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・ご使用の前にUSER’S MANUALをよくお読みの上、正しくお使いください。
   表示された正しい電源・電圧でお使いください。
・弊社製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器に用いられることを目的として設計, 
   製造されたものではありません。カタログに記載の製品を乗用移動体用, 医療用, 航空宇宙用, 原子力制御用, 
   海底中継機器等、特殊用途をご検討の際には、弊社カスタマーサポートセンタまでご照会ください。
・厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、故障することにより人命にかかわるような重要な設備及び
   重大な損失の発生が予想される設備への適用に際しては、重大事故にならないよう安全装置を設置してください。
・弊社製品に含まれるバグあるいは製品の供給(納期遅延), 性能, もしくは使用に起因する付帯的損害
   もしくは間接的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製品に対する改良(正常に動作する), 
   代品交換までとし、金銭面での賠償の責任は一切負わないものとしますので、予めご了承ください。

安全にお使いいただくために

R

●Microsoft、Windowsは、
　米国マイクロソフト社の登録商標です。
●その他、カタログに記載した会社名, 
　商品名は、各社の商標または登録商標です。
●“　”や“TM”等のマークは明記していません。
●仕様・価格については、予告なく変更する
　場合があります。(2017年2月現在)
●カタログに記載した全製品の価格には、
　送料は含まれません。
●製品に対するご注文, お問い合わせを行う
　際には、製品型式でお願いします。

製品の仕様、デザイン、価格等につきましては、予告なく変更することがあります。記載した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
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耐衝撃 100G
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高温環境で安定動作
極低温下でも起動します
高温環境で安定動作
極低温下でも起動します

－40～+70℃

温度範囲
瞬低
対策

不安定な電源環境で
連続動作
不安定な電源環境で
連続動作

スピンドルレス（防塵）スピンドルレス（防塵）
防湿コーティング（オプション）防湿コーティング（オプション）
スピンドルレス（防塵）
防湿コーティング（オプション）

型式：ETC-JH11B(W10XB)30A2
OS：Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

型式：ETC-JH11B(L8X)30A2
OS：Interface Linux System 8

車載CDへのご要望を詰め込んだ新型FAコントローラ
単位[mm]

前面

背面

入力8点/出力8点コネクタ入力8点/出力8点コネクタ入力8点/出力8点コネクタ
⑭参照⑭参照

外部コネクタ外部コネクタ

DC電源
入力コネクタ

DVI-D(オプションで変更可) USB 2.0×2

LAN:1Gbps×3

CAN / CAN FD

USB 2.0×2

USB 3.0×2

ディスクアクセスLED

電源スイッチ電源スイッチ電源スイッチ

電源LED電源LED電源LED

DisplayPort

RS-232CRS-232C
シリアルポートコネクタ
RS-232C
シリアルポートコネクタ

起動デバイスをROM化しており、電源を入れれば
いつでも同じシステムが起動できます。

① OSのROM化

正式OS名：Interface Linux System 8
OS供給：無期限(長期供給/長期保守)

正式OS名：Windows 10 IoT Enterprise　
OS供給：～2026(11/13)

② 対応OS

OSをROM化しているため、シャットダウン手続き無しで
本体電源をOFFしても、ディスクの中身は壊れません。
電源ブチ切り® 等のこれからのIoTに必要な機能を備えています。

