%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E9%89%84%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E9%9B%BB%E6%B1%A0
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%BB%E4%BA%9C%E9%89%9B%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%9A%E7%A1%AB%E5%8C%96%E7%89%A9%E8%87%AD%E5%8C%96%E7%89%A9%E9%9B%BB%E6%B1%A0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%9A%E7%A1%AB%E5%8C%96%E7%89%A9%E8%87%AD%E5%8C%96%E7%89%A9%E9%9B%BB%E6%B1%A0&action=edit&redlink=1
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%BB%E7%A1%AB%E9%BB%84%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E9%9B%BB%E6%B1%A0
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https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E9%9B%BB%E6%B1%A0&action=edit&redlink=1
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https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc-cerium_battery


主なバッテリー（電池）の種類１ 
リチウムイオン電池【Li-ion】（二次電池） 

（携帯電話、人工呼吸器等） 

●メリット 

コンパクト（小さい） 

▲デメリット 

過充電、過放電で使用不可になる。 

□注意点 

自己放電するので、定期的に充電が必要 

充電しないと数か月で空になる 

空の状態を放置すると、使えなくなる。 

※新品を一回も使用しないで、故障したケースが生じている。 



主なバッテリー（電池）の種類２ 
ニッケル水素電池【Ni-MH】（二次電池）1.2v 
（ゲーム機・ラジコン・リモコン・ストロボなど） 
●メリット 
乾電池と同じサイズ・繰り返し充電 
▲デメリット 
充電器が必要、高額 
□注意点 
ニッケル水素電池の終止電圧(電池切れになる電圧)は約
1.0Vです。電池切れになった電池を充電せずに放置しておく
と自然放電により電圧が終止電圧を下回り、0V(完全放電)
になってしまいます。この状態になると電池にとても大きな負
荷がかかって寿命を著しく縮めてしまうのです。電池が切れ
たな、切れそうだな、と感じたら即充電しましょう。2/3程度
使ったら充電が最も劣化を抑えられる良い使い方です 

参考文献）© 2018 えこじじいの店 ＆ てぶくろ星人. 



鉛電池（自動車、バイク、船など） 

●メリット 

汎用性が高い、 

▲デメリット 

硫酸が入っている。充電の際に水素が発生 

□注意点 

接続順番がある（取扱例は別途資料参照） 

転倒すると硫酸がこぼれ危険 

主なバッテリー（電池）の種類３ 

取扱方法を覚えると、割と長時間使用が可能、リサイクルも可能 



電気の時間 交流 

＋ 

ー 

＋ 

ー 

家庭用コンセント 

１００V 

ヨーロッパ、中国、韓国など
は２２０ボルト(v) 

発電所：２万ボルト 

変電所： 
２０万ボルトにアップ 

中間変電所： 
２．２万ボルトにダウン 

電柱変電： 
１００ボルトにダウン 

家庭用コンセント 
１００ボルト 

（クーラー用等で 
２００ボルトもある） 

AC:Alternating Current（交互の流れ） 

電圧 

時
間
（流
れ
） 



電気の時間 

直流 

DC : Direct Current  
（(進行方向が)真っすぐな流れ） 

電圧（V) 
19V 

3V 

12V 

1.5V 

時間
（流れ） 

PC,家電等 

5V 

乾電池 

コイン型電池 

ＵＳＢ 

シガー 
ソケット 

直流 

1.2V 

ニッケル水素電池 



コンセントから家電 

直流 交流 
交流→直流変換 

（アダプター） 

１００Ｖ交流 

１００Ｖ交流→５Ｖ直流 

「機器は直流で動いている」が多い 



スマホなどの充電は直流が良い 

直流 直流 直流→直流 

電圧変換 

自動車 

シガー１２Ｖ
直流 

シガーソケット 
チャージャー 
 スマホ充電器 
１２Ｖ直流→５Ｖ直流 

ＵＳＢ 
５Ｖ 直流 

交流から直流に変換する際に、熱が出たりするので、効率が悪い 



１、鉛電池（自動車、バイク、船など） 

 

