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（リ本 No.1308） 
 

2013 年 3 月 5 日 
三菱電機株式会社 

 

三菱独自の換気量自動制御機能により、家全体の快適な 24 時間換気を実現 
三菱「エアフロー環気システム®＜壁排気タイプ＞」新商品のお知らせ 

 

三菱電機株式会社は、戸建住宅向け 24 時間換気設備として主流のパイプ用ファンの換気シス

テムにおいて、家全体の換気量の自動制御により快適な省エネ換気を実現した独自の換気システ

ム※1「エアフロー環気システム®＜壁排気タイプ＞」を 5 月 20 日に発売します。 
※1：2013 年 3 月現在当社調べ。パイプ用ファンで構成された戸建住宅向け換気システムにおいて 

 

 

 

 
 

「エアフロー環気システム®＜壁排気タイプ＞」 
(左)付属リモコン、(中)コントローラユニット P-01CND4、(右)排気ファン V-08PND7 

 

 エアフロー環気システム®の特長  

排気ファン搭載のセンサーにより室内圧力を検知し、家全体の換気量を自動制御 
・1 階トイレ用の排気ファンに微差圧センサーを搭載し、外風の影響やレンジフードファンの

運転などによる室内圧力の変化を検知 
・検知した圧力変化に対し、排気ファンのモーターパワーを自動制御し、設定換気風量を維持  

 新商品の特長  

1．季節や生活シーンに応じた運転機能搭載により、快適に換気 
・季節や生活シーンに応じて、リモコンで簡単に家全体の換気風量を切り替え、快適を実現 
・急速運転により、夏期の室内にこもった熱気や入浴後の浴室内の湿気を素早く排出 
・換気一時停止機能（浴室のみ）により、冬期入浴中の肌寒さ感を緩和  

2．高効率排気ファンと換気運転の風量制御により、家全体を省エネ換気 
・高効率排気ファンと換気風量の細かな設定により、消費電力 26.8W※2で家全体を省エネ換気 

[当社パイプ用ファンシステム※3と比較し、約 21％※4省エネ] 
※2：東京地区の床面積 42 坪、2 階建て住宅を想定（天井高さ 2.5m）。排気ファン（V-08PPD7-AF 他）計

5 台、給気ファン（V-08PQFF3）6 台のシステム構成による、24 時間換気運転時の 1 時間当たりの消

費電力量の目安。 
※3：人感／湿度センサー、遅延タイマー付を含む排気用ファン 5 台と、給気用ファン 6 台を含むパイプ用

ファン 11 台の組合せによるシステム 
※4：1 年間の換気運転に必要なエネルギーと空調負荷エネルギーの合計値の比較において 

 新商品の概要  

商品名 形名 
希望小売 

価格（税込み） 

年間販売 

目標 
発売日 

コントローラユニット P-01CND4 37,275 円 

センサー付排気ファン（角形格子グリル） V-08PND7 30,135 円 

センサー付排気ファン（インテリアパネル） V-08PXND7 30,240 円 

排気ファン（角形格子グリル） V-08PPD7-AF 10,080 円 

排気ファン（インテリアパネル） V-08PPXD7-AF 10,185 円 

5,000 
セット 

5 月 20 日

報道関係からの

お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL03-3218-2359  FAX03-3218-2431 
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

昨今の節電意識の向上により、高気密・高断熱住宅が増え、省エネで快適な暮らしに欠かせな

い「室内の空質改善」や「冷暖房設備に頼らない室内温度コントロール」など、換気設備の効果

への期待が高まっています。 

当社は今回、少ない消費電力で家全体の 24 時間換気風量を 適に保ち、暮らしの快適性を維

持・向上しながら省エネ・節電に貢献するエアフロー環気システム®＜壁排気タイプ＞を発売し

ます。 

 