③ 電源ブチ切り®

電源復旧により、自動起動ができます。
ブレーカと連動させてシステムの立ち上げができます。

④ PowerON起動

万が一、不正にシステムが侵されても、電源をOFFにすれば
OSのROM化によりシステムは元の状態に戻ります。

⑤ セキュリティ機能

FANレス, HDDレスにこだわった設計でメンテナンスフリー
を実現しています。時計バックアップ用電池(寿命:約10年)は
交換できる構造です。

⑥ メンテフリー

瞬低対策用電源装置をオプション品として用意
不安定な電源環境下での連続運転や復電時の自動復旧に
対応しています。

⑧ 瞬低対策用電源装置

GigabitEthernetを3チャンネル搭載し、産業用ネットワーク
構築に最適です。

⑦ LAN(1GbE)3チャンネル

幅広いDC電源入力に対応しています。
動作電圧DC＋6V～DC＋37V

⑩ 幅広い入力電源電圧

零下から高温(－40℃～+70℃)まで耐える設計です。

⑨ 使用温度範囲

湿度の高い環境や、腐食性ガスが発生する環境に対応した
コーティングを基板に対して実施できます。(オプション)

⑪ 防湿, 耐腐食性ガスコーティング

耐振動性能5G, 耐衝撃性能：100G
振動・衝撃にも耐える頑丈設計です。

⑫ 耐振動・耐衝撃

用途に合わせてディスプレイ出力を選択可能としました。
1画面目の出力にDisplayPort v1.2を搭載。
2画面目はDVI-Dを搭載。オプションとしてアナログRGB
またはDisplayPort v1.2が選択可能です。

⑬ デュアルディスプレイ対応(2画面出力)

150150150

2929

210210210

仕様
CPU
メモリ
起動デバイス

Intel Atom E3950
ECC付き 8GB
SSD 32GB

LAN
USB
RS232C
デジタル入出力
消費電力
動作電圧
最大定格電圧

1GbE×3ポート
6ポート(USB Rev3.0準拠×2, USB Rev2.0準拠×4)
1ポート(標準)
入力4点(非絶縁) / 出力4点(絶縁)コネクタ×2
T.B.D
DC+6V～DC+37V
DC+0V～DC+40Vグラフィックス2 DVI-D(標準)

アナログRGBまたはDisplayPort v1.2に変更可

グラフィックス1 DisplayPort v1.2
CFastスロット(空き)補助デバイス1

オプション

ACアダプタ 15V63W
型式：COP-AC1563E

底面固定金具
型式：COP-ANGETCM

瞬低対策用電源装置
型式：JPS-BUETC

縦型固定金具
型式：COP-ANGETCVF

汎用DIOコネクタパック 
型式：COP-1316型式 CO C 563

CFast 32GB
型式：CFA-032G101APT

入力8点フォトカプラ型高耐圧接点入力/出力8点フォトモス
リレー(1a)出力の汎用入出力を搭載しています。
警報ランプ(パトライト等)の入出力デバイスを容易に接続
できます。

⑭ 汎用入出力(8点)

⑬参照

は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり、登録商標です。

Interface Linux System 8の機能によりリアルタイム処理を実現し、
各フィールドネットワークプロトコルに対応したプリインストール製品も
ございます。
弊社コンピュータの耐環境性能を活かし、様々なフィールド上でご使用
いただけます。

  ・                マスタ
  ・FL-net

フィールドネットワークソフトウェアに対応

機能概要
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より大容量のデータを扱いたいとのご要
望に応えてストレージを強化しました。
併せてハードウェアRAID機能を搭載し
高い信頼性を実現しました。

型式：ETC-F019(S7)

Atom E3845搭載

高性能(クアッドコア)・
温度拡張モデル発売開始！

Atom Z520PT搭載

業界初登場！

型式：ETC-A013(S)

型式：ETC-A313(S)

Atom Z520PT搭載

光Expressモデルにより
外部拡張可能

型式：STC-B018(S)

Atom D525搭載

省エネ機能拡張モデル
としてデビュー

片面集中モデル

Atom Z520PT搭載 Atom Z520PT搭載

タフコン

Atom E680T
Atom N2800Atom N2800
Atom E3845

Corei7 4650U搭載Corei7 4650U搭載

Atom E680T
Atom N2800
Atom E3845

Corei7 4650U搭載

タフコン

Atom N2800
Atom E3845

Corei74650U搭載

ストレージ強化

型式：ETC-D016(S)

