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（リ本 No.1418） 
 

2014 年 7 月 23 日 
三菱電機株式会社 

 
業界トップクラスの加湿量で快適な湿度環境を実現 

三菱業務用ロスナイ「外気処理ユニット」新商品発売のお知らせ 
 
 三菱電機株式会社は、ビル用マルチエアコンの室外機と組み合わせることにより、全熱交換換

気・加湿（加温）・除湿（冷却）など総合的な外気処理を行う全熱交換形換気機器の業務用ロスナ

イ「外気処理ユニット」の新商品として、業界トップクラス※1 の加湿量を実現した 10 機種を 9
月 30 日に発売します。 

※1：2014 年 7 月 23 日現在当社調べ。国内の天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ業務用全熱交換形換気機器に

おいて 
 
 
 
 
 

 

 

 新商品の特長  

1．「新加湿エレメント」採用により、業界トップクラスの加湿量を実現 
・「新加湿エレメント」採用により、従来品比約 1.2 倍※2の加湿量を実現 
・建築物衛生法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）の湿度管理基準※3を確保 
・東京都の温湿度指導条件※4 や国土交通省の定める建築設備設計基準で規定されている各都市

の室内外温湿度条件で必要な加湿量を確保できるエリアを大幅に拡大 
※2：従来品（LGH-N50/80/100RDF）と新商品（LGH-N50/80/100RDF2）の比較 
※3：建築物衛生法では、3,000m2以上の建物において、相対湿度は年間を通じて 40％以上 70％以下と規定 

※4：東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課発行「平成 25 年度 ビル衛生管理講習会資料」

で規定されている条件（室外温度 0℃、室外相対湿度 50%、室内温度 22℃、室内相対湿度 50％） 

2．多彩な省エネアシスト機能の追加により、省エネ効果を向上 
・「スマート加湿モード」・「スマート除湿モード」機能搭載により、温湿度センサーで室外の温

湿度や室内の湿度を検知して加湿・除湿能力の強弱を自動調整することで、消費電力を低減 
・「スマート外気冷房」機能搭載により、温湿度センサーで室内外の温度とエンタルピー※5を検

知して換気方法を自動で切り替えて冷房効果を向上 
・別売の CO2 センサー（PGL-100TGS）と組み合わせ、室内の CO2 濃度に応じて換気風量を

自動制御 
※5：空気中の温度と湿度が保有する各エネルギー量の総和 

3．ラインアップ増加により、高顕熱システムの採用機会を拡大 
・高顕熱仕様のビル用マルチエアコンの室外機と組み合わせる高顕熱システムにより、室内の

温度と湿度に応じた 適な空調運転を行い、快適性と省エネを実現 

・ラインアップを従来の 5 機種から 10 機種に拡大したことに加え、組み合わせるビル用マルチ

エアコン室外機の対象機種※6増加により、高顕熱システムの採用機会を拡大 
※6：ビル用マルチエアコン「シティマルチ R2 GR」（従来機種 LGH-N50/80/100RDF は本製品のみ接続可能）

に加え、9 月から「グランマルチ」、「シティマルチ Y GR」高顕熱仕様に対応予定（全て受注対応） 

 発売の概要  

商品名 代表形名 
風量 

（m3/h）

希望小売価格

（税別） 
発売日 

年間 
生産台数 

業務用ロスナイ 

外気処理ユニット 

LGH-N50～

100RDF2（-50/-60）
500～

1000 
オープン 9 月 30 日 3,000 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 TEL 03-3218-2333 FAX 03-3218-2431 
三菱電機株式会社 広報部 

業務用ロスナイ「外気処理ユニット」 
代表形名：LGH-N100RDF2-60 
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 発売の狙い  

 業務用ロスナイ「外気処理ユニット」は、外気と室内の熱エネルギーを交換しながら換気し、

空調の負荷を低減する全熱交換形換気機器の応用製品で、ビル用マルチエアコンの室外機と組み

合わせ、全熱交換した後の外気をさらに加湿（加温）・除湿（冷却）して室内に供給します。 
 外気処理ユニットが多く用いられる特定建築物※7には、空気環境※8の維持管理が建築物衛生法

