
1 1’15.10 ’15.10

〔第３０回〕バッテリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　薄井　政幸

今さら聞けない資機材の使い方

（留萌消防組合消防本部
 　小平消防署）

１　はじめに
　はじめまして、今回の「今さら聞けない資機材の使い方」
シリーズを担当させていただきます、北海道留萌消防組合
消防本部小平消防署の薄井政幸と申します。
　今回とりあげる資機材？ ですが、消防車両はもちろん
小型ポンプや発電機、はたまたライトのような小さな物に
もある「バッテリー」です。
　毎日点検していても起きるバッテリーの不具合。小型ポ
ンプなどはリコイルスターターなどでエンジンをかけるこ
とができますが、車両ではすぐにエンジン始動させること
ができません。
　点検時の場合は交換など対応できますが、もし出動時に
バッテリーが上がっていたら…そんな最悪な場面に遭遇し
ないためにも、バッテリーの仕組みや日頃の点検整備のポ
イントなどを紹介します。
　なお、今回はバッテリーの構造及び充電・放電の仕組み
については割愛させて頂きます。
　

２　バッテリーの規格
　バッテリーの規格は色々と定められています。
　今回は小型ポンプ等に使われている、小さいバッテリー
を参考に説明します（写真１）。

　写真１のバッテリーに上部に「３４Ａ１９Ｌ」という記
号が表記されています。
　この記号は更に「３４」「Ａ」「１９」「Ｌ」と区分され、
それぞれに意味があります。
　
「３４」　バッテリーの性能・容量を表しています。

単純にこの数字が大きいほど高性能で蓄電量が多い
ことになります。

「Ａ」　バッテリーの幅と高さ（端子含まず。）のサイズ
です（表）。

ＪＩＳ規格で定められており、Ａ→Ｈの順に大きく
なります。

「Ａ」の場合は幅127mm・高さ162mm となります。
「１９」　バッテリーの長さを表しています（単位cm）
（図１）。
「Ｌ」　プラス端子を手前にした場合の位置を示してい

ます（図２）。
　　表

記　号 幅（mm） 箱高さ（mm）

Ａ 127 162

Ｂ 129（127） 203

Ｄ 173 204

Ｅ 176 213

Ｆ 182 213

Ｇ 222 213

Ｈ 278 220

写真１　バッテリー

　　図１ 長　さ

高さ

幅
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　その場合はペンライトなどで横から照射してみますと分
かりやすくなります（写真２、写真３）。
　電解液が上下の線の中間より少ない場合は補充が必要と
なります。
　液の補充には精製水（市販されているバッテリー補充
液）を使用します。
　液が減ることが多い時やばらつきが激しい場合はバッテ
リー本体の寿命が近づいてる
証拠です。交換を検討しましょう。

　バッテリーの種類によっては液の補充が必要のない物も
あります。
　シールドバッテリーやメンテナンスフリーバッテリーと
呼ばれるものです（写真４）。
　特徴は上部にあるはずの蓋が特殊なテープで覆われてい
るなど外からは見えない構造となっており、液の補充が必
要の無いものとなっています。
　この場合は上部にバッテリーの状態を表示している部分
がありますので、それで判断しましょう。

　　図２

　バッテリーを交換する際はただ単に性能が良い物を選べ
ば良いという訳ではありません。
　単純に容量の大きいバッテリーを選ぶとサイズが合わな
かったり、端子が逆で配線が届かなくなってしまいますの
で注意が必要です。
　もし、交換する場合は頭の数字が同じか大きいものを選
ぶと良いでしょう。

３　点検・保守
　次に日常における点検・保守の方法とポイントについて
説明します。

①外観点検

　本体にヒビ・割れ・欠け・液漏れがないか確認します。

②液量確認

　バッテリーを側面から見て電解液が上の線（UPPER 
LEVEL）と下の線（LOWER LEVEL）の間にあるか確認
します。
　明るい場所ではどの部分まで液があるか分かりますが、
室内など暗い場所では見えづらく判断できない場合があり
ます。

③比重チェック

　バッテリーにどれだけ電気が蓄えられているのか確認す
るには「比重」を測定します。
　比重の測定には写真５、写真６のような器具を使用しま
す。
　光学式はスポイト式より正確に測ることができます（写
真７、写真８）。
　気温20℃での100％満充電の場合、比重は1.280になりま
す。
　気温が低ければ比重は大きくなり、高ければ比重は小さ
くなります（５℃で1.290、35℃で1.270）。充電容量が80％
だと比重は1.250、50％になると1.200になります。