 エアフロー環気システム®の特長の詳細  

排気ファン搭載のセンサーにより室内圧力を検知し、家全体の換気量を自動制御 
外風が強いときやレンジフードファンなどの大風量の換気機器を運転しているときなどは、室

内の圧力が変化するため、小風量の 24 時間常時換気設備などは、圧力変化の影響を受け、設

定した風量による換気ができないことがありました。エアフロー環気システム®では、1 階トイ

レ用の排気ファンに搭載した微差圧センサーで室内圧力の変化を検知し、コントローラユニッ

トが各排気ファンのモーターパワーを 8 段階に自動制御して設定換気風量を維持する定風量制

御機能の搭載により、安定した 24 時間換気を実現します（システム構成イメージは図表 1 を

参照） 
 

 特長の詳細  

1．季節や生活シーンに応じた運転機能搭載により、快適に換気 
・冬期は、24 時間換気運転にともなう外気の流入により肌寒く感じることがありますが、新商

品では建築基準法で認められている24時間換気風量の低減措置※5をリモコンで簡単に設定※6

できます。また、入浴中に浴室の換気のみ一時停止し、肌寒さ感を和らげることができます

（1 時間後に 24 時間換気運転に自動復帰）。 
・夏期は、急速運転機能により室内にこもった熱気をすばやく排出し、冷房運転前にあらかじ

め室温を下げることで、空調の負荷を低減します。春期や秋期などの暑い時間帯がある中間

期でも冷房運転を抑制できます。 
・浴室の急速乾燥運転機能により、入浴後の浴室内の湿気をすばやく排出します。 

※5：建築基準法における、冬季の 24 時間換気風量低減措置(換気回数 0.4 回/h 以上で可) 

※6：24 時間運転「弱」ボタンを押す事で、エアフロー環気システム全体の設定風量を、通常の 24 時間換気

運転時の約 80％(0.5 回/h ⇒0.4 回/h)に低減 
 
2．高効率排気ファンと換気運転の風量制御により、家全体を省エネ換気 

世界 小※7高効率モーター「MINIMO®」と新形羽根「サイレントウェーブレットファン®」を

搭載した高効率排気ファンの採用に加えて、24 時間換気運転の風量制御により、家全体の 24
時間換気運転に必要な消費電力は年間平均 26.8W※2と省エネです。冬期は 24 時間運転「弱」

設定※6による暖房の熱エネルギー流出抑制により、年間で空調負荷エネルギーを約 21％低減※4

でき、年間約 8,700 円※8の電気代を節約します（詳細は図表 2 に記載） 
※7：全自動無人化生産対応コンデンサ搭載型換気扇用交流モーターにおいて、2013 年 3 月現在(当社調べ) 
※8：電気料金目安単価 22 円/kWh にて試算 

 

 その他の特長  

１．排気ファン・リモコンのデザイン変更 
排気ファンはグリル正面の両サイドの角を落とし、壁からの出っ張り感を減らした直線形状の

デザインを採用しました。角形格子グリルタイプとインテリアパネルタイプ※9の 2 種類をライ

ンアップし、設置場所に応じた機種選定が可能です。また、リモコンは、従来品の丸形から使

いやすい角形（カード形）に変更しました。全館換気と浴室換気の操作部を上下に分け、それ

ぞれの機能名称を分かりやすく表記することで、換気風量の切り替えなどの操作性を向上しま

した（詳細は図表 3 に記載） 
※9：インテリアパネルタイプは浴室への設置は出来ません 
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2．排気ファンを 10 台まで接続可能 
1 システムあたりの排気ファン接続台数は、従来品ではセンサー付排気ファン（1 台）を含め

て 大 7 台でしたが、新商品ではセンサー付排気ファン（1 台）を含めて 大 10 台接続でき、

より大きな換気風量を必要とする住宅に対応できます。また、他の換気扇との連動端子※10 を

備えており、本システムの急速運転と連動させて運転することが可能です。夏季の排熱を早め

るために「換気排熱ファン」（形名：V-20MEX2他）や、住宅内の通風性能を高めるために「エ

アパス用ファン」（形名：V-08PF6他）などを接続できます。 
※10：消費電力 100W 以下の換気扇が連動可能 
 

 

 

 

 

 
 

 図表 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■システム構成
パイプ用ファンシステム 【新商品】 エアフロー環気システム®

洗面所 排気 V-08PHLD6（弱）×1台 洗面所 排気 V-08PPD7-AF×1台
トイレ 排気 V-08PALD6（弱）×1台 トイレ 排気 V-08PND7×1台

V-08PPLD6-T（強）×1台 V-08PPD7-AF（急速）×1台
常時運転時（弱）　 常時運転時（24時間）

ＬＤＫ 給気 V-08PQFF3×2台 ＬＤＫ 給気 V-08PQFF3×2台
和室 給気 V-08PQFＦ3×1台 和室 給気 V-08PQFＦ3×1台
トイレ 排気 V-08PALD6（弱）×1台 トイレ 排気 V-08PPD7-AF×1台
納戸 排気 V-08KLD2×1台 納戸 排気 V-08PPD7-AF×1台
寝室 給気 V-08PQFＦ3×3台 寝室 給気 V-08PQFＦ3×3台