Atom E680T搭載

温度拡張モデルリニューアル

型式：ETC-FA19(S7M)

DVI-Iモデル

Atom E3845搭載型式：SEC-E017(S7)

Core i7 4650U搭載

車載CD 最高スペックの
CPU搭載モデル発売開始！型式：SEC-D019(S7)

Atom N2800搭載

省電力デュアルコアモデル

Apollo Lake搭載

タフコン

ワイヤレスCD

無線モジュール搭載

高機能CPUを既存システムの置き換えの際に
ディスプレイをアナログRGBにしたいとの声に
お応えしました。

DisplayPortを初採用し
高解像度(4K)表示可能と
なりました。

PCI Expressシリーズ
約30種類から選択可能です。
起動ドライブにCFastを
初採用しました。

常用15W以下の低消費電力
CPUを採用しました。

DVI-Iのディスプレイ出力を搭載し
多様な画面出力要求に対応しました。

広い温度範囲に対応した
4コア 4スレッドの高性能CPUを搭載しました。

新型車載CDにもインタフェースを
片側に集中したモデルを用意しました。

IoT時代に対応した
LTE無線モジュールを
搭載しました。

制御盤内への設置等の利便性を向上させるためインタ
フェースを片側に集中したモデルを用意しました。

片面集中モデル

Atom E680T
Atom N2800

Corei7 4650U搭載

温度対応AC/DCアダプタ

－30℃～＋70℃に対応

瞬低対策用電源装置

型式：JPS-BUETC

50W負荷時：5分

瞬低対策用電源装置
(単3型バッテリー対応版)

型式：JPS-BUETCA

17W負荷時：5分

瞬低対策用電源装置
(単3型バッテリー大容量版)

型式：JPS-BUETC2

30W負荷時：5分

単3型二次電池に対応した瞬低対策用
電源装置に大容量型を用意しました。
高機能CPUの瞬低対策を行うことが
可能となりました。

単3型二次電池に対応した瞬低対策
用電源装置を用意しました。
これまでのニッケル・水素蓄電池に
比べ入手、廃棄(リサイクル)等の取り
扱いが簡便になりました。

車載CDの温度仕様にあわせて低温
から高温まで対応しました。
PSEにも対応しています。

ニッケル・水素蓄電池を搭載した
DC電源供給タイプの瞬低対策用の
電源装置です。

 車載CD 車載CD

瞬低対策
瞬低対策

型式：ETC-JH11(W10XB)30A2

車載CDに求められる最高の機能を搭載
Apollo Lake搭載

前面

背面

型式：ETC-JH11(W10XB)30A2

車載 求 最高 機能 搭載

前面

グラフィック能力が大幅強化(従来比3倍)されました。
1080p30の動画を最大15本同時に扱えるビデオレ
コーダを内蔵しています。
また4Kディスプレイ(3840×2160)に独立して60
フレーム/秒での出力が可能な能力を持っています。

創業当時より連綿と受け継がれてきたインタフェースモジュールを使用したいとの
声にお応えしました。車載CDにI/Oを組み込み一体化しました。
インタフェースモジュールとドライバソフトの共通化をしています。

タフコンCD

瞬低が発生するような不安定な
電源環境下でも24時間の安定稼
動を実現するため瞬低対策用の
電源装置を用意しました。

瞬低対策用電源装置

車両に搭載されるコンピュータは厳しい環境性能が求められます。
車載Classembly Devices®は、これを凌駕する仕様をコンセプトに生まれました。

車載Classembly Devices®は、耐振動・耐衝撃(5G・100G)はもちろん、広い温度環境下
(－40℃～＋70℃)での厳しい条件をクリアしています。
エンジン始動時のバッテリ低下に対応する電源強化(6V～37V)を行いました。
停車時の電源断でも故障しない「電源ブチ切り」に対応しました。
車両通信規格である「CAN」や、機器制御用の「汎用入出力」を充実させました。
豊富なインタフェースモジュールを活かすタフコンCDやストレージを強化したモデルの
ラインナップ拡充でお客様のご要望に応えました。