写真３　これだと液面がはっきりと
確認できますね

写真２　液面はどこ
でしょうか？

写真４　蓋が見えません。
　　この場合は○の部分の色で判断しましょう
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HOTTA2
ハイライト表示

HOTTA2
ノート注釈
写真に○印がありませんでした。確認お願いします。

HOTTA2
ハイライト表示

HOTTA2
ノート注釈
高ければ比重は小さくなります。（５℃で1.290、35℃で1.270）80％だと1.250、50％になると1.200になります。を上記のように変更しましたが、確認下さい。
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４　バッテリーの充電
　バッテリーのメンテナンスで一番頻度が高いのは「充電」
です。
　先程述べたとおり、液を補充した場合や比重が低い場合
などは充電する必要があります。
　ここでは基本的な充電方法と注意点を挙げたいと思いま
す。
　バッテリーを充電する際、基本的には配線を取り外して
行いましょう（写真10）。
　配線の基本としてプラスは赤色、マイナスは黒色となっ
ています。プラス側の配線にはカバーが付いています。一
部無い場合もあるので注意しましょう。
　端子から配線を外す時は、マイナス→プラスの順番で行
います。ちなみに交通事故等でバッテリーの配線を外す時
もマイナス側を外します。

　充電を行う目安は1.250を下回れば充電するとよいでし
ょう。
　充電しても1.230を超えない場合はバッテリーの寿命で
す。

　比重を測定する際は、液の飛散や付着に注意しましょ
う。
　補充する液は、精製水ですので触れても問題ありません
が、バッテリー内部の液は希硫酸です。
　車体や衣服などに着いた場合は、すぐに拭き取れば問題
ないと思いますが、時間が経つと塗装が変色したりボロボ
ロになります（写真９）。

　車のキーをＯＦＦにしていても車体には電気が流れてい
ますので注意しましょう。
　外した後は配線をウエス等で包んでバッテリー端子や金
属に触れないようにします（写真11）。

写真９　バッテリー液が付着した部分
　　白く変色しています

写真10　大型車両に積載している12Ｖ×2個のバッテリー
今回は左側のバッテリーを充電します。外す順番はマイ
ナス⇒プラスです（写真だと左側から順番に外す）

写真11　バッテリーの配線を外し、ウエスを巻いている様子

写真６　液面が1.250の
位置にあります

写真５　比重計（スポイト式）

写真７　比重計（光学式） 写真８　同じ液体でも光学式
だと1.240でした

➡

➡
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　配線を外し終えたら、充電器のクリップをバッテリーの
端子に接続します。
　クリップの接続はプラス→マイナスの順番で行います
（写真12）。
　外す時、接続する時の注意点はプラス・マイナス両方の
クリップを持たないようにしましょう。金属やプラグ同士
が接触しショートする危険性が高くなります。
　必ずひとつひとつ作業を行いましょう。

になります。
　比重計があれば1.280まで、なければバッテリー液が沸
騰してきたら満充電の合図です。
　もし、急速充電を行う場合はバッテリー容量の１分の１
の電流で充電時間は30分以内、それ以上は、バッテリーに
負担を掛け結果的に寿命が短くなります。
　100ｍ走に例えると、バッテリーを人、電流の強さを速
さ、充電時間をタイムとします。いくらタイムが良くても
全力で何回も走ると疲労がたまり、走ることができなくな
ります。一方、ランニング程度なら何回も走ることはでき
ますよね。
　一度や二度なら急速充電はできますが、何度も行うとバ
ッテリーを痛めることになりますので、時間に余裕がある
場合はゆっくりと充電しましょう。
　又、充電中は水素ガスが発生するため換気がよいところ
で行ってください。
　密閉された空間では水素ガスが滞留しますので、万が一
ショートなどで火花が出た場合、爆発する可能性がありま
す。
　充電が完了したら充電器の電源を切り、接続時とは逆に
クリップを外していきます。
　もしも配線を取付けたまま行う場合、最低でもマイナス
側の配線を取り外し、更に充電をする際の電流は弱くして
下さい。
　配線を外さず充電の電流が強い場合はヒューズが切れた
り、最悪、車載のＥＣＵ（車載のコンピュータ）が故障し、
走行が出来なくなる可能性があります。
　小平消防署では普通の充電器の他にバッテリー再生機を
使用しています（写真15）。
　バッテリーは長時間使用していると電解液内の硫酸鉛に
よって電極板に膜ができ、電気が流れなくなる現象が起き
ます（サルフェーションと呼ばれる現象）。
　この機械はパルス電流を流すことで硫酸鉛を分解し充電