主なバッテリー（電池）の種類 

フタ付き 
（鉛・硫酸・水） 

フタ無し 
（鉛・硫酸・水） 

ジェル式（ドライ式） 
（鉛・硫酸・ジェル） 

安い 5,000程度 やや高い １5,000程度 高い 25,000程度 

高速充電可能 
転倒禁・液漏れ 
繰返しに弱い 

メンテナンスフリー 
（水の補充無し） 
高速充電不可 
転倒禁止・液漏れ 

メンテナンスフリー 
（水の補充無し） 
高速充電不可 
液漏れ無し 



ポータブル電源 

容量 626Wh 

重量 6kg 

ポート AC×1・DC×3・USB×3 

出力波形 正弦波 

定格出力／最大出
力 

３００W／５００W 

充電方法 
コンセント・ソーラー・シガーソ
ケット 

PSE検査合格品 ○ 

保証期間 2年保証 

容量 500Wh 
重量 7.7kg 

ポート 
AC×2・DC×2・USB×4・

シガーライターソケット
×1 

出力波形 正弦波 
定格出力／最大出力 ３００W／600W 

充電方法 
ソーラー・コンセント・シ
ガーソケット 

PSE検査合格品 ○ 
保証期間 12ヵ月保証 

容量 377Wh 

重量 5.3kg 

ポート AC×2・USB×2 

出力波形 正弦波 

定格出力／最大出力 ３００W／５００W 

充電方法 
コンセント・シガーソ
ケット 

PSE検査合格品 ○ 

保証期間 12ヵ月保証 

SmartTap ポータブル電源 
PowerArQ 
 

suaoki ポータブル
電源 G500 ￥59,880 ¥86,400 

HondaLiB-AID(リベイド)E500 

64,780円 

10万円以上200万円クラス（大容量） 



ポータブル電源の最強おすすめ人気
ランキング15選【災害時にも安心！】 

商品画像 
1 

Smart Tap 
2 

Anker 
3 

Aiper 
4 

BEAUDENS 
5 

suaoki 
6 

LACITAジャパン 
7 

Jackery 
8 

Anker 
9 

suaoki 
10 

imuto 
11 

Webetop 
12 

suaoki 
13 

suaoki 
14 

SinKeu 
15 

cheero 

商品名 PowerArQ 
PowerHouse 
200 

ポータブル電源 ポータブル電源 ポータブル電源 ポータブル電源 ポータブル電源 PowerHouse ポータブル電源 
大容量ポータブ
ル電源M5 

ポータブル電源 ポータブル電源 ポータブル電源 ポータブル電源 Energy Carry 

特徴 
通販サイトで評
判の良い人気
商品！ 

本体に充電しな
がら他の機器
へも充電可
能！ 

アウトドアシー
ンで活躍してく
れる防水ポータ
ブル電源 

10年使える高

寿命ポータブル
電池 

大容量＆選べ
る充電・出力！
使いやすさにも
こだわった人気
商品 

車中泊に便利
な高出力商品 

軽量コンパクト
でカバンに入れ
て持ち運べる 

高い安全性とス
タイリッシュなデ
ザインが魅力 

圧倒的コンパク
トさと大量の出
力ポートが魅
力！ 

アウトドアを華
やかに、非常時
を快適にしてく
れる必須アイテ
ム 

アウトドアにも
防災にも！幅
広く使えるコン
パクトなポータ... 

小型で軽量、取
扱いやすい
ポータブル電
源！ 

ソーラーパネル
と一緒に利用す
るならこれ 

シンプルで使い
やすい！冷却
ファン内蔵で熱
くならない 

ポップなデザイ
ンでどんなシー
ンも華やかに！ 

最安値 
64,780円 
送料無料 
詳細を見る 

29,800円 
送料要確認 
詳細を見る 

---円 ---円 
39,800円 
送料要確認 
詳細を見る 

56,880円 
送料要確認 
詳細を見る 

11,800円 
送料無料 
詳細を見る 

---円 
13,280円 
送料別 
詳細を見る 

17,980円 
送料要確認 
詳細を見る 

13,999円 
送料要確認 
詳細を見る 

19,800円 
送料無料 
詳細を見る 

59,880円 
送料要確認 
詳細を見る 

16,880円 
送料無料 
詳細を見る 

54,800円 
送料無料 
詳細を見る 

容量 626Wh 213Wh 173Wh 166Wh 400Wh 444Wh 83Wh 434Wh 150Wh 182Wh 155Wh 220Wh 500Wh 220Wh 500Wh 

