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（リ本 No.1322） 
 

2013 年 8 月 22 日 
三菱電機株式会社 

 
手足の温度まで見つめる唯一のエアコン 

2014 年度 三菱ルームエアコン 「霧ヶ峰」 発売のお知らせ 

 
 三菱電機株式会社は、ルームエアコン「霧ヶ峰」の新商品として、快適性と省エネを両立させ

ながら手足の温度まで細かく直接測って直接温める Z シリーズ 11 機種を 11 月上旬から順次発売

します。 

 
 

 新商品の特長  

1．業界唯一「ムーブアイ極」で温度を直接測って「匠フラップ」で冷えた部分を直接温める 
・業界唯一※1、3,008 画素のサーモグラフィー「ムーブアイ極 (きわみ)」で人の位置と姿勢を

識別し、体の部位の温度を 0.1℃単位で細かく計測 
・新開発の「匠 (たくみ) フラップ」によるきめ細かい気流制御で、体の冷えた部分をピンポ

イントで直接温める 
・体全体の温度を計測しながら運転することで、冷えた部分が温まるまでしっかり暖房 

  ※1：2013 年 8 月 22 日現在。家庭用ルームエアコンにおいて（当社調べ） 
 

2．自然の風を再現した｢ハイブリッド運転｣で、快適な涼しさと節電を両立 
・体感温度に応じて送風運転・冷風運転・冷房運転を自動で切り替え 

・「匠フラップ」により全身に快適な風を送る心地よい霧ヶ峰高原の風を再現 
 ・快適な送風運転で冷房運転時間を減らし節電※2を支援 

※2：当社独自条件にて評価 
 

3．新開発のインバーターと新冷媒 R32 の採用で省エネ No.1 (7.1kWクラス) 

・インバーター回路に特性の異なる 2 種類のパワー半導体を併用し圧縮機を効率よく運転 
・地球温暖化係数が従来比約3分の1※3の新冷媒R32と冷媒圧縮ロスを低減した高効率圧縮機を採用 
・期間消費電力量 2,442kWh（7.1kW クラス）で、省エネ No.1※4 

※3：出展「IPCC 第 4 次評価報告書」温暖化係数 100 年値の比較。675（R32）と 2090（R410A） 
※4：2013 年 8 月 22 日現在。冷房定格能力 7.1kW クラスの家庭用ルームエアコンにおいて(当社調べ) 

 

4．その他の新機能 
・「霧ヶ峰 REMOTE」でスマートフォンによる遠隔操作※5や設定温度超過時などにメール通知する業

界初※1のお知らせ機能に対応 

・PM2.5※6に対応した新フィルターを採用 
※5：別売の無線 LAN アダプター（MAC-888IF）と、自宅内の無線 LAN インターネット環境が必要です 
※6：2.5μm 以下の微小粒子状物質の総称 

 
 発売の概要  

商品名 形名 容量 希望小売価格 発売日 月産台数

三菱ルームエアコン 
霧ヶ峰 

Z シリーズ 2.2～8.0kW オープン 
11 月上旬 
から順次 

20,000 台

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 TEL03-3218-2333 FAX03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 

Z シリーズ(ウェーブホワイト)
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 発売の狙い  

節電意識が社会で高まる中、ルームエアコンにおいては基本性能の向上とともに使い方による

節電支援としてセンサーによるソフト省エネ機能の拡充が一般的になっています。一方、我慢を

伴う節電は長続きしないことが多く、快適性もしっかり両立する商品が求められています。 
当社は 1954 年にルームエアコンを発売して以来、常に住空間の快適性と省エネ性の両立を追

求し、新しい技術を取り入れてきました。2013 年度モデル（2012 年発売）は「スマートハイブ

リッドシステム」で、主に夏の節電と快適性の両立を図りました。今回の 2014 年度モデル（2013
年発売）では、体の温度を直接測りながら体の冷えた部分を中心に直接温めることで、暖房の快

適性も向上しました。さらに、先進の技術により業界トップクラスの省エネを実現することで、

さらなる快適と省エネを両立しています。 
 
 特長の補足  

1．新開発「ムーブアイ極」 
人が感じる暖かさや涼しさは、人の周辺の床や壁の輻射熱が大きく関わっています。これまで

の赤外線センサー「ムーブアイ」は人の位置と輻射熱の影響を測ることにより、人の感じる温度

（体感温度）を考えて運転を行い、快適性を向上させてきました。 
 今年はさらに、「体の部位ごとの温度」まで直接測ることを目指し、3,008 画素の解像度を持つ

サーモグラフィー「ムーブアイ極」を新開発しました。ムーブアイ極は、姿勢を識別して、頭・

手・足など体の部位を見分けながら体温計と同じ 0.1℃単位で体の温度を細かく測定することが可

能です。 
 
2．新開発「匠フラップ」 
 風の当たり方次第で人が感じる暖かさや涼しさは大きく変わります。今年はより快適性を高める

ため、人の場所や体の温度に合わせ自在に気流を吹き分ける新開発の「匠フラップ」を採用しまし

た。大型フラップとフラップ配置の 適化設計を行い、前後と左右のフラップをきめ細かく独立制

御することで、業界 多※1の 343 億通りもの気流を実現しました。フラップの独立制御で、縮流し

た強い風や拡散した弱い風、今まで実現できていなかった全身に風を届ける縦方向の風を吹き分け

ることができます。また、離れた場所にいても、2 人それぞれに適した風を同時に届けることが可

能です。 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．冷えやすい足を直接温める暖房の実現 
 「ムーブアイ極」で体の部位ごとの温度を細かく測定することにより、冬場の足先など体の冷

