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各部の名称各部の名称各部の名称各部の名称

機能と特徴機能と特徴機能と特徴機能と特徴

l アクアリウム照明に便利なＨＩＤランプ電子安定器です。

l 調光蛍光灯システムと連携が出来る制御端子を備えています。

l ４ポイントの出力電力切換機能内蔵。（７０Ｗ，１００Ｗ，１２５Ｗ，１５０Ｗ）

l 低周波　方形波　定電力　駆動で多くの市販ＨＩＤランプを安定に駆動します。

l 起動装置（高圧パルス発生器，イグナイター）を内蔵しています。

l 中継コネクターに内蔵されたインターロック機能で安全です。

l 出力端子短絡事故に備え出力電流制限回路を内蔵しております。

l 高力率，高効率（８５％以上）です。

ＨＩＤランプ豆知識ＨＩＤランプ豆知識ＨＩＤランプ豆知識ＨＩＤランプ豆知識

l 　Ｈｉｇｈ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　Ｌａｍｐｓ　の略称で水

銀ランプ，高圧ナトリウム・ランプ，メタルハライド・ランプ等の総称です。

l 　内部が高温高圧になるため，消灯後は温度が冷めるまでの間，１０分～１５分は

再起動できません。

l 　点灯直後は温度が低いため輝度が低く，所定の光色で発光しません。

l 　多少ですが紫外線を放出します。海水水槽では紫外線（ＵＶ）カットされたラン

プを使用して下さい。

本体側中継コネクター

電源ケーブル 出力ケーブル

本体

電力切換スイッチ インターフェース ホルダー側中継コネクターＦＧ

放熱器

本体ラベル
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注意事項注意事項注意事項注意事項

l 内臓イグナイターの構造上，ランプ内部にグロー方式の起動回路を内蔵した各社

Ｌ型メタルハライドランプＬ型メタルハライドランプＬ型メタルハライドランプＬ型メタルハライドランプなどは起動確率が極めて低く実用になりません。尚，岩

崎電気ＦＥＣマルチハイエース（Ｌ型相当）では問題無く起動します。

l 出力端子及び内部回路には殺傷能力を持った高電圧殺傷能力を持った高電圧殺傷能力を持った高電圧殺傷能力を持った高電圧が充ちており大変危険です。

接続時やランプ交換などのメンテナス時には必ず電源を切り，中継コネクターを抜

いてから作業を行って下さい。

l 内部が冠水したり，生体（巻き貝，カタツムリなど）が進入するとショートし故

障の原因となりますので設置場所とコードの引き回しには充分な配慮をして下さい。

l ランプ・ホルダー及びセードなどのランプ周辺金属部には本機イグナイターより

発生した高電圧が静電気として充電される事があります。この静電気による感電を

防止する為，ランプ・ホルダーの金属部は中継コネクターのＦＧ（フレーム・グラ

ンド）端子に接続して下さい。

l 本機は発熱しますので風通しの良い場所に設置し，周囲が４０℃以上にならない

様に考慮するとともに燃えやすい物を近くに置かないで下さい。又，幼児やペット

が誤って触れる事の無い様，充分に注意して下さい。

l 本機に内蔵された電力切換スイッチは必ずランプの定格電力値と同じポジション

に設定して下さい。ランプ定格電力より大きい設定にした場合はランプ内部の温度

が上がりすぎ大変危険です。又，低い場合には立ち消えが起こり，ランプ寿命を著

しく低下させます。

l 使用するランプによっては起動中のチラつきや光色変化が起きます。

l 周囲で点灯している蛍光灯の点滅周期と本機の点滅周期によりチラつきを生じる

事があります。

l 本体よりうなり音（特に起動中）がする事があります。

l 電源投入後の最初のイグニッションで点灯しない事があります。尚，イグニッシ

ョンは約３０秒毎で繰り返し動作します。

l 本体のＦＧ（フレーム・グランド）端子は３種接地工事を行って下さい。
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接続方法接続方法接続方法接続方法

