
特長

高性能な車載計測アプリケー

ションにも対応できる次世代

型ドライブレコーダモジュール

ECU、車載バス、ネットワー

ク、センサ、計測器から得ら

れるデータの計測と記録を

自動で実行可能

高い演算性能と大容量の

メモリにより、数多くの信号を

長時間にわたって記録可能

交換式メモリモジュールに

より、大量のデータをデータ

サーバーに迅速に転送可能

ES820

ドライブレコーダモジュール

用途
ES800 計測 ・適合 ・ プロトタイピングシステム

のドライブレコーダモジュールは、 車両電子シ

ステムの開発、 適合、 検証などの工程におけ

る各種計測作業に利用することができます。

ES820 モジュールは既存の車両計測設備に容

易に統合することができます。 INCA PC やラッ

プトップコンピュータに代わって、 車両の ECU、

バス、 ネットワーク、 センサ、 計測器からの

信号を収集して記録します。 一度設定すると、

このモジュールは接続されているデバイスから

のすべてのデータを記録するので、 ユーザー

やドライバーによる、 その後の作業は必要あ

りません。

主な機能
ES89x シリーズや ES5xx シリーズのインター

フェースモジュールとの併用で、 各種 ETK

（ETK、XETK、FETK） や複数の車載バス （LIN、

CAN/CAN FD、 FlexRay） を経由して ECU を

ドライブレコーダに接続することができます。 さ

らに、 ES400 シリーズや ES600 シリーズの計

測モジュールと併用すれば、 車両のさまざま

な信号を記録することができます。 ES820 モ

ジュールおよび対応ケーブルは車室内やトラ

ンク内、 テストベンチ、 および実験室で使用で

きるように設計されています。

ギガビットイーサネットの HOST インターフェー

スを使用すると、 PC を接続して、 コンフィギュ

レーションを設定したり、 記録されたデータを

読み込んだりすることができます。 さらにもう 1

つの GE インターフェースを使用すると、 対応

するギガビットイーサネットモジュールとのネッ

トワークを容易に構築することができます。 ま

た、 システム拡張例として、 ES581.4 CAN バ

スインターフェースモジュールを使用する際に

は、 ４つの USB-A ポートを使用することがで

きます。

このドライブレコーダは、 バストラフィック、 イ

グニッション、 デジタル信号、 またはタイマに

よるイベント駆動型の起動が可能なので、 こ

れを利用して計測タスクを自律的に実行させる

ことができます。 I/O インターフェースコネクタ

経由で 4 点のデジタル入力と 4 点のデジタル

出力を使用することができます。 これらの入力

はトリガやマーカーとして使用でき、 出力はシ

ステムステータスやイベントを表示するために

使用できます。 さらに、 フロントパネルにある

制御エレメントは、 たとえば車両の運転席など

からリモートパネルで操作することができます。

交換式メモリモジュールを使用することで、 大

量のデータを記録してデータサーバーに迅速

に転送することができます。  この機能により、

データ転送に起因するテスト車両のダウンタイ

ムを最小限に抑えることができます。

ES820 ドライブレコーダは計測 ・ ECU 適合 ・

診断用ツールの ETAS INCA に対応していま

す。 計測信号の選択、 データ収集レートの設

定、 およびトリガ、 通信、 診断プロトコルのコ

ンフィギュレーションは、 INCA で設定した条件

を直接使用できます。



テクニカルデータ

ES820 モジュールのオーダー情報およびアクセサリの概要については、 www.etas.com/ES800 をご覧ください。

詳細については、 ETAS までお問い合わせください。

特性 要素 説明

寸法 ・重量 寸法 （H × W × D) 63mm × 215mm × 241mm

重量 3.7kg

環境条件 温度範囲 -40℃～ +70℃ （動作時）

-40℃～ +85℃ （保管時）

ロバスト性 機械的衝撃、 振動、 落下、 温度変化

保護等級 IP44

高度 最高 5,000m （標高）

電源 動作電圧 6V ～ 32V DC

電力消費 連続動作時 12V ： <5A、 最大 10A

スタンバイ時 12V ： <10mA、 最大 20mA （低電力スタンバイ時）

12V ： <60mA、 最大 120mA （高速ブートスタンバイ時）

電源管理

（ウェイクアップ／スタンバイ）

接続されている ES8xx モジュールの起動／終了時に、

タイマベースで、 フロントパネルのボタンまたは

I/O インターフェース経由でオン／オフを切り替え

保護 逆極性保護、 過電圧保護

PC インターフェース 1×ギガビットイーサネット 100/1000Base-T

デバイスインターフェース 1×ギガビットイーサネット 100/1000Base-T

供給電流 0.5A （インターフェースモジュールを接続している場合）

拡張オプション USB 2×USB 3.0 タイプ A および 2×USB 2.0 タイプ A

I/O インターフェース 25 ピン Micro-DSUB リモート電源ボタン、 リモートステータス LED、 4×TTL 入力、

4×TTL 出力、 リモートステータス出力、 端子 15 からの入力 

ステータス表示 LED 動作状態、 インターフェースの機能状態、 同期の状態、

計測の状態、 メモリの状態を表示

制御エレメント ボタン デバイスのオン／オフ切り替え、 メモリモジュールの安全着脱

コンピュータ設備 プロセッサ Intel Core i5-5350U、 デュアルコア

メモリ 4GB RAM

オペレーティングシステム Windows Embedded 7

ストレージ 内部ストレージ 128GB ソリッドステートドライブ （SSD） （OS、 アプリケーション

およびユーザーデータ）

交換式ストレージ 記憶容量が 500GB または 1TB の SSD モジュール

計測準備 動作時 直ちに計測可能

高速ブートスタンバイ時 スイッチオンから約 10 秒後に計測可能 1

低電力スタンバイ時 スイッチオンから約 60 秒後に計測可能 1

対応するハードウェア ホストインターフェース イーサネット接続のあるデスクトップまたはラップトップの PC

デバイスインターフェース

（GE）
直接 : ETAS ES89x インターフェースモジュール

ES89x モジュール経由 : ETAS ES59x インターフェース

モジュールおよび ETAS ES4xx/ES6xx 計測モジュール

USB ES581.4 および ES584 USB CAN/CAN FD バスインターフェー

ス、 ES583.1 USB FlexRay バスインターフェース

対応するソフトウェア ETAS INCA INCA 7.2 以降

1 計測のコンフィギュレーションにより異なります。

イータス株式会社
http://www.etas.com

〒220-6217

横浜市西区みなとみらい2-3-5

クイーンズタワー C 17F

Tel: 045-222-0900   

Fax:  045-222-0956   

email: sales.jp@etas.com　
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