重量 6kg 2.7kg 1.75kg 2.3kg 5.6kg 5kg 1.13kg 4.3kg 1.3kg 2.06kg 1.6kg 約2.5kg 7.7kg 2.3kg 5.4kg 

ポート 
AC×1・DC×3・
USB×3 

AC×1・DC×1・
USB×2・
USBTypeC×1 

AC×1・DC×1・
USB×3・
USBTypeC×1 

AC×1・DC×2・
USB×3 

AC×2・DC×2・
USB×4・シガー

ライターソケット
×1 

AC×3・USB×3
・DC×1 

AC×1・USB×2
・USBTypeC×1 

AC×1・DC×1・

シガーソケット
×1・USB×4 

AC×2・DC×4・
USB×4 

DC×5・USB×3 
AC×1・DC×3・
USB×3 

AC×2・DC×2・
USB×2 

AC×2・DC×2・

シガーソケット
×1 

AC×2・DC×1・
USB×4 

AC×1・DC×2・
USV×2 

出力波形 正弦波 正弦波 矩形波 ー 正弦波 正弦波 - - - - 短形波 正弦波 純正弦波 正弦波 正弦波 

充電方法 
コンセント・ソー
ラー・シガーソ
ケット 

コンセント 
ソーラー・コンセ
ント・シガーソ
ケット 

ソーラー・コンセ
ント・シガーソ
ケット 

ソーラー・コンセ
ント・シガーソ
ケット 

コンセント・シ
ガーソケット 

コンセント コンセント 
ソーラー・コンセ
ント・シガーソ
ケット 

ソーラー・コンセ
ント・シガーソ
ケット 

ソーラー・コンセ
ント・シガーソ
ケット 

ソーラー・コンセ
ント・シガーソ
ケット 

ソーラー・コンセ
ント・シガーソ
ケット 

ソーラー・コンセ
ント・シガーソ
ケット 

コンセント 

便利機能 
バッテリーマネ
ジメントシステ
ム・LEDライト 

バッテリーマ
ネージメントシ
ステム ・パスス
ルー充電対応 

LEDライト LEDライト - 

バッテリーマネ
ジメントシステ
ム×マイクロコ
ントロールユ
ニット 

バッテリーマ
ネージメントシ
ステム 

バッテリーマ
ネージメントシ
ステム 

LEDライト・
MPPTチャージ
コントローラー 

高性能LED＆
SOS機能 

LEDライト - 
MPPTチャージ
コントローラー 

- LEDライト 

PSE検査合
格品 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ ○ ○ - 

保証期間 2年保証 18ヶ月保証 1年保証 2年保証 12ヵ月保証 
30日交換保証・
1年間保証 

2年保証 18ヶ月保証 12ヵ月保証 18ヵ月保証 12ヵ月保証 12ヵ月保証 2年保証 1年保証 1年保証 

商品リンク 

•楽天で見る 
64,800円 
•Amazonで見る 
 
•Yahoo!で見る 
64,780円 

•楽天で見る 
29,800円 
•Amazonで見る 
29,800円 
•Yahoo!で見る 
 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
 
•Yahoo!で見る 
 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
 
•Yahoo!で見る 
 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
39,800円 
•Yahoo!で見る 
 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
59,800円 
•Yahoo!で見る 
56,880円 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
11,800円 
•Yahoo!で見る 
15,717円 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
 
•Yahoo!で見る 
 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
13,280円 
•Yahoo!で見る 
18,227円 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
17,980円 
•Yahoo!で見る 
 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
13,999円 
•Yahoo!で見る 
 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
19,800円 
•Yahoo!で見る 
23,994円 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
59,880円 
•Yahoo!で見る 
 

