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注意事項 
当社の製品は、高性能で安全なLED照明器具
です。ただし、適切な操作と安全の ため
に、以下の注意事項をお読みになり、注意事
項に従ってください： 

Le produit est un appareil moderne et sûr. 
Mais pour une bonne utilisation et pour 
votre sécurité, veuillez lire les informations 
ci-des- sous :

この照明器具(本器具)を開梱するときは、安定した作業
ができる丈夫な作業スペースをご使用ください。本器具
を落としたりすると、破損するおそれがあります。本器
具を水に浸したり、高圧水や強い洗剤で清掃しないでく
ださい。 本器具を水に浸したり、高圧水で清掃しない
でください。
レンズ面を、平らな面（テーブルなど）に直接接触させ
るような形で、本器具を操作しないでください。レンズ
が損傷するおそれがあります。隣接する他の物体との最
小距離は20cmです。
本器具は屋内専用です。 
本器具の周囲に、常に空気が自由に流れるようにしてく 
ださい。吸気口と排気口が塞がれていないことを確認し
てください。 

空気の流れが妨げられると、過熱を防止のため、ランプ
が暗くなることがあります。 
本器具の修理は、訓練を受けた技術者のみが行うことが
できます。故障が疑われる場合は、販売店またはヘリオ
スペクトラ社に直接お問い合わせください。
この照明器具に使用されている光源の交換は、製造元、
サービス代理店、または同様の資格を持つ担当者のみが
行えます。
この照明器具は、1ｍ以下の距離で長時間凝視できない
ような位置に設置してください。 
光源を凝視しないでください。LED育成ライトには、人
体に有害な光放射が含まれている可能性があります。 

照明エリア内およびその周辺で作業する場合は、UV保
護用メガネ等を使用してください。 本器具は、本器具
の定格電圧に適合する適切に接地された主電源にのみ接
続してください（電源ラベルを参照）。 必ず、欠陥の
ない電源コードを使用して本器具を操作してください。 

本器具の電源コードを、電源(コンセント)から取り外す
場合は、コード部分を引っ張らないでください。 

本器具を適切に動作させるために、周囲温度は 40℃以
下にしてください 
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Quand vous déballez le luminaire assurez-vous d’avoir 
une surface solide sur laquelle travailler. L’appareil peut 
être endommagé si on le fait tomber.

N’immergez pas l’appareil dans l’eau et n’essayez pas de 
le nettoyer avec un jet d’eau à haute pression.

Ne pas mettre en marche l’appareil avec la lentille posée 
à plat sur quelconque surface (par exemple : une table), 
cela pourrait l’endommager.

Le produit ne s’utilise qu’en intérieur.

Assurez-vous qu’il y ait un minimum d’air autour de 
l’appareil.

Assurez-vous que l’espace réservé à cet effet ne soit pas 
encombré. Il doit y avoir un espace minimum de 0.2m/ 8 
pouces entre l’appareil et d’autres objets. Le blocage de la 
circulation de l’air pourrait affaiblir l’intensité de la lumière 
pour éviter toute surchauffe.

Cet appareil ne peut être entretenu que par un technicien 
expérimenté. Si vous avez un soupçon sur le mauvais 
fonctionnement de celui-ci, contactez votre distributeur 
ou Heliospectra directement.

La source de lumière contenue dans ce luminaire ne doit-
être remplacée que par le fabricant ou ses agents de 
services ou une personne similaire qualifiée pour le faire.

Le luminaire doit être positionné de telle sorte que le fixer 
longuement à une distance d’1 mètre/ 40 pouces soit 
évité.

Ne pas fixer la source de lumière. Les éclairages LED 
pourraient potentiellement contenir des radiations 
lumineuses nocives. Portez des lunettes anti-rayons UV 
quand vous travaillez sous ou à proximité de l’endroit 
éclairé.

Ne connectez l’appareil que sur une prise reliée à la terre 
et dont le voltage correspond à celui de l’appareil.

L’appareil doit être mis en marche avec rien d’autre 
qu’une prise, un cordon électrique ou une prise secteur 
non endommagés.

Ne jamais déconnecter l’appareil en tirant sur le cordon 
électrique.

Pour une utilisation optimale de l’appareil, la température 
ambiante ne doit pas dépasser 40°.

http://www.heliospectra.com/


目次
1. 製品の概要 ......................................................................................................................................................................................... 6 
1.1 ELIXIA 600W の概要 ........................................................................................................................................................................ 7 
1.2 ELIXIA 500W の概要 ........................................................................................................................................................................ 8 
1.3 Dyna シリーズの概要 .................................................................................................................................................................... 9 
2. 設置 ..................................................................................................................................................................................................... 10 
2.1 設置要件 ............................................................................................................................................................................................ 10 
サージ保護要件 - 北米 ............................................................................................................................................................................ 10 
サージ保護要件 - ヨーロッパ .............................................................................................................................................................. 11 
2.2 取り付け ............................................................................................................................................................................................ 12 
2.3 エアフロー ....................................................................................................................................................................................... 14 
2.4 ネットワークの設定 ..................................................................................................................................................................... 14 
2.4.1 セットアップ例 .............................................................................................................................................................................. 15 
2.4.2 推奨されるネットワークデバイス .......................................................................................................................................... 16 
2.4.3 一般のルータ設定ガイドステップ 1 - ルータの設定 ........................................................................................................ 17 
ステップ2 - IPレンジを設定 ................................................................................................................................................................. 17 
ステップ1 - ルータの設定 ..................................................................................................................................................................... 17 
3. ヘリオスペクトラ HelioCONNECT ...................................................................................................................................... 18 
3.1 設定 ..................................................................................................................................................................................................... 18 
3.2 HelioCONNECTの使用 .................................................................................................................................................................. 19 
3.2.1 ランプの識別 ................................................................................................................................................................................... 19 
3.2.2 Webユーザーインタフェースへのアクセス ........................................................................................................................ 20 
3.3 スタティックIPの設定 .................................................................................................................................................................. 21 
4. ランプの設定.................................................................................................................................................................................. 22 
4.1 Webユーザーインタフェースの使用 ................................................................................................................................... 22 
4.2 情報タブ ............................................................................................................................................................................................ 23 
4.2.1 履歴   .. ………………………………………………………………………………………………………………23 
4.2.2 温度   .. ………………………………………………………………………………………………………………23 
4.2.3 LEDステータス ................................................................................................................................................................................ 23 
4.3 操作タブ ........................................................................................................................................................................................... 24 
4.3.1. ランプ名とタグの設定 ................................................................................................................................................................. 24 
4.3.2. 波長強度の設定 .............................................................................................................................................................................. 25 
4.3.2.1. ライトイベントをスケジュールに追加 ............................................................................................................... 26 
4.3.3.2.スケジュールのエクスポートとインポート .................................................................................................................... 27 
4.4 構成タブ ........................................................................................................................................................................................... 28 
4.4.1. ランプ名とタグの設定 ............................................................................................................................................................... 28 
4.4.1.1. NTPの追加設定 ............................................................................................................................................................... 28 
4.4.1.2. システム時間を手動で設定 ...................................................................................................................................... 28 
4.4.2. ネットワーク設定の構成 .......................................................................................................................................................... 29 
4.4.3. ランプ動作モードの設定 .......................................................................................................................................................... 29 
4.4.3.1. 独立した構成 ................................................................................................................................................................... 30 
4.4.3.2. マスター/フォロワーの構成 .................................................................................................................................... 30 



5. メンテナンス.................................................................................................................................................................................. 32 
5.1 クリーニング .................................................................................................................................................................................. 32 
5.2 ファームウェアの更新 ............................................................................................................................................................... 32 
6. 技術仕様 ........................................................................................................................................................................................... 34 
7. 保証条件 ........................................................................................................................................................................................... 36 
7.1 保証 ..................................................................................................................................................................................................... 36 
7.2 利用規約 ........................................................................................................................................................................................... 37 
7.2.1 電気設備の品質要件および条件 ............................................................................................................................................ 37 
7.2.2 サージ保護要件 ............................................................................................................................................................................. 37 
7.2.3 保証の制限....................................................................................................................................................................................... 38 
7.2.4 保証請求プロセス.......................................................................................................................................................................... 39 
7.3 黙示的またはその他の保証 ..................................................................................................................................................... 40 
7.4 免責事項 ........................................................................................................................................................................................... 40 