によって義務づけられ、相対湿度は年間を通じて 40％以上、70％以下と定められています。しか

し、東京都が行った調査によると、不適率※9が 35.7%、特に暖房期（12～3 月）には 72％に高ま

ると報告※10されるなど湿度環境の改善が課題となっています。 
当社は今回、「新加湿エレメント」の採用により業界トップクラス※1の加湿量で、快適な湿度環

境と省エネを実現する新商品を発売します。 
※7：建築物衛生法が規定する、特定用途に使用される延床面積 3,000m2以上の建物 

（事務所、図書館、博物館、美術館、興行場、百貨店、集会場、遊技場、店舗など） 
※8：浮遊粉じん量、一酸化炭素含有率、二酸化炭素含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒド量 
※9：建築物衛生法で定められている相対湿度の管理規制値を満たしていない建物の割合を数値化したもの 
※10：東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課発行「平成 25 年度 ビル衛生管理講習会資料」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 特長の詳細  

1．「新加湿エレメント」採用により、業界トップクラスの加湿量を実現 

（1）「新加湿エレメント」採用により、風路抵抗を増加させることなく加湿体の枚数を増やすこ

とで従来品比約 1.2 倍※2の加湿量を実現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜新加湿エレメントによる加湿の仕組み＞ 
 

（2）十分な加湿を行うことで、建築物衛生法（旧ビル衛生管理法）の湿度管理基準※3を確保す

るとともに、東京都の温湿度指導条件※4 や建築設備設計基準で規定されている室内外温湿

度条件において、必要な加湿量を確保できるエリアを大幅に拡大しました。建築設備設計

基準に記載されている国内 77 都市※11を対象とした場合、 大 73 都市※12の湿度管理基準

をクリアします。 
※11：全 80 都市の内、業務用ロスナイ外気処理ユニットの外気空気条件内に入る 77 都市を対象 
※12：従来品は 大 54 都市 

OA（外気） 

EA（排気） 

SA（給気） 

RA（還気） 

ロスナイエレメント 
外気と室内空気の間で全熱 
（温度、湿度）交換を行う 

熱交換器（直膨コイル） 
ロスナイエレメントで 
熱交換した後の空気を加温または冷却 

新加湿エレメント 
熱交換器（直膨コイル）で加温 
した空気に、湿度を含ませる 

 

給水口 
水道管から 
給水電磁弁を 
通して給水 

直膨コイル通過後の 
加温した空気 
 

加湿体 
水が浸み込んで周囲を 
通る空気を加湿 

貯水部 
加湿体に水をムラなく 
浸み込ませる 

加湿された空気 

排水口 
加湿後の水を排水 
 

冷媒配管 
ビル用マルチエアコン室外機 
からの冷媒を供給 
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2．多彩な省エネアシスト機能の追加により、省エネ効果を向上 
（1）「スマート加湿モード」機能は、温湿度センサーが室内外の温湿度を検知し、室内の湿度が

低い際に、目標湿度になるように熱交換器（直膨コイル）の加熱の入切と強弱を自動調整

し、適切に加湿することで、約 22％の省エネ※13に貢献します。 
また、「スマート除湿モード」機能は、室内の湿度が高い際に、室内が目標湿度になるよう

に熱交換器（直膨コイル）の冷却の入切と強弱を自動調整し、適切に除湿することで、約

3％の省エネ※13に貢献します。 
※13：＜共通＞ 

試算条件:従来品（LGH-N50RDF）と新商品（LGH-N50RDF2）における 6 台使用時、かつ当社ビル用

マルチエアコン室外機PUHY-EP280DMG2と接続した場合。室内空気条件が目標湿度値に達した際の、

加熱・除湿能力の差異による消費電力を比較 
＜加湿運転時＞［運転期間］2013 年 9 月 16 日～2014 年 5 月 31 日 ［運転時間］8:00～20:00 
       （データは気象庁ホームページに掲載の東京の過去気象データを使用） 
＜除湿運転時＞［運転期間］2013 年 6 月 1 日～2013 年 9 月 15 日 ［運転時間］8:00～20:00 
       （データは気象庁ホームページに掲載の東京の過去気象データを使用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜スマート加湿モードの運転イメージ＞ 
 
（2）「スマート外気冷房」機能は、温湿度センサーが室内外の温度とエンタルピー※5 を検知し、

室内に比べて室外の温度とエンタルピー※5が低い場合は全熱交換換気と普通換気（外気を直

接室内に取り込む方式）を自動で切り換えることで、外気冷房効果を 3%※14向上しました。 
※14：従来品（LGH-N50RDF）を外気冷房モードで運転した場合との比較 