l 電力切換スイッチをメタルハライドランプ（ＨＩＤランプ）の定格電力に合致し

たポジションに設定します。

l 付属の「ランプ側中継コネクター」とＨＩＤランプのソケットとを配線します。

まず中継コネクターのカバーを下図の様にフックを広げながら外します。

l 市販のホルダーには下図の様に電線が接続されています。この電線を中継コネク

ターに配線します。まずアース線を接続しましょう。（ホルダーに付属の電線は耐（ホルダーに付属の電線は耐（ホルダーに付属の電線は耐（ホルダーに付属の電線は耐

熱性の高い電線ですので一般の電線に取り替えて使用するのは危険です。）熱性の高い電線ですので一般の電線に取り替えて使用するのは危険です。）熱性の高い電線ですので一般の電線に取り替えて使用するのは危険です。）熱性の高い電線ですので一般の電線に取り替えて使用するのは危険です。）

l 中継コネクターのケーブルクランプを外します。

耐熱電線

ホルダー

アース

フック

ケーブルクランプ

＋ドライバー
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l 中継コネクターのクランプ解除は下図の様に小型のマイナス・ドライバーで行い

ます。しっかりとした台の上で作業を行って下さい。電線はあらかじめ８～９ｍｍ

のムキ代で被服を剥き，先端を撚っておきます。マイナス・ドライバーを強く押し

込みクランプを解除しながら線を挿入します。接続順は本体ラベル又は下図を参照

して下さい。次にケーブル・クランプを取り付けます。

l 配線は下図の接続になります。

l 配線後はしっかり挿入されているか線を持って軽く引っ張り確かめます。ムキ代

が短いと自然に抜ける場合があり危険です。又，ムキ代が長いと芯線が剥き出しに

なり，ショートする危険があります。

l カバーを取り付けます。電線をはさみ込まない様に注意して下さい。

カチッ！

黒

白

クランプ解除

挿入

マイナス・ドライバー

アース

インターロック
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l 　　　　

l ホルダー側中継コネクターと本体側中継コネクターを差し込み，本体のＦＧ（フ

レーム・グランド）をコンセントのアースへ，電源ケーブルをコンセントに接続す

ればランプは点灯します。水草水槽ではコンセントと本機の間にタイマーを挿入し，

１日　８時間点灯から初めて下さい。

取り付け方法取り付け方法取り付け方法取り付け方法

l 　

l 　

　ホルダーに付属している電線が短く，本

体設置場所にとどかない場合は右図の様に

延長して下さい。但し，本体からホルダー

までの全長は３ｍ以下にして下さい。３ｍ

以上になるとイグナイターからの高圧パル

スが減衰し起動しなくなる事があります。

接続部はビニール・テープなどでしっかり

絶縁して下さい。

接続箇所

ダルマ穴
　本体の取り付けはラベルに表示してある方

向を守って下さい。水平に設置可能な場合に

は落下の可能性が無ければ固定する必要はあ

りません。

　壁などに垂直に取り付ける場合には本体に

あるダルマ穴２カ所をビスで固定します。

カチッ！

本体ＦＧ端子

アース
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適合ランプ一覧適合ランプ一覧適合ランプ一覧適合ランプ一覧（アクアリウム用としての高演色メタルハライド・ランプ選択結果です。）