4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 製品の概要 
 

 EIXIA 600W EIXIA 500W DYNA 

標準消費電力（W） 10.5 - 600W 10.5 - 500W 10.5 - 420W 

電圧範囲（V） 85 ～ 305V 312 ～ 528V 85 ～ 305V 

応用分野 商業園芸 産業園芸 研究 
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作業テーブルなどをご使用くださ 
ELIXIAを開梱するときは、丈夫な 

注意！ 

い。本器具を落としたりすると、 
破損するおそれがあります。 

 
 
 
 
 

1.1 ELIXIA 600W の概要 
 

2  

1 

3 
 

 

4 
 

 
5 レジェンド 

1. DIN M6 I-Hooks 取付済み 
2. イーサネットポート 
3. 電源ソケット 
4. ヒートシンクとエアインレット 
5. ステータスインジケータ LED 

6. ファンおよびエアアウトレット 
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パッケージの内容 
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設置する前に、ELIXIAパッケージのす
べての部品が受領されていることを確
認してください。欠品がある場合は、
カスタマーサービス担当者にお問い合
わせください。 
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説明 数量 
ヘリオスペクトラ ELIXIA 600W ランプユニット 1 
DIN M6 I-Hooks 取り付け済み 2 
2 m 電源ケーブル 1 
0.5 m イーサネットケーブル 1 
クイックセットアップガイド 1 

 



ELIXIAを開梱するときは、丈夫な作 
注意！ 

い。本器具を落としたりすると、 
業テーブルなどをご使用くださ 

破損するおそれがあります。 

1.2 ELIXIA 500W の概要 

設置する前に、ELIXIAパッケージのすべ
ての部品が受領されていることを確認し
てください。欠品がある場合は、カスタ
マーサービス担当者にお問い合わせくだ
さい。
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説明 数量 
ヘリオスペクトラ ELIXIA 500W ランプユニ
ット、0.5m電源ケーブル組み込み済み 1 
DIN M6 I-Hooks 取り付け済み 2 
0.5 m イーサネットケーブル 1 
クイックセットアップガイド 1 

パッケージの内
 

2 1 

3 

4 

5 レジェンド
1. DIN M6 I-Hooks 取付済み
2. イーサネットポート
3. 電源ケーブル (接続済み)
4. ヒートシンクとエアインレット
5. ステータスインジケータ LED

6. ファンおよびエアアウトレット

6 
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DYNAを開梱するときは、丈夫な作 
注意！ 

い。本器具を落としたりすると、 
業テーブルなどをご使用くださ 

破損するおそれがあります。 

 
 
 
 

1.3 Dyna シリーズの概要 
 

2 

3 

 
1 

 
4 

 

 
5 レジェンド 

1. DIN M6 I-Hooks 取付済み 
2. イーサネットポート 
3. 電源ソケット 
4. ヒートシンクとエアインレット 
5. ステータスインジケータ LED 

6. ファンおよびエアアウトレット 
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パッケージの内容 
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設置する前に、DYNAパッケージのす
べての部品が受領されていることを確
認してください。欠品がある場合は、
カスタマーサービス担当者にお問い合
わせください。 
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説明 数量 
ヘリオスペクトラ DYNAランプユニット 1 
DIN M6 I-Hooks 取り付け済み 2 
2 m 電源ケーブル 1 
0.5 m イーサネットケーブル 1 
クイックセットアップガイド 1 
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2. 設置 

2.1 設置要件 

ヘリオスペクトラ社製品の設置は、現地の電気規格に従って、現地の資格を持つ電気技師
または電気技術者が行う必要があります。このマニュアルでは、北米およびヨーロッパに
おける特定のサージ保護要件を示します。その他の設置場所については、その地域で推奨
されている同等の電気規格を使用してください。 

サージ保護要件 – 北米 
ヘリオスペクトラ社製品の設置に際しては、電気機器の電源供給と接地に関する IEEE 1100- 

2005 推奨手順に従って、適切なサージ保護装置を取り付ける必要があります。 

サージは内部ソースと外部ソースの両方から発生する可能性があるため、発生源の位置に関
係なく最大限の保護を提供するために、SPDをインストールする必要があります。次の3つの
保護ゾーンがあります： 
• 最初の保護ゾーンは入力電源側にあり、雷などの外部ソースからのサージを迂回する

ために、最も堅牢なSPDが配置されます。ここに設置されている SPDは、タイプ1 SPD 
デバイスとして表示されます。 

• 第2の保護ゾーンは、サージの影響を受けやすい施設内にあります。これらの場所の
SPDはタイプ2 SPDデバイスとしてリストされもので、スイッチボード、パネルボード、
モーター制御センターなどの機器にインストールされます。 

• 第3の保護ゾーンは、電源コンセントまたは使用場所にあります。ここに設置される 
SPDSは、タイプ3 SPDデバイスとして表示されます。 

お客様の施設の保護システムは、サージ抑制技術に精通した専門技術者の設計にもとずき、
すべてのSPDが適切な規模で設定、調整されていることを必ず確認してください。 
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サージ保護要件 - ヨーロッパ 
ヘリオスペクトラ社の製品は、次の規格に従って、すべて適切なサージ保護対策をする必
要があります：IEC 62305 – 雷に対する保護。 

この規格では、次の項目を規定しています： 
 

• 1つの雷保護ゾーンから別の雷保護ゾーンに移動する場合は、SPD(サージ保護デバイス) を
設置する必要があります。 

• 雷だけが脅威ではありません。落雷よりも頻繁に発生する負荷の切り替えは、電気
機器や電子機器を長期にわたって損傷する可能性のある高電圧過渡現象を発生しま
す。 

• SPDの構築要件を評価するために、リスク評価を実施する必要があります 
• 3つの雷保護ゾーン（LPZ）に対し、サージ保護デバイスのタイプ1、2、3が正しく

使用されていることを確認してください 
 

特定の用途に適したSPD機器を選択するのは複雑な場合があるため、認定された電気エン
ジニアリング請負業者や電気技師に相談することを推奨しています。 
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注意！ 

確認します。そうしなしと、過熱状態になり熱の蓄積を止めるためにランプが暗くなることがあ 
吸気口（4）と排気口（6）が塞がれておらず、ユニットの周囲を空気が自由に流れていることを 

ります。 

EIXIA 600W および DYNA 

7 ランプの電源を入れるには、付属 
の電源コードを電源ソケット 
（3）に接続してから、接地され 
た120V/230V、50/60Hzの電源コ 
ンセントに接続します。 

EIXIA 500W 
7 LX50は、高電圧タイプの産業 

用照明器具です。設置は、資格 
を持った作業者により実施する 
必要があります。本器具には、 
３芯の0.5m電源ケーブルが接 
続されています。 

 

2.2 取り付け 
適切に操作するには、本器具をサポート構造（天井など）から水平に取り付ける必要がありま
す。サポート構造は、ランプやその他の装置の重量を支えるのに十分な強度を備えている必要
があります。また、空気がユニット内に自由に流れるようにする必要があります（ご要望に応
じて追加のファンダクトをご用意いたします。詳細については、 ヘリオスペクトラ社の販売代
理店にお問い合わせください）。 

指示に従い本器具取り付けます： 
1. ライトには、あらかじめM6 I フックボルト（1）が取り付けられた状態で納品されま

す；3 ページの図参照。ボルトが取り付け穴に約6mm入っていることを確認し、ボルト
を締め付けるときに過度の力を加えないようにします。ボルト内のアイレットを、希望
の取り付け構造に接続する。 

2. 他の取り付け金具を使用する場合は、ボルトが取り付け穴（6mm）に完全に収まってい
ることを確認してください。 

3. チェーンまたはケーブルを使用して、ランプを水平にサポート構造から吊り下げます。 

4. ユニットがしっかりと固定されていることを確認します。 

 

 