車載CD開発コンセプト

車載 Classembly Devices®のあゆみ車載 Classembly Devices®のあゆみ

温度拡張 省電力幅広い入力電源電圧 電源ブチ切り 堅牢筐体 防湿コーティング 産業用電子部品採用 FANレス, HDDレス長期安定供給 耐腐食性ガスコーティングセキュリティ対応OSのROM化 瞬低対策 耐衝撃・耐振動電源2重化製品の特長

製品ラインナップ製品ラインナップ

www.interface.co.jp

省エネCD 車載CD

ハイグレードCDBOX型コンピュータ タッチパネルCD
スリムタワーCD

エコCDエコCD

Classembly Devices®
瞬低対策用電源装置

長期安心FAC
PCIバス
インタフェースモジュール

PCI ExpressPCI Express

PCIバス/PCI Express
インタフェースモジュール
CompactPCIバスCompactPCIバス

スロットインFAC
CompactPCIバス

タフコンCDソルコンCD マザコンCDI/O CD

I/O付きタッチパネルCDI/O内蔵 ソリューション

ネットワーク
パケットフィルタ

SuperCDp スレーブ
SuperCD
 mini
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⑩ 幅広い入力電源電圧

零下から高温(－40℃～+70℃)まで耐える設計です。

⑨ 使用温度範囲

湿度の高い環境や、腐食性ガスが発生する環境に対応した
コーティングを基板に対して実施できます。(オプション)

⑪ 防湿, 耐腐食性ガスコーティング

耐振動性能5G, 耐衝撃性能：100G
振動・衝撃にも耐える頑丈設計です。

⑫ 耐振動・耐衝撃

用途に合わせてディスプレイ出力を選択可能としました。
1画面目の出力にDisplayPort v1.2を搭載。
2画面目はDVI-Dを搭載。オプションとしてアナログRGB
またはDisplayPort v1.2が選択可能です。

⑬ デュアルディスプレイ対応(2画面出力)

150150150
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仕様
CPU
メモリ
起動デバイス

Intel Atom E3950
ECC付き 8GB
SSD 32GB

LAN
USB
RS232C
デジタル入出力
消費電力
動作電圧
最大定格電圧

1GbE×3ポート
6ポート(USB Rev3.0準拠×2, USB Rev2.0準拠×4)
1ポート(標準)
入力4点(非絶縁) / 出力4点(絶縁)コネクタ×2
T.B.D
DC+6V～DC+37V
DC+0V～DC+40Vグラフィックス2 DVI-D(標準)

アナログRGBまたはDisplayPort v1.2に変更可

グラフィックス1 DisplayPort v1.2
CFastスロット(空き)補助デバイス1

オプション

ACアダプタ 15V63W
型式：COP-AC1563E

底面固定金具
型式：COP-ANGETCM

瞬低対策用電源装置
型式：JPS-BUETC

縦型固定金具
型式：COP-ANGETCVF

汎用DIOコネクタパック 
型式：COP-1316型式 CO C 563

CFast 32GB
型式：CFA-032G101APT

入力8点フォトカプラ型高耐圧接点入力/出力8点フォトモス
リレー(1a)出力の汎用入出力を搭載しています。
警報ランプ(パトライト等)の入出力デバイスを容易に接続
できます。

⑭ 汎用入出力(8点)

⑬参照

は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり、登録商標です。

Interface Linux System 8の機能によりリアルタイム処理を実現し、
各フィールドネットワークプロトコルに対応したプリインストール製品も
ございます。
弊社コンピュータの耐環境性能を活かし、様々なフィールド上でご使用
いただけます。

  ・                マスタ
  ・FL-net

フィールドネットワークソフトウェアに対応

機能概要