電力切換

スイッチ

岩崎電気 三菱オスラム 東芝ライテック

７０Ｗ 商品名：ハイラックス

ＮＨＴ７０ＳＤＸ

ＮＨＴ７０ＦＳＤＸ

ＭＴ７０ＳＤＷ

ＭＴ７０ＦＳＤＷ

ＭＴ７０ＳＷ

ＭＴ７０ＦＳＷ

ＭＴ７０Ｄ

ＭＴ７０ＦＤ

ＨＱＩ－Ｅ７０Ｗ／ＷＤＬ／Ｃｌｅａｒ

ＨＱＩ－Ｅ７０Ｗ／ＷＤＬ

ＨＱＩ－Ｅ７０Ｗ／ＮＤＬ／Ｃｌｅａｒ

ＨＱＩ－Ｅ７０Ｗ／ＮＤＬ

ＨＱＩ―ＴＳ７０Ｗ／ＷＤＬ　　口金

ＨＱＩ―ＴＳ７０Ｗ／ＮＤＬ　　ＲＸ７ｓ

ＨＱＩ―ＴＳ７０Ｗ／Ｄ

商品名：ネオアークビーム

ＭＲ７０ＷＷ－Ｎ

ＭＲ７０ＷＷ－Ｍ

ＭＲ７０ＷＷ－Ｗ

ＭＲ７０Ｎ－Ｎ

ＭＲ７０Ｎ－Ｍ

ＭＲ７０Ｎ－Ｗ

商品名：ネオアークＥベース

ＭＴ７０／ＷＷ

ＭＴ７０Ｆ／ＷＷ

ＭＴ７０／Ｎ

ＭＴ７０Ｆ／Ｎ

１００Ｗ 商品名：ハイラックス

ＮＨＴ１００ＳＤＸ

ＮＨＴ１００ＦＳＤＸ

ＭＴ１００ＳＤＷ

ＭＴ１００ＦＳＤＷ

ＭＴ１００ＳＷ

ＭＴ１００ＦＳＷ

ＭＴ１００Ｄ

ＭＴ１００ＦＤ

商品名：ＦＥＣマルチハイエース

Ｍ１００ＬＳ／ＢＵＰ

ＭＦ１００ＬＳ／ＢＵＰ

１２５Ｗ 商品名：陽光ランプ

Ｄ１２５

Ｄ１２５Ｆ

ＤＲ１２５／Ｔ Ｆ

１５０Ｗ 商品名：ハイラックス

ＮＨＴ１５０ＳＤＸ

ＮＨＴ１５０ＦＳＤＸ

ＭＴ１５０ＳＤＷ

ＭＴ１５０ＦＳＤＷ

ＭＴ１５０ＳＷ

ＭＴ１５０ＦＳＷ

ＭＴ１５０Ｄ

ＭＴ１５０ＦＤ

ＨＱＩ－Ｅ１５０Ｗ／ＷＤＬ／Ｃｌｅａｒ

ＨＱＩ－Ｅ１５０Ｗ／ＷＤＬ

ＨＱＩ－Ｅ１５０Ｗ／ＮＤＬ／Ｃｌｅａｒ

ＨＱＩ－Ｅ１５０Ｗ／ＮＤＬ

ＨＱＩ―ＴＳ１５０Ｗ／ＷＤＬ　口金

ＨＱＩ―ＴＳ１５０Ｗ／ＮＤＬ　ＲＸ７ｓ

ＨＱＩ―ＴＳ１５０Ｗ／Ｄ

商品名：ネオアークビーム

ＭＲ１５０ＷＷ－Ｎ

ＭＲ１５０ＷＷ－Ｍ

ＭＲ１５０ＷＷ－Ｗ

ＭＲ１５０Ｎ－Ｎ

ＭＲ１５０Ｎ－Ｍ

ＭＲ１５０Ｎ－Ｗ

商品名：ネオアークＥベース

ＭＴ１５０／ＷＷ

ＭＴ１５０Ｆ／ＷＷ

ＭＴ１５０／Ｎ

ＭＴ１５０Ｆ／Ｎ

電力切換

スイッチ

日立製作所 岡村電産

１５０Ｗ 商品名：メタルハライド・ＤＸ

ＭＴ１５０・ＤＸ－Ｄ

ＭＴ１５０Ｆ・ＤＸ－Ｄ

ＭＴ１５０・ＤＸ－Ｎ

ＭＴ１５０Ｆ・ＤＸ－Ｎ

商品名：スーパークール１１５

　ＭＳＣ－１５０Ｗ／ＰＷＡ

ＭＳＣ－１５０Ｗ／ＰＮＡ

ＭＳＣ－１５０Ｗ／ＰＷＥ

ＭＳＣ－１５０Ｗ／ＰＮＥ

ＭＳＣ－１５０Ｗ／ＰＷＣ

ＭＳＣ－１５０Ｗ／ＰＮＣ

ＭＳＣ－１５０Ｗ／ＰＷＢ

ＭＳＣ－１５０Ｗ／ＰＮＢ

ＭＳＣ－１５０Ｗ／ＢＬＷ

ＭＳＣ－１５０Ｗ／ＢＬＮ
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調光制御信号調光制御信号調光制御信号調光制御信号