5. 付属のイーサネットケーブルをイーサネットポート（2）に接続します。 
6. イーサネットケーブルをスイッチの空いているポートに接続します（詳細については、

設定例を参照してください）。 
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注意！ 
60秒経過してもインジケータLEDが緑色に点滅しない場合は、すべてのケーブルがしっかりと接 
続されていること、およびユニットとスイッチの電源がオンになっていることを確認します。ま 
た、ネットワークでDHCPが有効になっていることを確認します。問題が解決しない場合は、電 
源ケーブルを取り外してから再度挿入し、ランプの電源を入れ直します。 

注意！ 
本機を適切に動作させるために、周囲温度は40℃以下にしてください。 
ダクトアタッチメントを使用すると、冷却空気を温室外から導入できます。直列に接続できるラ 
ンプは2個までです。最初のランプの冷却空気の温度は必ず21℃以下にしてください。（エアダ 
クトは別売） 

 
 
 
 
 
 
 

8. インジケータ LED (5) (参照：エラー！ リファレンスソースが見つかりません) が
約15秒間オレンジ色に点滅し、その後緑色に点滅します。これでランプユニット
を使用する準備が整いました。 

 

 
 

9. 追加のランプユニットを取り付けるには、手順 1 ～ 8 を繰り返します。 
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過熱保護 
ランプ内の空気の流れが制限されている場合、または周囲温度が高すぎる場合は、本器具が十分 
に冷却できない可能性があります。ランプの内部温度が高くなりすぎると、ランプは暗くなり点 
滅し、ランプの損傷を防ぐために最終的には遮断されます。 

保護機構は、過熱の危険性がある部品に応じて、さまざまな段階で作動します。一般的にフルパ 

護機構を働きします。 
ワーで本器具を運転するときに、70℃を超える内部温度、または 周囲温度が50℃を超えると保 

 
 
 
 
 

2.3 エアフロー 

すべてのヘリオスペクトラ社の器具には、必要なときランプを冷却するためにファンが組
み込まれています。本器具にエアダクトに接続するときは、ダクトの空気が内蔵ファンと
同じ方向に吹くことが重要です。次の図は、電源コネクタ側で空気が吸い込まれ、インジ
ケータLED側で空気が吹き出していることを示しています。 

電 源 
コネクタ 電源 インジケータ 

LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プレート温度センサー ファン 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ネットワークの設定 
ヘリオスペクトラ社の制御可能ランプは、デフォルトでDynamic Host Configuration 
Protocol(DHCP) を使用して、ネットワーク内のルータからIPアドレスを自動取得します。こ
れは、コンピュータネットワークの一般的に機能です。IPアドレスは、ランプの設定および
監視に使用されます。第5章のランプの設定を参照してください。ランプは、スタティック
IPを使用するように設定することもできます。セクション3.3のスタティックIPの設定を参照
してください。 
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各ランプに常に同じIPアドレスを割り当てることが重要な場合は、DHCPおよびMACアドレス
の予約を使用してください（スタティックDHCPアドレスの設定方法については、ルータのマ
ニュアルを参照してください）。 
ネットワークがDHCPをサポートしているかどうかが不明な場合、またはスタティックIPアド
レス設定を使用するかどうかが不明な場合は、ローカルネットワーク管理者に問い合わせて
ください。 
 

2.4.1 セットアップ例 
複数のランプユニットを設定する場合は、通常のオフィス機器または同様のものと共有さ
れていない専用ネットワークに割り当てることをお勧めします。図4にランプ・ネットワ
ークの例を示します。ネットワークのセットアップ例： 
 

 

 
ｺﾝﾋﾟｭーﾀ 

 
ワイヤレス
ルーター 

 

ｽｲｯﾁ 

  

192.168.1.110 
 
 
 
 

192.168.1.111 
 
 
 

192.168.1.112 
 
 
 

192.168.1.113 
 
 
 
 
 

ｽｲｯﾁ  
ベンチ2用
のランプ 

 

この設定例では、各照明領域(またはベンチ)は、互いに離れた場所に配置されています。し
たがって、各ランプグループは異なるスイッチに接続されています。この例の各ランプに 
は、DHCPを介してプライベート192.168.1. X 範囲の一意のIPアドレスが割り当てられていま
す。スイッチはワイヤレスルータに接続されます。制御コンピュータは、ワイヤレスルータ
に接続してランプにアクセスし、設定および監視のために使用されます。 
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注意！ 
ネットワークでランプをセットアップする方法がわからない場合は、ローカルネットワークの
管理者にお問い合わせください。 

 
 
 
 

この設定には、次のような複数のバリエーションがあります： 
• 照明エリアが近接して配置されている場合、ランプをルータへ接続するスイッチの数

を少なくするために、各スイッチのポート数を増やすことができます。 
• 有線ルータが制御用として機能する固定コンピュータに使用されている。 

 

 

2.4.2 推奨されるネットワークデバイス 
ランプネットワークのセットアップには、次のデバイスが正常に使用されましたが、 DHCP 
および 100 Mbit/s をサポートする汎用ルーターおよびスイッチは、 WiFi 接続ライトで動作
します。 

• 小規模設備（照明器具25台未満） 
FS105/108/116 および GS105/108/116 NETGEAR®シリーズのスイッチ 

• 中規模から大規模の設備（照明器具25台以上） 
Ubiquityのワイヤレスルータ EdgeRouter、Ubiquity UAP-AC-Mアクセスポイント装備
各 Ubiquity UAP-AC-Mアクセスポイントは、最大250台のヘリオスペクトラ社照明器具を
接続できます。 
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例： 
IPレンジは、192.168.1.2 (「開始IPアドレス」) と 192.168.1.99 (「終了IPアドレス」) の間に 
設定されています。つまり、ルータは最大98台のデバイス（デバイス = ライト、コンピュー 
タ、プリンタなど）にIPを割り振ることができます。このレンジを適切に設定して、使用する 
すべての照明とその他の機器をカバーするようにしてください。 

 
 
 
 

2.4.3 一般のルータ設定ガイド
ステップ 1 - ルータの設定 
1. コンピュータ(ネットワークポート)に、ルータ(LAN ポートのいずれか)をEthernetケーブル

で接続 
2. コンピュータでルーターにアクセスこれを行うには、任意のWebブラウザを開き、アドレ

スフィールドにルータのIPアドレスを入力します（ルータの一般的なIPアドレスは 
192.168.1.1 です）。 

3. 次に、「ワイヤレス設定」を見つけます。ここでは、ルータ名(SSID)、パスワード、チャ
ンネル、セキュリティオプションなど、ルータの設定を変更できます。 

4. まず、ネットワークに名前を付けます。 
5. 地域を選択します。 
6. チャンネルを選択（自動チャンネル選択は、この照明器具ではサポートされていないため、

選択しないでください）。選択するチャネルがわからない場合は、次の手順を実行します：
どのチャンネルが許可されているかについて、各国の周波数規制を確認してください。 
Wi-Fi ネットワークワークチャンネルがすべて自分のエリアにどのように表示されるかを簡単に確認
するには、アプリ「 WIFI アナライザ」（フリーウェア）を使用します。 

7. [Security Options] で [WPA2-PSK [AES]] を選択します。 
8. ネットワークの個人パスワードを選択します。 

ステップ2 - IPレンジを設定 
1. [ Advanced ] タブに移動し、ネットワーク内の照明数をカバーできるIPレンンジを

入力します (さらに、プリンタやコンピュータなどの他の機器も対象にします)。 

 

 
2. 設定を保存します。すべてが正しく完了していれば、ルータはIPアドレスを照明器具

に割り当てます。これにより、各デバイスがアドレスを持ち、Webブラウザまたはヘ
リオスペクトラ社のソフトウェア「 HelioCONNECT 」から簡単にアクセスできるよ
うになります。 

ステップ1 - ルータの設定 
2. ルーターのWebユーザーインターフェースで Wi-Fi設定に移動します。 
3. 次に、SSIDを「HelioConfig」に設定し、パスワードを「Conf5600K」に設定して、

照明器具がある地域(地理的)を選択します。注意：ライトがルーターをワイヤレスで
検出できるようにするには、大文字を含めて正確な数字と文字を入力することが重要
です。 