浴室 排気

2
F

2
F

1
F

1
F

浴室 排気

図表２
42坪2階建て住宅の24時間換気システム例における消費電力比較（場所:東京地区）
＜必要換気量（0.5回/h）：174m3/h（天井高2.5m）＞

■システムイメージ(構成図) 

■換気排熱ファンとの連動運転例 

エアフロー環気システム®の急速

運転への切り替えと同時に換気排

熱ファンの運転を開始し、室内に

こもる熱気の排出を早めます。 

排気ファン 排気ファン 

給気ファン 

コントローラユニット センサー付排気ファン 

排気ファン 

室内圧力 
変化を検知 

コントローラユニットが排気ファン

の風量を自動制御 

※イラスト中のレンジフードファンは、システム対象外です。 
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■年間ランニングコスト比較

29.6W 30.3W 29.6W 30.3W

144.4kW・h 29.6kW・h 71.6kW・h 14.7kW・h 260.3kW・h
206kW・h 49kW・h 1100kW・h 261kW・h 1616kW・h

28.9W 29.9W 22.1W 23.2W

141kW・h 29.2kW・h 53.5kW・h 11.2kW・h ①234.9kW・h
188kW・h 45kW・h 802kW・h 211kW・h 1246kW・h

・年間の消費電力削減合計…(③1480.9kW・h/②1876.3kW・h)-1＝21％
・年間削減費用…(③1480.9kW・h-②1876.3ｋW・h)×22円/kW・h＝8699円

■試算条件 ・換気運転の消費電力：使用期間は冬期以外×244日、冬期×121日。1日の運転時間は24時間換気×20時間、

　　　　　　　　　　　　　　　　24時間換気+浴室急速換気(パイプ用ファンでは強運転)×4時間にて試算。

・空調負荷エネルギー：使用期間は冬期以外×62日、冬期×121日。1日の運転時間は24時間換気×20時間、

　　　　　　　　　　　　　 　　24時間換気+浴室急速換気(パイプ用ファンは強運転)×4時間。冷暖房平均COP3.2にて試算。

　　　　　　　　　　 　    　　エンタルピー差は冬期以外8.3kJ/kg、冬期22.7kJ/kg。空気密度は1.2kg/m3にて試算。

パイプ用ファン
システム

消費電力

空調負荷エネルギー

年間合計

年間合計

冬期冬期以外

24h換気
+浴室強

24h換気※5

+浴室急速

24h
換気

24h換気
+浴室強

24h換気

冬期以外 冬期

換気運転の消費電力

空調負荷エネルギー
換気運転の消費電力

消費電力

エアフロー環気
システム® 24h換気

24h換気+
浴室急速

24h

換気※5

1時間あたり消費電力…①234.9kW・h÷365(日)÷24(時間)=26.8W

③合計
1480.9kW・h

②合計
1876.3kW・h

 
 

                          

① 24時間換気
　　「強・弱」切替え

② 急速運転
　　「入・切」切替え

④ 浴室換気
　　「一時停止」

冬期は「弱」運転で、快適・節電

夏期などの熱気の急速排気に

入浴後の湿気の急速排気に

冬期入浴中の肌寒さを緩和

③ 浴室換気
　　「急速運転」

 
              

 
 

 製品仕様  

消費電力

（W） 
開放風量

（m3/h） 
騒音（dB） 

商品名 代表形名 
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 

質量 
（kg） 

コントローラユニット P-01CND4 ※消費電力はセンサー付排気ファンに含まれます。 0.8 

センサー付排気ファン 
（角形格子グリル） 

V-08PND7 4.3 4.3 35 35 30 30 0.56 

センサー付排気ファン 
（インテリアパネル） 

V-08PXND7 4.8 5.0 35 35 30 30 0.66 

排気ファン 
（角形格子グリル） 

V-08PPD7-AF 2.5 3.1 85 95 25.5 28.5 0.49 

排気ファン 
（インテリアパネル） 

V-08PPXD7-AF 2.5 3.1 85 95 25.5 28.5 0.58 

 商標関連  

エアフロー環気システムは三菱電機株式会社の登録商標です。 

 製作担当工場／お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機株式会社 中津川製作所 営業部 電材営業課 
〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号 
TEL 0573-66-8215 

リモコン 
（P-01CND4 付属） 

排気ファン 
（左）角形格子グリルタイプ V-08PND7、V-08PPD7-AF 

(右)インテリアパネルタイプ V-08PPXD7-AF 
 

図表 2 の続き 

図表3 
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