写真12　充電器のクリップを端子に接続します
（赤クリップをプラス端子⇒黒クリップをマ
イナス端子の順番）

　車両からバッテリーを降ろした場合は写真13のように
なります。

　全て接続したらバッテリー上部の液口栓を緩め、充電器
の電源を入れます。
　充電は弱い電流で時間を掛けて充電しましょう。
　充電の電流の目安はバッテリー容量の10分の１です（写
真14）。
　今回の充電を行ったバッテリーは「１９５Ｇ５１」のた
め、本来は約19.5アンペアが必要ですが、所有している充
電器では14アンペアまでしか充電ができませんでした。
　充電時間は数時間かかります。
　車のエンジンの掛かりが悪いようであれば５～６時間、
室内灯すら点灯しない場合は12時間程度の充電時間が必要

写真13　バッテリーを降ろして充電する場合
①⇒②と接続し、充電器の電源を入れます

写真14　電流計は14アンペアを示しています
少し弱くても、そのまま充電します
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能力を回復することができます。
　但し、電極板自体に問題があった場合や他の要因の場合
は回復しません。
　もちろん、使えなくなった古いバッテリーを元どおりに
回復することもできません。あくまで、バッテリーの寿命
を延ばすために使用しています。

５　バッテリーの寿命
　バッテリーの寿命は平均２～３年と言われています。
　２年～３年経過した場合は一度、整備業者にバッテリー
の状態を見てもらいましょう。
　充電をしても以下の状態が見られた場合はバッテリーの
寿命が近いサインです

・ライトを点けた時、エンジンの回転数で明るさが違う。
・バッテリー液の減りが早い。
・窓の開閉が遅くなった。
・比重が1.230を超えない。
・比重にばらつきがある。
・過去にバッテリー上がりが何度かある。

　また、以下の行為は頻繁に行うとバッテリーの寿命が短
くなります。

・夜間や雨天時にしか走行しない。
・走行距離が短く、たまにしか走らない。
・頻繁にセルスターターを回す。

　異常があった場合は整備業者に見てもらい、交換するこ
とを検討しましょう。

６　バッテリーに関する事故・不具合
　ここでは実際に起きたバッテリーに関する事例を紹介し
たいと思います。
①バッテリーが凍結して破損

消防団詰所に配置している車両のエンジンがかから

ず、確認するとバッテリー液が凍結し膨張、破損してい
ました。

原因は判明していませんが、バッテリーの比重が低く
なり、バッテリー液が凍結したものと考えられます。

凍結することは非常に珍しいことですが、寒さの厳し
い時にはバッテリーが上がることがあるため、注意が必
要です。
②朝の点検時は問題なし、その後未使用だが夕方の点検時

に車のエンジンが掛らなかった。

このケースはエンジンを掛けているにも関わらずバッ
テリーの比重が下がっていました。

原因は充電量と消費量の差です。
　通常、点検する際は全てのライト・赤色灯を点灯させる
と思います。
　この時エンジンが掛かっているため問題ないかと思いま
すが、アイドリング程度ではさほど充電されません。
　長期間走ることがなく、点検だけ行っていると少しずつ
電力を消費し、このようなことが起こります。
　点検時にはエンジンの回転数を少し上げるか、なるべく
なら車を走らせましょう。

７　最 後 に
　今回はバッテリーを題材にしましたが、私たち消防には
他にも色々な資機材があります。日々点検を行うことで使
用方法の確認や不具合を発見し改善することで、災害現場
に備えています。
　しかし、現場では何が起こるかわかりません。バッテリ
ーが上がっていた、レバーが動かなかったなど、色々な事
が起きるかもしれません。
　資機材が使えないということは活動遅延となり、被害が
拡大してしまいます。
　火災・救急・救助のプロとして、現場において最大限活
動できるよう、点検の重要性を再認識しましょう。

　次回は「●●●●●」の予定です。

著　者
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写真15　バッテリー再生機
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