•楽天で見る 
 
•Amazonで見る 
16,880円 
•Yahoo!で見る 
19,436円 

•楽天で見る 
54,800円 
•Amazonで見る 
54,800円 
•Yahoo!で見る 
54,800円 

https://my-best.com/874 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/eightloop/4571427128135.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B07J4LV9HP
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B4B9WMQ
https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-shop-kumi/b07fpvtfyc.html
https://amazon.co.jp/dp/B07PJYC5DD
https://amazon.co.jp/dp/B076PR4TBZ
https://www.amazon.co.jp/dp/B073STZ3HX
https://www.amazon.co.jp/dp/B073J61T3Y
https://amazon.co.jp/dp/B018HIZAEC
https://www.amazon.co.jp/dp/B0794PVVGS
https://amazon.co.jp/dp/B07DH8JC5G
https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-090/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/l0810/&pc=https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/l0810/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/l0810/&pc=https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/l0810/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/l0810/&pc=https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/l0810/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/l0810/&pc=https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/l0810/
https://amazon.co.jp/s?k=Smart Tap PowerArQ 008601C-JPN-FS&tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/s?k=Smart Tap PowerArQ 008601C-JPN-FS&tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/s?k=Smart Tap PowerArQ 008601C-JPN-FS&tag=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/eightloop/4571427128135.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/eightloop/4571427128135.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/eightloop/4571427128135.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/eightloop/4571427128135.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/eightloop/4571427128135.html&vcptn=mybest_presses_874-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/anker/a1702/&pc=https://item.rakuten.co.jp/anker/a1702/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/anker/a1702/&pc=https://item.rakuten.co.jp/anker/a1702/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/anker/a1702/&pc=https://item.rakuten.co.jp/anker/a1702/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/anker/a1702/&pc=https://item.rakuten.co.jp/anker/a1702/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07J4LV9HP?tag=mybest_presses_874-22
https://www.amazon.co.jp/dp/B07J4LV9HP?tag=mybest_presses_874-22
https://www.amazon.co.jp/dp/B07J4LV9HP?tag=mybest_presses_874-22
https://www.amazon.co.jp/dp/B07J4LV9HP?tag=mybest_presses_874-22
https://www.amazon.co.jp/dp/B07J4LV9HP?tag=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://shopping.yahoo.co.jp/search?p%3DAnker+PowerHouse+200&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://shopping.yahoo.co.jp/search?p%3DAnker+PowerHouse+200&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://shopping.yahoo.co.jp/search?p%3DAnker+PowerHouse+200&vcptn=mybest_presses_874-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/Aiper%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90/&pc=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/Aiper%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/Aiper%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90/&pc=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/Aiper%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90/
https://amazon.co.jp/s?k=Aiper %E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90&tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/s?k=Aiper %E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90&tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/s?k=Aiper %E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90&tag=mybest_presses_874-22
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http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/suaoki%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%2BS601/&pc=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/suaoki%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%2BS601/