えやすい部位が分かります。「匠フラップ」による 343 億通りの気流制御で、居る位置に合わせて

冷えた部位をピンポイントで温めます。2 人居てもそれぞれの温度を測定していますので、それ

ぞれの部位の温度に合わせた温め分けが可能です。また、「ムーブアイ極」で温度変化が分かるた

め、しっかり足が温まるまで温め続けることが可能です。 
 

図 1 「ムーブアイ極」と「匠フラップ」

「ムーブアイ極」 

「匠フラップ」



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．自然の風を再現した「ハイブリッド運転」 
ムーブアイで人の感じる温度（体感温度）を見はり、送風運転と冷房運転を自動で切り替える

ことで冷房運転時間を減らして節電※7する「ハイブリッドシステム」を 2012 年度モデル（2011
年発売）に業界で初めて搭載しました。さらに今年は特に送風運転時の快適性を向上させるため、

自然界の風のリズムを取り入れました。商品名にちなみ霧ヶ峰高原（長野県）で実際に風を測定

し、自然の風のリズムとゆらぎを再現します。また「ムーブアイ極」で人の姿勢を識別し「匠フ

ラップ」による気流制御で、立っていても寝転がっていても全身を包み込みこむ心地よい風を送

ります。冷房・冷風運転時も自然の風のリズムで、足など体の一部だけ冷えすぎない冷房が可能

です。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3 通常の風（イメージ） 図 4 自然の風（イメージ） 

「ムーブアイ極」 

図 2 暖房運転（イメージ）

「匠フラップ」で 2 人居ても同時に吹き分ける 

「ムーブアイ極」で体の温度を直接測りながら 

「匠フラップ」で冷えた部分を直接温める 
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※7：MSZ-ZW404S。当社環境試験室（14 畳、外気温 30℃）において、同一体感温度 28℃が得られるよう

に運転した場合。安定時 1 時間におけるおすすめ節電 OFF（191Wh）とおすすめ節電 ON（26Wh）の

消費電力量比較。使用環境により効果は異なります。 
 

5．新開発のインバーター 
駆動電力の損失を抑制するインバーターを新開発し、ルームエアコンの心臓部である圧縮機の

運転効率を向上しました。これまで、電流の ON／OFF を繰り返すスイッチング素子としては、

SJ-MOSFET※8もしくは IGBT※9のどちらかを採用するのが主流でした。SJ-MOSFET は低負荷

運転時、IGBT は高負荷運転時に損失が少ない特長を持ちますが、2 つを併用した効率的な回路構

成は存在していませんでした。今回、SJ-MOSFET と IGBT の並列駆動を実現し、運転状態に応

じて両素子の特長を引き出すことでインバーター回路の損失を約 33％低減※10しました。 
※8 ：Super-Junction Metal-Oxide- Semiconductor Field-Effect Transistor 
   従来のパワーMOSFET と比べ、素子の耐圧とオン抵抗とのトレードオフを改善し、損失を大きく低減できる素子 
※9 ：Insulated-Gate Bipolar Transistors 
   入力部に MOS-FET、出力部にバイポーラトランジスタを 1 つの半導体素子に構成したもの 
※10：昨年度モデル MSZ-ZW713S と今年度モデル MSZ-ZW714S のインバーター部損失比較（暖房中間条件） 
 
6．新冷媒 R32 用の高効率圧縮機 
 地球温暖化係数が従来の R410A と比較し約 3 分の 1※11の新冷媒 R32 に対応した圧縮機を新開

発しました。従来の R410A に比べて分子径が小さい新冷媒 R32 では、圧縮機の機構部に存在す

る隙間を通じて冷媒が漏れる「モレ損失」が生じます。新開発の圧縮機は従来の同容量圧縮機

（7.1kW 用）で R32 を使用した場合と比較して、モレ損失を約 20％低減して効率を高めていま

す。また、独自の生産技術も取り入れて約 40％の軽量化（7.1kW 用）も実現しています。 
※11：出展「IPCC 第 4 次評価報告書」温暖化係数 100 年値の比較。675（R32）と 2090（R410A） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7．霧ヶ峰 REMOTE 
 スマートフォンで、外出先からの運転 ON／OFF・運転モード・設定温度／湿度などの操作に

対応※5 しているほか、お好みに合わせて設定した室温や目標電気代に達するとメールでお知らせ

する業界初※1のお知らせ機能を搭載しています。気付かない温度上昇や使い過ぎを見守ります。 

図 5 霧ヶ峰高原の風 測定風景

図 6 新開発のインバーター回路と高効率圧縮機

インバーター回路

高効率圧縮機
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 ラインアップ  

【Zシリーズ】 

形名 
冷房 

定格能力 
発売日 本体色 

希望 
小売価格

MSZ-ZW224-W,T 2.2kW 
MSZ-ZW254-W,T 2.5kW 
MSZ-ZW284-W,T 2.8kW 
MSZ-ZW284S-W,T 2.8kW 
MSZ-ZW364-W,T 3.6kW 
MSZ-ZW364S-W,T 3.6kW 
MSZ-ZW404S-W,T 4.0kW 
MSZ-ZW564S-W,T 5.6kW 
MSZ-ZW634S-W,T 6.3kW 
MSZ-ZW714S-W,T 7.1kW 
MSZ-ZW804S-W,T 8.0kW 

11 月上旬
W：ウェーブホワイト 
 T：ウェーブブラウン 

オープン

 

 商標関連  

「霧ヶ峰REMOTE」は商標登録出願中です。 
 
 製品担当  

三菱電機株式会社 静岡製作所             
ルームエアコン営業統轄部               
〒422-8528 静岡市駿河区小鹿三丁目 18 番 1 号 

  TEL：054-287-3159  
 
 お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機お客さま相談センター 
TEL：0120-139-365 
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