4. [Apply] をクリックして保存します。 
5. これでルータのセットアップが完了しました。 
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注意！ 
ヘリオスペクトラのHelioCONNECTはネットワークにアクセスする必要があります。ツールと 
の間のトラフィックをブロックしているファイアウォールがないことを確認します。 

注意！ 
制御コンピュータがインターネットにアクセスできない場合は、実行可能ファイルを別のコン
ピュータにダウンロードし、USBドライブを使用して制御コンピュータに転送します。 

 
 
 
 

3. ヘリオスペクトラ HelioCONNECT 
ヘリオスペクトラのHelioCONNECTは、制御可能なライト用の管理用スタンドアロンツールで、
ネットワーク内の個々のランプの設定および監視機能を簡単に識別し、アクセスすることが 
できます。このツールは、スタティックIPを設定したり、ランプファームウェアを更新する場
合にも使用されます。 

 

3.1 設定 
まず、次のことを確認します： 
• 照明器具が専用ネットワークに正しく接続され動作している。 
• 制御コンピュータは Microsoft Windows XP/Vista/Windows7/Windows8® を実行して

おり、ランプネットワークに接続されている。 

HelioCONNECTを設定する手順 
1. www.heliospectra.comのサポートセクションからHelioCONNECTを取得するか、ヘリオス

ペクトラ社の担当者に要求してください。ファイルを制御コンピュータに保存します。
HelioCONNECTは自己完結型の実行ファイルなので、何もインストールする必要はありません。 

 

 
2. ヘリオスペクトラのHelioCONNECTファイルをダブルクリックし、アプリケーショ

ンが起動することを確認します。HelioCONNECTファイルへのショートカットを作
成し、デスクトップに配置することをお勧めします。 
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を設定 

注意！将来の参考のために、各ランプの名前を付けたラベルを貼ることをお勧めします。 

 
 
 
 
 
 

3.2 HelioCONNECTの使用 
メインウィンドウには、次の一般的な機能と情報が表示されます。 
• [Action]メニューには、スキャン、点滅、起動の各アクションが含まれています。 

これらのアクションには、スキャン、点滅、または起動ボタンをクリックしてアクセス
することもできます。 

• [ System ] メニューには、次のメニューオプションがあります。 
o [ 設定 ]オプションでは、ランプの点滅とスキャンの設定を行います。 
o [ Update system (システム更新) ]オプションは、1つまたは複数の照明器具のファ

ームウェア更新に使用します。 
o [ Change configuration(構成の変更) ] オプションでは、ランプのネットワーク構成 

できます。 
• [ About (バージョン情報) ]メニューには、ヘリオスペクトラ HelioCONNECT のバージョ

ン情報と詳細情報の参照先が含まれています。 
• ランプリストフィールドには、ネットワーク上のランプと各ランプに関する詳細情報 

（名前、MACアドレス、IPアドレス、割り当て、モード、スケジュール、ファームウェア
バージョン、ステータス）が表示されます。 

• ランプリストの列をクリックして、ランプを選択します。複数のランプを選択するには、 
Ctrlキーを押しながら選択します。 

3.2.1 ランプの識別 
指示に従って、ネットワーク内のランプを識別します。 
1. 制御コンピュータから ヘリオスペクトラHelioCONNECTを起動します。 
2. [ Scan ]をクリックします。 

ネットワーク上の利用可能なランプのリストが表示されます。 
3. 識別するランプの列を選択します。 
4. [ Blink ]をクリックします。 
5. 選択したランプのLEDが点滅し、識別が可能になります。 
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3.2.2 Webユーザーインタフェースへのアクセス 

LX60ランプは、Webユーザーインタフェース（Web UI）を介して設定および監視されます。

指示に従って、ランプの Web UI にアクセスします。 
1. 制御コンピュータから ヘリオスペクトラHelioCONNECTを起動します。 
2. [ Scan ]をクリックします。ネットワーク上の利用可能なランプのリストが表示されます。 
3. 設定または監視するランプの列を選択します。 
4. [Launch (起動)]をクリック します。 
5. 選択したランプの Web UI が表示されたWebブラウザウィンドウが開きます。ランプ設定オプ

ションの詳細については、第4章ランプ設定を参照してください。 
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注意！ 
単純なアドレススキームの場合は、選択したIPアドレスの範囲を異なるキャビネットに割り 
当てることを検討してください。たとえば、次のようになります。 
192.168.1.110 、 ...111 、 ...112 、および ...113 を1台目のキャブネットのランプ、 
192.168.1.120 、 ...121 、 ...122 、および ...123 を2台目のキャビネットに接続します。将 
来の参考のために、各ランプに明確なラベルを付けることをお勧めします。 

 
 
 
 
 

3.3 スタティックIPの設定 
ランプネットワークでDHCPが使用できない場合は、ヘリオスペクトラHelioCONNECTを使用
してランプにスタティックIPアドレスを割り当てることができます。IPの設定は、ランプ Web 
UI を使用しても変更できます（すでに IPアドレスが割り当てられている場合；詳細について
は、セクション4.4.2 ネットワーク構成の設定を参照してください）。 

ランプに固定IPを割り当てるには、次の手順に従います： 
1. 制御コンピュータから ヘリオスペクトラ社 HelioCONNECTを起動します。 
2. [ Scan ]をクリックします。ネットワーク上の利用可能なランプのリストが表示されます。 
3. ランプの列を選択して、スタティックIPを割り当てます。 
4. [System]メニューの [ Change Configuration(設定の変更) ]オプションを選択 
5. IPアドレスを入力 
6. サブネットを入力 
7. デフォルトの[Gateway]を入力 
8. DNS1フィールドにプライマリDNSを入力 
9. DNS2フィールドにセカンダリDNSを入力 
10. 更新をクリック 
11. 手順1～10 を繰り返して、追加のランプにスタティックIPを割り当てます。 
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4. ランプの設定 
ヘリオスペクトラのランプWebユーザーインタフェース (Web UI) は、各ランプの設定と監
視に使用されます。Web UI には、ヘリオスペクトラHelioCONNECT または  Webブラウザか
ら直接アクセスできます（ランプのIPアドレスがわかっている場合は、セクション3.2.2の
Webユーザインターフェイスへのアクセスを参照してください）。 

ヘリオスペクトラのランプの設定は、次の手順で行います： 
• ヘリオスペクトラ HelioCONNECT によるランプ検出については、セクション 3.2.1 ラン

プの識別 を参照 
• （オプション）ランプスタティック IPアドレスの設定。セクション 3.3 スタティックIP

の設定 を参照 
• ランプのシステム時間、タグ、名前の設定については、セクション 4.3.1 ランプの設定 

を参照 
名前とタグ 

• （任意）ランプスケジュールの設定。セクション 4.3.3 スケジュールの設定を参照 
• ランプ動作モードの設定については、セクション 4.4.3 ランプ動作モードの設定 を参照 

 
 

4.1 Webユーザーインタフェースの使用 
ライトの Web UI は、情報、操作、および設定オプションを提供するタブで構成されて
います。各タブについては、以降のセクションで説明します。Web UI のすべてのページ
には、次の一般情報も含まれています： 

 ランプの現在のステータスは、ページの左上隅に表示 
 現在のシステム時刻 と ランプ名(設定されている場合)がページの右上隅に表示 
 モデル、CPUファームウェアバージョン、ドライバファームウェアバージョン、MACアド

レス、IPアドレスなど、ランプの一般情報がページの下部に表示 

 
Web UI 要素の横にある [ Show Description(説明の表示) ]リンクをクリックすると、その使用方
法の詳細を表示   
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4.2 情報タブ 

情報タブには、選択したランプに関する現在の情報が表示されます。 

4.2.1 履歴 
[ History(履歴) ]フィールドには、ランプに関する次のような情報が表示されます： 
 ランタイム：システム起動後に経過した時間 
 最新の変更：ランプが最後に変更された日時 
 変更者：最新の変更の適用方法 (TCP または Web クライアント経由) 
 クライアントの IP アドレス：変更を行ったデバイスのアドレス 
 変更のタイプ：何が変更されたか？ 
 変更の表示：最新の変更を含むテキストが受信されます。 

 