［運転期間］2013 年 3 月 1 日～2013 年 11 月 30 日 ［運転時間］8：00～20：00 
（外気条件は気象庁ホームページに掲載の東京の過去気象データを使用） 
中間期（3 月 1 日～5 月 30 日、9 月 16 日～11 月 30 日）：室内温度 24℃、室内相対湿度 45％ 
冷房期（6 月 1 日～9 月 15 日）：室内温度 26℃、室内相対湿度 60％ 

 
（3）別売の CO2 センサー（PGL-100TGS）と組み合わせることで、室内の CO2 濃度に応じて

換気風量を自動制御（強／弱／微弱運転）します。外気導入による空調負荷を必要 低限

に抑え、約 20％の省エネ※15に貢献します。 
※15：新商品（LGH-N50 RDF2）と CO2センサー（PGL-100TGS）を併用した場合の、従来品（LGH-N50RDF）

との比較 
［運転時間］ 冷房期：3.5 カ月 暖房期：3 カ月 中間期：5.5 カ月 
［人の在籍率］67％ 
［運転パターン］新商品：24 時間風量自動運転、空調機：8:00～20:00、冷房期、暖房期共に微弱ノッ

チ運転を許可した場合。但し、微弱ノッチ時は加湿量・除湿量が制限されます。 

 その他の特長  

1．ドレンアップメカ内蔵機種（5 機種）追加により、ドレン配管の設置自由度が向上 
今回発売する 10 機種には、標準機種 5 機種に加え、ドレンアップメカ※16 内蔵の特殊対応機

種があります。ドレンアップメカ内蔵により、ドレン配管の設置自由度を向上させ、天井裏に

障害物があっても、障害物を避ける経路でドレン配管を設置できます。 
※16：製品内のポンプでドレン（結露排水など）を吸い上げて排水するシステム 
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 主な仕様  

形名※17 LGH-N50RDF2 
LGH-N80
RDF2-50 

LGH-N80
RDF2-60 

LGH-N100
RDF2-50 

LGH-N100
RDF2-60 

周波数（Hz） 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 
電源 単相 200V 
電流（A）※18 1.60 2.00 2.50 3.25 3.15 4.20 
消費電力（W）※18 300 390 490 635 620 830 
風量（m3/h） 500 800 1000 
機外静圧（Pa） 140 240 165 230 160 225 
温度交換効率（%） 70 71 70 

全熱交換効率（%） 
暖房時 68.5 72 70.5 
冷房時 64.5 67 66 

外気負荷熱処理 
能力（kW）※19 

暖房時 6.18（2.07） 10.11（3.46） 12.50（4.24） 
冷房時 6.30（1.67） 9.45（2.78） 12.30（3.42） 

室外機相当型番 P36 P56 P71 

加湿器 

加湿方式 滴下気化式加湿器 
加湿量

（kg/h）※19 
3.2 4.8 6.4 

給水圧力 最低圧力 0.05MPa～最高圧力 0.49MPa 

騒音（dB） 本体真下

1.5m 
35 37 35 36 38 39 

エアフィルター 
吸気側 

不織布フィルター（質量法捕集効率 82％） 
排気側 

質量（㎏） 74（満水時 78） 112（満水時 118） 114（満水時 122） 
外装 溶融亜鉛メッキ鋼板 
希望小売価格（税別） オープン 

※17：各形名にはドレンアップメカ内蔵の特殊対応機種があります。 
※18：ドレンアップメカ内蔵機種の電流、消費電力は上記数値と異なります。 
※19：外気負荷熱処理能力および加湿量は以下の条件での値を示します。 

［室内空気条件］ ＜暖房＞ 乾球温度 20℃ 湿球温度 13.8℃ ＜冷房＞ 乾球温度 27℃ 湿球温度 19℃ 
［外気空気条件］ ＜暖房＞ 乾球温度 7℃ 湿球温度 6℃ ＜冷房＞ 乾球温度 35℃ 湿球温度 24℃ 
［風量］ 強ノッチ定格風量時 
外気負荷熱処理能力の（ ）は、上記空気条件時のロスナイによる熱回収能力で内数を示します。 

 商標関連  

 「ロスナイ」は三菱電機の登録商標です。 

 特許  

 国内 24 件出願中 

 製品担当／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 冷熱・機器営業課 
〒508-8666  岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号 
TEL 0573-66-8217 FAX 0573-66-5659 