https://amazon.co.jp/dp/B018HIZAEC?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B018HIZAEC?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B018HIZAEC?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B018HIZAEC?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B018HIZAEC?tag=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/univ-godo/a-708624237191-20190224.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/univ-godo/a-708624237191-20190224.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/univ-godo/a-708624237191-20190224.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/univ-godo/a-708624237191-20190224.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/univ-godo/a-708624237191-20190224.html&vcptn=mybest_presses_874-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/suaoki%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%2BG500/&pc=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/suaoki%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%2BG500/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/suaoki%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%2BG500/&pc=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/suaoki%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%2BG500/
https://www.amazon.co.jp/dp/B0794PVVGS?tag=mybest_presses_874-22
https://www.amazon.co.jp/dp/B0794PVVGS?tag=mybest_presses_874-22
https://www.amazon.co.jp/dp/B0794PVVGS?tag=mybest_presses_874-22
https://www.amazon.co.jp/dp/B0794PVVGS?tag=mybest_presses_874-22
https://www.amazon.co.jp/dp/B0794PVVGS?tag=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://shopping.yahoo.co.jp/search?p%3Dsuaoki+%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90+G500&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://shopping.yahoo.co.jp/search?p%3Dsuaoki+%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90+G500&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://shopping.yahoo.co.jp/search?p%3Dsuaoki+%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90+G500&vcptn=mybest_presses_874-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/SinKeu%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90/&pc=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/SinKeu%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/SinKeu%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90/&pc=https://search.rakuten.co.jp/search/mall/SinKeu%2B%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90/
https://amazon.co.jp/dp/B07DH8JC5G?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B07DH8JC5G?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B07DH8JC5G?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B07DH8JC5G?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B07DH8JC5G?tag=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/sodom12/b07dh8jc5g.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/sodom12/b07dh8jc5g.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/sodom12/b07dh8jc5g.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/sodom12/b07dh8jc5g.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/sodom12/b07dh8jc5g.html&vcptn=mybest_presses_874-22
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-090/&pc=https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-090/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-090/&pc=https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-090/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-090/&pc=https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-090/
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/15fa9210.e15d27f8.15fa9211.9e1f82bc/mybest_presses_874-22?m=https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-090/&pc=https://item.rakuten.co.jp/cheeromart/che-090/
https://amazon.co.jp/dp/B076D4SH13?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B076D4SH13?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B076D4SH13?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B076D4SH13?tag=mybest_presses_874-22
https://amazon.co.jp/dp/B076D4SH13?tag=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheeromart/che-090.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheeromart/che-090.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheeromart/che-090.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheeromart/che-090.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3180269&pid=885009063&vc_url=https://store.shopping.yahoo.co.jp/cheeromart/che-090.html&vcptn=mybest_presses_874-22
https://my-best.com/874
https://my-best.com/874
https://my-best.com/874