4.2.2 温度 
[ Temperature (温度) ]フィールドには、ランプ内のLEDプレートの現在の温度が表示されます。 

 

4.2.3 LEDステータス 
[ LED Status ]フィールド には、各LED波長の現在の強度設定が 0～1000単位で表示されます
(最大LED出力の 0～100.0% )。           
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注意！Nameタグは、保護されたkeyとvalueのペアです。他のタグとは異なり、Nameは削除で 
きません。この値は、ランプのクラスタを設定する際の Web UI タイトルおよび識別子として 
使用されます（セクション 4.4.3.2 マスタ/フォロワーの設定 を参照）。 

 

4.3 操作タブ 
[ Operation(操作 ) ]タブは、ヘリオスペクトラ 照明器具の日常的な作業に使用するメインタブ
です。 

4.3.1. ランプ名とタグの設定 
各ランプには、識別しやすいように名前とタグを付けることができます。タグは、ランプ固有
の機能を示す値を持つユーザー定義のキーです（たとえば、ランプの下に伸びる作物、使用す
る実験、ランプの責任者など）。 

指示に従って、ランプの名前とカスタムタグを追加します： 
1. Web UI で、 [Operation]タブをクリック 
2. [ Tags ]フィールドで 、[ Name ]フィールドの横にある[ Edit ]をクリックして、ランプ名

を編集 
3. それぞれのフィールドに [ Key ]タグと [ Value ]タグを追加 
4. 手順 3 を繰り返して、ランプのタグを追加 
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注意！ヘリオスペクトラの照明器具は、チャンネルが200単位未満の場合、PWM調光を使用し 
ます。200単位を超える場合は、定電流調光が使用されます。これは、単一ランプによる低光 
量での研究を行う場合に、考慮する必要がある場合があります。 

 
 
 
 
 

4.3.2. 波長強度の設定 
ヘリオスペクトラの照明器具は、個々の波長強度を個別に設定できます。通常、これはス
ケジュールの一部として使用されます。 

指示に従って、ランプの波長強度を設定します： 
1. Web UI で、[ Operation ]タブをクリック 
2. [ Intensities (0-1000) ] フィールドで、ランプの個々の波長強度を設定 

• 異なる色調の緑の上下矢印を使用して、波長強度を 1、10、または 100単位ずつ増
減するか、各波長の強度テキストフィールドに値を直接入力 

• [ All 0 ] または [ All 1000 ]をクリックすると、すべての波長強度をそれぞれ 0 ま
たは 1000 に設定 

• [ Add to schedule ]をクリックして、現在の波長強度を光イベントとしてスケジュ
ールに追加 (4.3.3.1 光イベントをスケジュールに追加 を参照)。 

• 波長強度間の比率をロックするには、[ Lock ratio (比率をロック) ]チェックボック
スを選択 このオプションは、目的の波長スペクトルがすでに設定されており、全
体的な強度レベルのみを変更する必要がある場合に使用します。 

3. ランプは現在の波長強度を使用するように設定されていません。値は、変更されるか、ス
ケジュールイベントが発生するまで保持されます（ セクション 4.3.3 スケジュールの設
定 を参照）。ランプ電源を入れ直した場合、値の設定は失われます。                         
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注意！ 
• スケジュールはランプシステムの時刻を使用します。ランプシステムの時刻が 

正しく設定されていることを確認してください。 
• 本器具のクロックは、外部電源を使用せずに最大48時間の設定を維持します。48 

時間後、クロックはリセットされます。ランプが長時間電力を供給されていない 

• 

場合は、クロックが正しく設定されていることを確認してください。 
スケジュールイベントは、手動イベントよりも優先されます。 

例： 
ランプを点灯するイベントが 1300～1400 にスケジュールされており、スケジュールが実 
行中の場合。1315に設定を手動で変更しても、新しい設定は1400まで待機となり、1400 
に次のスケジュールイベントが有効になります。 

 
 
 
 
 

4.3.2.1. ライトイベントをスケジュールに追加 
スケジュールにライトイベントを追加するには、次の手順に従います： 
1. Web UI で、[ Operation ]タブをクリック 
2. Intensities（1-1000）フィールドで、各波長の強度レベルを設定（セクション 4.3.2 

波長強度の設定 を参照）。 
3. [ Add to schedule(スケジュールに追加) ]をクリック強度値が最初のスケジュール行にコピ

ーされます。 
4. スケジュール フィールドで、 HH:MM:SS(時：分：秒) の形式でライトイベントの開始時刻

を入力 

5.   ＋   ボタンをクリックして、ライトイベントをスケジュールに追加新しいライトイベント
行がスケジュールに追加されます。 

6. ステップ 2 ～ 5 を繰り返して、スケジュールにライトイベントを追加 

ライトイベントは、スケジュールに追加した後で編集および削除することもできます。 
• スケジュールイベント行の横にある１― ボタンをクリックし、ポップアップで OK をク

リックして確定し、行を削除します。 
• イベント行の横にあるEdit(編集)をクリックして、個々のライトイベントの開始時刻と強度

を更新[  Save(保存) ] をクリックして設定を更新 
• [ Delete schedule (スケジュールの削除) ]をクリックし、ポップアップで OK 

をクリックして確定し、スケジュールからすべてのライトイベントを削除 
• [ Start schedule(スケジュールの開始) ] をクリックして、現在のスケジュールを開始現在

のスケジュールを停止するには、 [ Stop schedule(スケジュールの停止) ] をクリック 
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注意！エクスポートされたスケジュール名は、次のようにわかりやすい名前に変更することを 

<日付け> -<実験_名> -schedule.txt. 
お勧めします： 

注意！1つのランプのschedule.txtファイルのみを別のランプにインポートできます。 

トには対応していません。 
schedule.csvファイルは読みやすいようにフォーマットされていますが、ランプのインポー 

 
 
 
 
 

4.3.3.2.スケジュールのエクスポートとインポート 

スケジュールを設定したら、他のランプに対してエクスポートとインポートを行えます。こ

れにより、複数のランプをすばやく簡単に設定できます。 

スケジュールをエクスポートするには、次の手順に従います： 
1. Web UI で、[ Operation ]タブをクリック 
2. [ Schedule ] フィールドで 、 [ Export ] をクリックします。 
3. [ Export ] をクリックスケジュール行は、後で他のランプで使用するために

schedule.txtファイルにエクスポートされます。ブラウザのデフォルトのダウンロ
ードディレクトリが、スケジュールファイルの保存先パスとして使用されます。 

4. [ Export to CSV (CSVにエクスポート) ]をクリックして、スケジュールをファイル schedule.csv 
にエクスポートし、後でカンマ区切りファイル（スプレッドシートアプリケーションなど）をサ
ポートするソフトウェアで使用できるようにします。      

 
 

次の手順に従って、スケジュールをインポートします： 
1. Web UI で、[ Operation ]タブをクリック 
2. [ Schedule ]フィールドで、 [ Choose file ]をクリック 
3. インポートするスケジュールファイルを選択 
4. [ Open ]をクリックスケジュール行が更新されます。 
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注意！オフセットがない場合、 NTPはUTCで動作します。通常の条件下では、 NTPオフセッ 
トの時間をローカル時間で機能させることができます。ヘリオスペクトラ照明器具のクロッ 
クは、夏時間に合わせて時間を自動調整しません。 

 
 
 
 
 

4.4 構成タブ 

[ Configuration ] タブは、ランプのシステム時間、 IPアドレス設定、および動作モードの設定
に使用します。 

4.4.1. ランプ名とタグの設定 
デフォルトでは、ヘリオスペクトラのライトは、ランプシステム時間の設定に Network Time 
Protocol サーバを使用します。NTPサーバが使用できない場合は、システム時間を手動で設 
定することもできます。確かでない場合は、デフォルト設定を使用することをお勧めします。 

4.4.1.1. NTPの追加設定 
指示に従って、ランプのNTP設定を追加します： 
1. Web UI で、 [ Configuration ] タブをクリック 
2. [ Time ]フィールドで、 [ Use NTP ]チェックボックスが選択されていることを確認 
3. 必要に応じて、隣接するHH:MM:SSテキストフィールドで[ NTP Offset ]を設定次に、 [ Set 