約９０％

調光システムとの連携調光システムとの連携調光システムとの連携調光システムとの連携

ＨＩＤランプは管内部の温度上昇による圧力上昇で所定の明るさや光色を得る事がで

きます。ランプ内部で起きた放電と発光は連続した電力供給により維持されますが，一

旦電力供給が途切れると内部の温度が下がるまで放電を開始する事が出来なくなります。

この様に供給される電力の大きさによってランプ内部の温度が決定され，その動作性能

も大きく左右される事になります。従って，ＨＩＤランプによる連続調光はランプの性

質上無理があります。

　そこで，蛍光灯を使った調光システムと組み合わせて制御する事により大型オープ

ン・アクアリウムに於けるナチュラルな水槽照明を実現する事にしました。以下にその

セットアップ方法と動作を紹介します。

　　蛍光灯明るさ

　　ＨＩＤランプの点灯

　図の様に蛍光灯の調光が約９０％になったところでＨＩＤインバーターが自動的に動

作します。蛍光灯に色温度の低い電球色などを用い，ＨＩＤランプに色温度の高いメタ

ル・ハライド・ランプを使用すると，朝日や夕日の再現，日中の眩しい太陽光などが得

られ，とてもナチュラルです。又，ＨＩＤランプ点灯時間の短縮により藻の繁殖を抑制

できるでしょう。

　尚，２台のインバーターの点灯及び消灯タイミングは僅かにずれる事があります。

å^��

ＨＩＤ ＨＩＤ

蛍光灯

ラ イ ト コ ン

トロール

タイマー

調光インバーターユニット

スーパーインバーター

スーパーインバーター

点　灯　区　間
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仕様仕様仕様仕様

l 種類 ：高効率，高力率ＨＩＤランプ電子安定器

l 駆動方式 ：低周波方形波駆動定電力サーボ方式

l 回路方式 ：高周波スイッチング式可変電圧交流電源

l 定格（全てセンター値）

電力切換電力切換電力切換電力切換

ｽｲｯﾁ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝｽｲｯﾁ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝｽｲｯﾁ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝｽｲｯﾁ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

定格入力電力定格入力電力定格入力電力定格入力電力 定格入力電流定格入力電流定格入力電流定格入力電流 定格出力電力定格出力電力定格出力電力定格出力電力 効率効率効率効率 短絡電流短絡電流短絡電流短絡電流

70W70W70W70W 80W 0.9A 73W 91% ３.５A

100W100W100W100W 118W 1.3A 100W 85% ３.８A

125W125W125W125W 150W 1.7A 125W 83% ４.0A

150W150W150W150W 180W 2.0A 150W 83% ４.5A

l 定格入力電圧 ：１００Ｖ　±１０％

l 定格周波数 ：５０Ｈｚ／６０Ｈｚ　共用

l 力率 ：８５％　以上（実力８８％）

l 定格出力誤差 ：±１５％（各電力切換ポジションにおいて）

l 定格二次電圧 ：３２０Ｖｒｍｓ

l 動作保証周囲温度 ：０℃　～　４０℃

l 調光入出力ポート ：入力パルス・デューティー

　９０％　以下でスタンバイ・モード

　９０％　以上でイグニッション開始，点灯

　フォト・カプラーにて充電部（活電部）より絶縁

l イグナイター発生パルス ：±２ｋＶ　以上（実力±３ｋＶ，引き出し線３ｍ時）

l スタンバイ消費電力 ：５Ｗ　以下

l 中継コネクター使用部品 ：ワゴジャパン製

ランプ側凸コネクター ：721-065/000-042

本体側凹コネクター ：721-105/037-000

カバー（ハウジング） ：232-605

ケーブルクランプ ：209-177

ネジ ：209-176