鉛電池（自動車、バイク、船など） 

 

ボルトの確認 

鉛電池（バッテリー）は、 

１２Ｖ（ボルト）と 
２４Ｖ（ボルト）があります。 

購入の際には、確認が必要です。 

１２Ｖ（ボルト）と 
２４Ｖ（ボルト）があります。 

インバーターにも 

おすすめは 

１２Ｖ用 



インバーターの種類 
直流電源（ＤＣ）を交流電源（ＡＣ）に変換する装置 

直流電流
（DC12V） 

交流電流
（AC100V） 

矩形波（くけいは） 

インバーター 

正弦波（せいげんは） 

家庭用コンセントからの電気
とほぼ同じ波形をつくりだし
ます。あらゆる電化製品で使
用可能です。 
価格は高くなります 

電流へ変換するつくりを簡単にし、疑似的
に交流電流をつくりだします。 
つくりが簡単なので、価格も安くなります。 
そのため精密な波形を必要とする機器(マ
イコン制御の電化製品、電気毛布、計測器、
医療機器など)では接続しても動かなかっ
たり、通常よりノイズが発生したりする場
合がございます。 

３００Ｗ＝２万円程度 

５００Ｗ＝１万円程度 

インバーターで 
AC100Vに変換 

停電時でも使える 

外出先でも 
使える 



カーバッテリーの充電方法 

カーバッテリー 

接続ケーブル 

●カーバッテリー専用充電器 
普段はコンセントに挿して充電します 
（ゆっくり充電、急速充電 選択可） 

停電時には、充電出来な
い！ 

●自家用車 
自家用車のエンジンをかけて、ジャン
プして充電する。車が発電機！ 

（急速充電） 

●自家発電機（火力発電） 
発電機のエンジンをかけて、ジャ
ンプして充電する。 

（急速充電） 

●ソーラー発電機 
晴天時使用、コントローラー等必要 

カーバッテリーは、複数
個あると 
ローテーションが可能 

充
電 



発電機の種類 
発電機使用 

汽力発電 
火力発電 · 原子力発電 · 地熱発電 · 太陽熱発電 · 海洋温度
差発電 · 核融合発電（核融合炉） 

火力発電 内燃力発電 · コンバインドサイクル発電 · 廃棄物発電 

水力発電 揚水発電 · マイクロ水力発電 

海洋発電 
波力発電 · 潮力発電 · 海洋温度差発電 · 塩分濃度差発
電 · 海流発電 

風力発電 
陸上風力発電 · 洋上風力発電 · 浮体式洋上風力発電 · 凧型風
力発電（英語版） 

その他 冷熱発電 · 人力発電 · 炉頂圧発電 

発電機不使
用 

燃料電池発電 · 太陽光発電 · 宇宙太陽光発電 · 熱光起電力発
電 · MHD発電 · 熱電発電 · 振動発電 · ナノ発電 
 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E9%9B%BB#%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BD%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%86%B1%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E7%86%B1%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E5%B7%AE%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E5%B7%AE%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E8%9E%8D%E5%90%88%E7%82%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E7%87%83%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%9A%E6%B0%B4%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%AE%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E5%B7%AE%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%88%86%E6%BF%83%E5%BA%A6%E5%B7%AE%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%88%86%E6%BF%83%E5%BA%A6%E5%B7%AE%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%B5%81%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%8B%E4%B8%8A%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E4%BD%93%E5%BC%8F%E6%B4%8B%E4%B8%8A%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%87%A7%E5%9E%8B%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%87%A7%E5%9E%8B%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Crosswind_kite_power
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E7%86%B1%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%89%E9%A0%82%E5%9C%A7%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E9%9B%BB#%E5%88%A5%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%82%92%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E9%9B%BB#%E5%88%A5%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%82%92%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%83%E6%96%99%E9%9B%BB%E6%B1%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%85%89%E8%B5%B7%E9%9B%BB%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%85%89%E8%B5%B7%E9%9B%BB%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/MHD%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/MHD%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E9%9B%BB%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%AF%E5%8B%95%E7%99%BA%E9%9B%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%8E%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%A9%9F


主な自家用発電機（火力）の種類 
●ガソリン燃料の特徴 
 ガソリンスタンドで入手可能 
 可燃しやすく取扱い注意 
 半年で劣化し、故障の原因 
 高出力 
 燃料の補充が必要 

●プロパンガス燃料の特徴 
 ５ｋｇボンベは特別入手 
 20kgボンベは、ガス業者が設置 
 接続が簡単/ガス漏れ防止 
 中出力 
 連続100時間（４日間）可能 

●カセットボンベ燃料 
 手軽に入手可能 
 移動が楽 
 中出力 
 稼働時間が短い 

2400W 1600W 

ガソリン燃料 

ＬＰガス燃料 

850W 900W 

900W 

カセットボンベ燃料 

最大 
2.2
時間 

最大 
10.5
時間 

最大 
13.5
時間 

最大 
100時間 

最大 
10時間 

5kgﾎﾞﾝﾍﾞ 

20kgﾎﾞﾝﾍﾞX3個 

火力発電機は、取扱注意 
●有毒の一酸化炭素ガスが排出 
●通気の良い屋外で使用が必須 
●雨等の水に濡れてはいけない 
●燃料の取扱いに注意が必要 
●稼働時に、トルクを引っ張る力が必要 



火力発電機は、取扱注意 
●有毒の一酸化炭素ガスが排出 
●通気の良い屋外で使用が必須 
●雨等の水に濡れてはいけない 
●燃料の取扱いに注意が必要 
●稼働時に、トルクを引っ張る力が必要 