NTP Offset ]をクリック 
4. カスタムNTPサーバを設定するには、 Custom NTP pool ラジオボタンを選択し、隣

接するテキストフィールドに NTPサーバのアドレスを入力（たとえば、 
「 se.pool.ntp.org 」）（パブリックNTPサーバの更新リストについては、 
www.pool.ntp.org を参照 ）。 

5. [ Set NTP Pool (NTP プールの設定) ]をクリックして設定を更新します。 

 
4.4.1.2. システム時間を手動で設定 
指示に従って、システム時間を手動で設定します： 
1. Web UI で[ Configuration ]タブをクリック 
2. [ Time ]フィールドで[ Use NTP ]チェックボックスが非選択になっていることを確認 
3. [ Set Time ]ボタンの横のフィールドに、現在の時刻を HH:MM:SS の形式で入力 
4. [ Set Time (時間の設定) ]をクリックして、システム時間を更新 
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4.4.2. ネットワーク設定の構成 
networkフィールドは、スタティックまたはダイナミック IPアドレスをランプを設定するた
めに使用します。デフォルトでは、ランプはダイナミックIPアドレスを使用するように設定
されています。確かでない場合は、デフォルト設定を使用することをお勧めします。 

指示に従って、ランプのスタティックIPアドレスを設定します： 
1. Web UI で[ Configuration ]タブをクリック 
2. Networkフィールドで、スタティックIPラジオボタンを選択 
3. IPアドレスを入力 
4. サブネットを入力 
5. デフォルトの[ Gateway ]を入力 
6. DNS1フィールドにプライマリDNSを入力 
7. DNS2フィールドにセカンダリDNSを入力 
8. 更新をクリック 

4.4.3. ランプ動作モードの設定 
ヘリオスペクトラのライトは、以下の表に示すいずれかの役割とモードで動作します： 

 

ロール/モード スケジュール主導 手動制御 マスター主導 

独立 はい はい いいえ 

マスター はい はい いいえ 

フォロワー いいえ いいえ はい 

• 独立：独立したランプは、Web UI を介して制御されます。光強度の設定は、手動
またはスケジュールを介して自動的に行うことができます。独立ランプは、別の
ランプで制御することはできません。 

• マスター：マスターランプは、スケジュールを使用するか、またはマスターランプ
web UI で手動で光強度レベルを設定することによって、1つまたは複数のフォロワー
ランプのクラスタを制御します。この機能により、固定ランプの取り付け時に設定す
る必要があるランプの数が減ります。 

• フォロワー：フォロワーランプは、マスターランプの光出力の変化を反映します 
（マスターランプの変化がスケジュールイベントまたは手動変更のどちらによるも
のかに関係なく）。フォロワーは、マスターランプでのみ制御できます。 
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注意！複数のマスタランプを同じネットワーク内で設定することができます。 複数のマス 
タ/フォロワークラスタの設定 セクションを参照してください。マスターランプは、割り当 
てられたフォロワーランプのスケジュールや手動設定を上書きします。 

 
4.4.3.1. 独立した構成 

デフォルトでは、ヘリオスペクトラの照明器具 は独立モードで実行するように設定されています。
交換した場合は、指示に従ってランプを独立モードにリセットします： 
1. ヘリオスペクトラ HelioCONNECTを起動して、Web UI にアクセスし、ランプを独立モード

に設定 (セクション 3.2.2 Webユーザーインタフェースへのアクセス を参照）。 
2. [ Configuration ] タブをクリック 
3. [ Master/Follower ]フィールドで、 [ Independent (独立) ] ラジオボタンを選択これで、ラ

ンプは独立モードで動作します。 

4.4.3.2. マスター/フォロワーの構成 
マスターランプとフォロワーランプのクラスタを設定するには、次の手順に従います： 
• クラスタに名前を付けてマスター割り当て 
• (オプション) マスターのスケジュールを設定 
• フォロワーに名前を付け、クラスタのマスターに割り当てます 

マスターの構成 
次の手順に従って、マスターランプを設定します： 
1. ヘリオスペクトラ HelioCONNECTを起動して、Web UI にアクセスし、ランプを独立モー

ドに設定 (セクション 3.2.2 Webユーザーインタフェースへのアクセス を参照）。 
2. [ Operation (操作) ] タブをクリック 
3. [ Tags ]フィールドで、マスターのランプ名とカスタムタグを入力 (セクション 

4.3.1 ランプ名とタグの構成 を参照)。 
4. (オプション) マスターのライトイベントのスケジュールを設定またはインポートします。

セクション 4.3.3 スケジュールの設定 を参照 してください。 
5. [ Configuration ] タブをクリック 
6. [ Master/Follower ]フィールドで[ Independent (独立) ] ラジオボタンを選択マス ターラ

ンプは、ネットワーク上の他のランプにマスターであることを通知します。マスターの光
強度の変化はすべて、ネットワークに伝達されます。他のランプの光度が調整され、マス
ターと同じになります。 
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フォロワーの構成 

マスターランプの構成終了後、1つまたは複数のフォロワーランプを設定してクラスタに追加
します。次の手順に従って、構成済みマスターが組み込まれているクラスタに、フォロワーを
追加します 
1. ヘリオスペクトラのHelioCONNECTを起動し、web UI にアクセスして、フォロワーとし

て設定するランプにアクセス (ランプの設定と監視 を参照)。 
2. [ Operation (操作) ] タブをクリック 
3. Tagsフィールドで、フォロワーとカスタムタグにランプ名を入力（ランプ名とカスタ

ムタグの設定を参照）。 
4. [ Master/Follower ]フィールドで [ Follower ] ラジオボタンを選択 
5. ドロップダウンリストから使用するマスターを選択します。ネットワーク内に複数のマ

スターが存在する場合は、該当するマスターを選択 (複数のマスター/フォロワークラ
スタの設定 を参照) 

6. [ Set Master (マスターを設定) ]をクリックこれでフォロワーが設定されました。 
7. 手順 1 ～ 6 を繰り返して、クラスタにフォロワーを追加設定します。1つのマスターで

最大8個のフォロワーランプを制御できます。 

複数のマスター/フォロワークラスタ構成 

ヘリオスペクトラ・ライトのマスター/フォロワー機能により、同じネットワーク内で複数の
マスターランプと割り当てられたフォロワーを使用して動的にクラスタを割り当てることが
できます。以下の例では、クラスタ1 および 2 のフォロワーランプは、マスター1およびマス
ー2によって制御されています。 
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用洗剤や灯油などの溶剤によって損傷する可能性があります。 
注意！プラスチック製ハウジングや LEDプレートに強い洗剤を使用しないでください。家庭 

 
 
 
 
 
 

5. メンテナンス 
本章では、ヘリオスペクトラの照明器具の定期メンテナンス頻度と実施方法について説明します。
また、ランプユニットのファームウェア更新についても説明します。 

5.1 クリーニング 
ヘリオスペクトラの照明器具を定期的にクリーニングして、正常に動作することを確認します： 
• LEDを覆っている透明なプラスチックプレートが汚れた場合は、柔らかい湿らせた

布で拭き取ってください。プレートに指紋などの汚れがある場合は、中性洗剤を使
用できます。毎月確認してください。 

• 空気の入口または出口が塵または大きい粒子で詰まったら、真空掃除機で注意深く吸い取
ってください。毎月確認してください。 

 

 

5.2 ファームウェアの更新 
ヘリオスペクトラの照明器具のファームウェアは、ヘリオスペクトラHelioCONNECTで更新
できます。次の手順に従って、ファームウェアの更新を実行します： 
1. 最新のファームウェア更新パッケージを、www.heliospectra.comにあるサポートセクションからダ

ウンロードするか、ヘリオスペクトラ社の担当者にお問い合わせください。 
2. LAMPネットワーク上の制御コンピュータから、ヘリオスペクトラのHelioCONNECTを起動 
3. [ Scan ]をクリックしてランプリストを更新 
4. リストからアップグレードするランプを1つまたは複数選択 

5. メニューから [ Select System > Update system ] を選択 
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注意！更新プロセス中は、ランプをオフにしたり、ヘリオスペクトラHelioCONNECTを閉じた
りしないでください。 