●有毒の一酸化炭素ガスが排出 

火力発電機は、取扱注意 
●通気の良い屋外で使用が必須 

●雨等の水に濡れてはいけない ●稼働時に、トルクを引っ張る力が必要 

●燃料の取扱いに注意が必要 



ガソリン プロパンガス プロパンガス カセットボンベ 

タイプ 

出力電力 2500ワット 850ワット 900ワット 900ワット 

主な特徴 冷房まで使用 移動可で非ガソリン 安全で長時間 手軽 

稼働時間 ６時間 10時間(5kgボンベ) 100時間 1.1時間 

エコモード １３時間 無し 100時間 2.2時間 

保管 ガソリン缶 ５ｋgボンベ 住宅ガスボンベ カセットボンベ 

入手先 ガソリンスタンド ガス販売業者 自動補充 ホームセンター等 

移動 〇 〇 ×（要工事） ◎ 

室内使用 不可 不可 不可 不可 

重量 29kg 20kg 14kg 19.5 

サイズmm 425x395X487 400X330x390 451x242x379 365x262x524 

参考価格 198,000円 169,000円 190,000円 110,000円 

機種発電機の特徴 



ガソリン プロパンガス プロパンガス カセットボンベ 

タイプ 

燃料 ガソリン(レギュラー) プロパンガス プロパンガス ブタンガス 

燃料供給 内蔵タンク9㍑ 外付け５ｋgボンベ 住宅ガスボンベ カセットボンベ 

入手先 ガソリンスタンド ガス販売業者 自動補充 ホームセンター等 

稼働時間 6時間 10時間(5kgボンベ) 100時間 1.1時間 

仮に 
12時間停

電時に必
要な燃料 

18リットル分のガ
ソリン 
（10ℓ用ガソリン缶
ｘ2個分） 

6㎏分のプロパンガ
ス 
（5ｋｇ用ボンベｘ2
本） 

特に用意なし 

（契約プロパン業
者管理） 

カセットコンロ（ブ
タンガス） 
同時に2個セット 
2個x11セット 
=22個 

その他 ー ガスの契約が無
い場合には、別
途契約が必要 

ー 

機種発電機の特徴 



自家用車は発電機代わり 

車中泊 
夏（クーラー） 
冬（暖房） 
（エコノミー症候群には注意） 

自家用車の 

シガーソケットに 

インバーターを接続し 

延長コードで 
屋内に引き込む 
 

１２０W以上で接続すると、車中のケーブ
ルが燃える可能性があります 

屋内へは、防雨対策が必要です 

非常用バッテリーに車から充電 



給油を待ち、ガソリンスタンドに列を作る車両＝ 
２０１８年９月７日午前７時４２分、 
北海道厚真町、杉本康弘撮影 

朝日新聞デジタル 
営業中のガソリンスタンド１７４カ所、サイトで確認可能 
2018年9月7日15時22分 

自家用車の燃料は常に満タンに！ 

プリウスをガソリンでもガスでも走るように改造 

医療ガス供給で患者の命を守る LPガスを
利用した車両・施設の燃料確保 
北良株式会社 
 



消費電力を把握しよう 



人工呼吸器・吸引器などの 
バッテリーがどれくらい持つのか？ 

電池はどれくらい持つのか？ 

新品の場合に、 
「８時間持ちます」と言われても 
数年単位で劣化します。 
現在の持ち時間がどれくらいか、 
テストしましょう。 

（電池が複数ある場合には、名前をつけて区別します） 



あると便利、照明関連 

ランタン 自動点灯 ヘッドライト 

各部屋にあると良い 
単一乾電池などで
長時間100時間 

コンセント充電タイプ 
急な停電時に点灯する 
センサー付き 

家族１名に１個 
おでこにつけて、 
両手が使えるように 



あると安心、足踏み吸引器 

前後タイプ 上下タイプ 手作り 

昔の足踏みミシン
のように,つま先と
カカトで踏む。 
●踏む足に重心 

片足で踏んで、離して
を繰り返し 
●反対側の足に重心 

ポンプの質によっ
て吸う力が変わる 
空気漏れ等の保守
が大切 

15,000円程度 21,000円程度 2,000円程度 

小児の在宅で、ベッドではなく、床に布団の場合、立っての足踏みは厳しい 



手動式吸引器 

3,000円程度 3,000円程度 

小児の在宅で、ベッドではなく、床に布団の場合、
立っての足踏み吸引器は厳しい 

電動鼻水吸引器 

7,000円程度 



地震対策（固定） 

家具の固定はしていますか？ 
ベビーベッドの固定はしていますか？ 
呼吸器の固定はしていますか？ 



外出上手が避難上手 

●外出する 
●準備がスムーズ（訓練になっている） 
●装備がコンパクト（最低限の装備） 
●機器の充電時間を把握している 
●台風時に本番（県外より意識が高い） 
●大規模災害時に慣れ生き残れる可能性大 
●療養者のおかげで、 
 電気の確保出来きて介助者も生き残れる 

サバイバル上手 



基本的には自助が優先だが 

自助＞共助＞公助  

支援者は、自助の力を高める支援が必要 

患者と家族の「自助」にも限界がある。 

地域で支える仕組み作りを、 
どう作り上げるか、皆で考えていきたい。 



各操作手順等は、安全に使用してもらう為の、 
資料ではありますが 
安全を保証したものではありません。 
あくまでも、利用者の自己責任で、 
管理・運用をお願いします。 

最後に 

不明点、気になる点は、随時確認をお願い致します。 

沖縄県難病相談支援センター  
認定ＮＰＯ法人アンビシャス 
ＴＥＬ．０９８-９５１-０５６７ 