 
 
 
 
 

6. 手順1でダウンロードしたファームウェアパッケージを選択し、 [ Open ] をクリック 
7. [ Upgrade ]をクリックプログレスバーには、ファームウェアの更新プロセスの進行状

況が表示されます。 

8. 更新プロセスが完了するまで待ちます。 
 

9. [ Scan ]をクリックしてランプリストを更新 
10. [Firmware]列に、更新されたランプの新しいファームウェアバージョン番号が表示されて

いることを確認します。 
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6. 技術仕様 
 

 EIXIA 600W EIXIA 500W DYNA 

6.1 電気系統 

標準的な消費電力 10.5-600 W 10.5-500 W 10.5-420 W 

動作電圧範囲 85～305 VAC 50/60Hz 312～528 VAC 47/63Hz 85～305 VAC 50/60Hz 

電流 5.0 A @ 120 VAC 
2.5 A @ 240 VAC 
2.2 A @ 277 VAC 

1.4 A @ 347 VAC 
1.2 A @ 400 VAC 
1.0 A @ 480 VAC 

3.5 A @ 120 VAC 
1.75 A @ 240 VAC 
1.5 A @ 277 VAC 

6.2 制御 
 

RJ 45、10/100Mbit IPv4 Ethernet 

シンプルな管理を実現するHTTP Webインターフェイス 

IPアドレス管理用の DHCP 

外部制御およびモニタリング用の TCP および UDP 

32ビット マイクロプロセッサ（80MHz） 

電源/システムステータス表示用のステータスLED 

6.3 物理的条件 

重量 8 kg 8 kg 8 kg 

寸法 199 x 219 x 425 mm 
(H x W x D) 

199 x 219 x 425 mm 
(H x W x D) 

199 x 219 x 425 mm 
(H x W x D) 

動作温度 -10～40 ℃ -10～40 ℃ -10～40 ℃ 

保管温度 -20～70 ℃ -20～70 ℃ -20～70 ℃ 
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 EIXIA 600W EIXIA 500W DYNA 
動作湿度 相対湿度 最大90%、

結露なきこと 
相対湿度 最大90%、
結露なきこと 

相対湿度 最大90%、
結露なきこと 

保管湿度 相対湿度 最大90%、
結露なきこと 

相対湿度 最大90%、
結露なきこと 

相対湿度 最大90%、
結露なきこと 

熱量（BTU/h） 最大 2047 最大 1706 最大 1433 

冷却 アクティブ、可変速ク
ーリングファン 

アクティブ、可変速ク
ーリングファン 

アクティブ、可変速ク
ーリングファン 

ハウジング材質 
耐久性に優れたABSプ
ラスチックにアルミ
ニウム粉体塗装 

耐久性に優れたABSプ
ラスチックにアルミ
ニウム粉体塗装 

耐久性に優れたABSプ
ラスチックにアルミ
ニウム粉体塗装 

光学材料 非常に透過性の高い
アクリルガラス 

非常に透過性の高い
アクリルガラス 

非常に透過性の高い
アクリルガラス 

保護等級 IP24 IP24 IP24 

6.4 認定と安全性 
コンプライアンス CE、cETLus （UL 5189、CSA 22.2 No. 250）、RoHS 

光生物学的リスク グループ2 （不快な高輝度の光または熱による危険性はありません） 

6.5 パッケージの内容 

ランプユニット 
ELIXIA 600W （選択し 
たスペクトルおよび 
光学系） 

ELIXIA 500W （選択し 
たスペクトルおよび 
光学系） 

Dyna 420W （9波長ス
ペクトル） 

吊り下げ用付属品 I フック（装着済み） I フック（装着済み） I フック（装着済み） 

電源ケーブル 
2 m 

取り外し可能 0.5 m 固定 
2 m 

取り外し可能 

プラグオプション 
NEMA 5-15、NEMA 6- 
15、Schuko、または 
オープンエンド 

オープンエンド 
NEMA 5-15、NEMA 6- 
15、Schuko、または 
オープンエンド 

Ethernetケーブル 0.5 m 0.5 m 0.5 m 

取扱指示書 ELIXIA 600W クイック 
セットアップガイド 

ELIXIA 500W クイック 
セットアップガイド 

Dyna クイックセット
アップガイド 
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7. 保証条件 

7.1 保証 
ヘリオスペクトラ社のトップライトには、ヘリオスペクトラ社製品のハードウェア部品に対す
る保証がついており、 出荷日から、Mitraシリーズでは5年間その他の製品では3年間、材料およ
び製造上の欠陥がないことを保証しています。本保証は、製品の最初の買主にのみ適用され、
最初の買主は、本保証を譲渡または割り当てすることはできません。 

 
本保証は、 ヘリオスペクトラ社または認定販売店を通じて直接販売される場合にのみ適用され
ます。本製品が認定販売店を通じて購入された場合、同じ条件が適用されますが、本製品を最
初の買主に販売した販売代理店を通じて請求が行われるものとします。 

 
本製品が本保証の条件に違反した場合、 ヘリオスペクトラ社は、独自の判断で、オプションで
元の装置を修理して返却するか、または再製品と交換します。本保証には、元の部品または交
換部品の取り外しまたは再取り付けに必要な作業費および機器は含まれません。保証請求は、
保証期間内に、不具合の疑いが発見されてから30日以内にヘリオスペクトラ社に報告して返送
する必要があります。保証請求はすべて書面で提出し、ヘリオスペクトラ社の 

公式返品承認（RMA）プロセスを完了している必要があります。ヘリオスペクトラ社が製品の
交換を選択し、製造中止または入手不可能なために交換できない場合、 ヘリオスペクトラ社 は
買主に返金するか、製品を同等の製品と交換することができます。 

 
ヘリオスペクトラ社以外の機器またはヘリオスペクトラ社製品を購入したさいに含まれていた
製品は、この保証の対象外ですが、代わりに各メーカーの標準保証が適用されます。 

 
ヘリオスペクトラ社は保証要求が有効である製品の運搬費用を支払います。保証が無効または
その他の理由で却下された場合、買主は、製品をヘリオスペクトラ社に返品する運搬費用を負
担します。                                   
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該当する場合、ソフトウェア保証およびそれに付随する詳細は、別途買主に提供されます。該
当する場合、ヘリオスペクトラ社 は、本製品に組み込まれているソフトウェアが、通常の許
容範囲内の使用条件の下で、および ヘリオスペクトラ社が提供する指示に従って、且つ該当
する製品のマニュアルに記載されている仕様に従って実質的に動作することを保証します。 
ヘリオスペクトラ社はいかなる場合も、ソフトウェアにエラーがないこと、または買主が問題
や中断なしにソフトウェアを操作できることを保証しません。ヘリオスペクトラ社は、サード
パーティ製ソフトウェア（ヘリオスペクトラ社以外の者が作成したソフトウェア）の保証を一
切行いません。また、ヘリオスペクトラ社は、サードパーティ製ソフトウェアの障害、または
買主または承認されたヘリオスペクトラ社技術者以外の者によるソフトウェアの変更によって
発生した可能性のあるいかなる損害に対しても責任を負わないものとします。 
ヘリオスペクトラ社は、以下に基づく侵害の申し立て、訴訟、または手続きについてまったく
責任を負わないものとします。 
(a) ヘリオスペクトラ社が提供する最新のソフトウェアリリース以外の使用した場合で、ソフト
ウェアの最新の利用可能なリリースを使用することによってそのような侵害を回避できた場合、
または 
(b) ヘリオスペクトラ社が推奨または承認していないソフトウェア、ハードウェア、またはその
他の材料の使用または本製品との組み合わせて使用した場合。 

7.2 利用規約 

7.2.1 電気設備の品質要件および条件 
ヘリオスペクトラ社製品の設置は、以下の要件に従って適切なサージ保護を行う資格のある電
気技術者が行う必要があります。サージ保護要件が満たされていない場合は、サードパーティ
が電気品質を検査し、適切な電気品質の証明をする必要があります。 

7.2.2 サージ保護要件 
北米 
ヘリオスペクトラ社製品の設置に際しては、電気機器の電源供給と接地に関する IEEE 1100- 
2005推奨手順に従って、適切なサージ保護装置を取り付ける必要があります。サージは内部ソ
ースと外部ソースの両方から発生する可能性があるため、発生源の位置に関係なく最大限の保
護を提供するために、SPDを設置する必要があります。次の3つの保護ゾーンがあります： 
 最初の保護ゾーンは入力電源側にあり、雷などの外部ソースからのサージを迂回するため

に、最も堅牢なSPDが配置されます。ここにインストールされている SPDS は、タイプ 1、
SPDデバイスとして表示されます。 

 第2の保護ゾーンは、サージの影響を受けやすい施設内にあります。これらの場所のSPDは
タイプ2 SPDデバイスとしてリストされもので、スイッチボード、パネルボード、モータ
ー制御センターなどの機器にインストールされます。 

 第3の保護ゾーンは、電源コンセントまたは使用場所にあります。ここに設置されるSPDS 
は、タイプ3 SPDデバイスとして表示されます。 
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ヨーロッパ 
ヘリオスペクトラ社では、次の規格に従って、すべての器具を適切なサージ保護をする必要があ
ります。IEC 62305 – 雷に対する保護。 
この規格では、次の項目を規定しています： 
 1つの雷保護ゾーンから別の雷保護ゾーンに移動する場合は、SPD(サージ保護デバイス) を設

置する必要があります。 
 雷だけが脅威ではありません。落雷よりも頻繁に発生する負荷の切り替えは、電気機器や電

子機器を長期にわたって損傷する可能性のある高電圧過渡現象を発生します。 
 SPDの構築要件を評価するために、リスク評価を実施する必要があります。 
 3つの雷保護ゾーン（LPZ）に対し、サージ保護デバイスのタイプ1、2、3が正しく使用されて

いることを確認してください。 
その他の設置場所については、各地区の同等の電気規格の推奨に従ってください。 

7.2.3 保証の制限 
本保証は、以下のいずれかに各当する場合は適用されません： 
a. 本製品が、ヘリオスペクトラ社または認定された担当者以外の者によって開封または改変さ

れている。 
b. 本製品が、ヘリオスペクトラ社から提供される指示に従って設置、操作、または保守されて

いない場合（適切な電気機器およびWiFi機器の使用および設置を含む）。 
c. 本製品が、輸送中、保管中、または ヘリオスペクトラ社が直接管理できる範囲を超えて発生

した損傷 
d. 本製品が、製品仕様の動作間隔外のアプリケーションに設置された場合 
e. 本製品の損傷が、腐食性環境への暴露、誤用または破壊行為、異常なサービスまたは取り扱

い、または買主、エンドユーザー、または第三者に起因するその他のあらゆる状況によって
もさらされた場合 

f. 本製品が、ベータ版、評価版、テスト版、またはデモンストレーション用にライセンスされ
ていル場合 

g. 本製品が、 ヘリオスペクトラ社 または ヘリオスペクトラ社の認定代理店以外の者によって
修理または修理が試みられた場合 

h. 本製品が、落雷、洪水、ハリケーン、地震などの自然災害により不具合を発生した場合 
i. 本製品が、電力線のサージ、不安定な電源状態、リップル電流、またはその他の電気インフ

ラストラクチャの不具合の影響を受けた場合 
j. 本製品に、資格を持つ電気技術者によって適切なサージ保護装置が設置されていない場合 
k. MITRA LED 用部品：85% 以上の発光ダイオードが点灯している場合 

ヘリオスペクトラ社 は保証請求の有効性について最終的な決定をする権利を留保します。 
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7.2.4 保証請求プロセス 
製品を返品する前に、ヘリオスペクトラ社から 返品承認（「 RMA 」）参照番号を取得する必要
があります。参照番号は、RMAフォームに必要事項を入力し、ヘリオスペクトラ社が保証請求
の有効性を予備的に評価した後にヘリオスペクトラ社から発行されます。 

請求プロセスは、 A）保証が有効、または B）保証が無効かどうかに依存します。 
A. 保証期間内に請求が行われ上記の保証制限のいずれも違反していない場合は次に、 
a. ヘリオスペクトラ社が、お客様の所在地からの器具引き取りを手配します。 
b. ヘリオスペクトラ社の修理センターで故障解析を行います。修理センターの担当

者が、問題の原因が上記の1つ以上の保証制限/除外項目に各当すると判断した場
合、保証は無効と見なされ、お客様に連絡後、列Bに記載されている手順に従って
処理されます。 

c. 本器具は故障解析の結果に従って修復されます。 
d. 本器具は故障解析レポートおよび修理箇所の説明とともにお客様に返却されます。 
e. お客様に費用は発生しません。 

B. 保証期間が過ぎた場合、または上記の保証制限/除外条項の1つ以上に各当するため、
保証が無効になった場合は、 

a. 送料および修理の見積りが、最初にお客様の承認のために送付されます。 
b. 承認後、ヘリオスペクトラ社がお客様の所在地から本器具を引き取ります。 
c. ヘリオスペクトラ社の修理センターで故障解析が行われます。 
d. 故障解析とともに更新した修理の最終費用を、承認のためにお客様に送信し、次の

段階に進みます。 
e. 本器具は、故障解析の結果に従って修復されます。 
f. 修理サービスと配送に関する最終請求書がお客様に送付されます。 
g. お客様からの支払いを受領すると、故障分析レポートおよびユニットに行われた

修理の説明とともに、本器具がお客様に返却されます。 
 

ヘリオスペクトラ社返品承認（RMA）プロセスは、
https://support.heliospectra.com/portal/home にある指示に従ってオンラインサポートリクエ
ストを送信することによって開始されます。 
RMA評価を完了するには、次の要件が必要です： 
1. 購入日 
2. 製品の名称と番号 
3. 製品のシリアル番号 
4. 不具合および発生の説明 
5. 製品が意図した性能に準拠していないことを実証する、動作履歴、メンテナンス、および

/または検査の適切な記録 
6. オリジナルまたは同等の梱包を使用して、ユニットをヘリオスペクトラ社に送付 
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7.3 黙示的またはその他の保証 

本保証条件に明示的に規定されている場合を除き、 ヘリオスペクトラ社自身およびその関連会社
は、ハードウェア、ドキュメント、ソフトウェア、メディア、またはお客様に提供されたサービ
スに関して明示、黙示、法定を問わず、その他すべての保証を否認します。ヘリオスペクトラ社
は、商品性および特定目的への適合性に関するすべての暗黙的な保証を明確に否認します。 

 
本書に記載されている保証以外は、ヘリオスペクトラ社の販売担当者をはじめ、いかなる者も保
証を行うことはできません。また、本書に記載されている期間を超えて保証の期間を延長するこ
ともできません。ただし、権限のある役員による署名済み文書による保証がある場合は除きます。 

 

7.4 免責事項 

法律で許可されている最大限の範囲において、ヘリオスペクトラ社は、本製品の使用または本製
品の欠陥に起因する損失または損害について、発生した形式にかかわらず、本製品の買主に対し
て責任を負いません。上記の保証以外に、 ヘリオスペクトラ社にはサポート、メンテナンス、ア
ップグレード、変更、または新製品を提供する義務はありません。ヘリオスペクトラ社は、買主
が製品を統合、接続、またはネットワーク化した結果として生じる、および関連するすべての責
任を、いかなる場合においても放棄します。ヘリオスペクトラ社の正式な文書の範囲外またはそ
れに反する本製品の使用が技術サポートにより行われた場合、それは買主の便宜を目的としたも
のであり、 ヘリオスペクトラ社はそのような行為の内容または実行に対する責任は負いません。 

 
いかなる場合においても、 ヘリオスペクトラ社は、いかなる種類の特別損失、結果的損害、間接
的損失、偶発的損失、または直接的損失に対しても責任を負いません。本製品に起因 
するヘリオスペクトラ社の責任範囲は、製品の初期購入価格と同等の金額に制限されます。 

 
上記は、ハードウェアおよびソフトウェアに関する保証違反に関するヘリオスペクトラ社の全責
任と買主の唯一かつ排他的な救済を規定しています。 

バージョン 20202-07-03         
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