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High performance with low power consumption
STARDOM自律型コントローラFCNに、低消費電力タイプのFCN-RTUが新たにラインアップされました。
FCN-RTUは酷寒、酷暑といった過酷な環境でも安定した監視制御を提供します。
CPUは消費電力を最小に抑える設計がされており、電力消費量の削減が可能になっています。
電源モジュールは、10-30Vの幅広い入力電圧で起動するように設計されています。このように消費電力を抑えながらも、FCN-RTUは、
動作温度マイナス40度からプラス70度と広範囲をカバーし、3000mの高度まで耐えられる設計となっています。
エンジニアリングは国際標準であるIEC 61131-3言語を採用し、横河電機のDCSの経験のなかで培われた各種ライブラリを組み合わせる
ことで、高度な制御ロジックを簡単に組むことができます。また充実した制御機能と合わせて、Webサーバ、FTPサーバ、ロギング機能
といった自律的情報発信機能もFCN-RTUには組み込まれています。コントローラ上にこれらの機能を組み合わせることで、より細かな情
報発信を行えるようになりました。

FCN-RTUは、過酷な環境下においても安定した制御と情報発信により、最高のパフォーマンスを発揮するこれまでのPLCの常識を越えた

高機能プロセッサ（256MHz, 32 ビット RISC プロセッサ）で
ありながら、低消費電力（1.6W から 2.9W）* を実現
フェイルセーフファイルシステムを採用し、
急な電源断にも対応
＊フィールド機器への供給電源は除きます。

プログラム開発言語
－ PLC 向けの国際標準規格 IEC

61131-3 を採用しています。

ファンクションブロック、ラダー、SFC など 5 種類の言語を
用途や好みに応じて使い分けできます。
● ループ制御とシーケンス制御を同一の開発環境で構築できます。
●

豊富なライブラリ群
－ YOKOGAWA で培われた制御ロジックが
ライブラリとして提供されています。

コントローラです。

消費電力を抑えながらも
高性能な CPU モジュール：NFCP050

自律型コントローラ FCN-RTU
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コンパクトなベースユニット：NFBU050
幅 28cm で小さな計装盤にも容易にフィット
DIN レールおよびボルト止めが可能

PID をはじめとした制御に必要な制御ライブラリ
Modbus 通信をはじめとした通信ライブラリなど各種提供

耐環境性
－ 過酷な環境であっても安定した監視制御を提供します。
マイナス 40℃からプラス 70℃まで動作温度を保証
高度 3000m まで動作を保証

電話網にも簡単接続
－ Point-to-Point Protocol
（PPP）が組み込まれています。

バラエティに富んだ通信ポート

自律型機能

－ 他機器との通信のために複数の

－ コントローラに情報発信機能を搭載しています。

通信ポートを内蔵しています。

データロギング、Web サーバ機能を用いた Web HMI

100BASE-TX イーサポート：1 ポート
RS-232 ポート：3 ポート
（内 1 ポートは 115kbps まで可）

入出力モジュールが拡張可能
－ 3 モジュール（NFBU050 使用時）、
または 8 モジュール（NFBU200 使用時）まで拡張が可能です。

RS-422/RS-485 ポート：1 ポート
（115kbps まで可）

簡単配線
－ 配線が専用ケーブルと端子台を用いて簡単に行えます。

ワイドレンジ電源モジュール：NFPW426
太陽電池に適したワイドレンジ電源供給
（10-30V DC）

内蔵 入出力端子
－ 最小のシステム構成で監視制御が可能です。

12 点 アナログ入力（1-5V DC）
2 点 アナログ出力（4-20mA）
16 点 デジタル入力
8 点 デジタル出力
2 点 パルス入力（0-10kHz）
1 点 アナログ入力（0-32V DC）

MIL コネクタケーブル：KMS40
MIL コネクタ端子台：TAS40

■ ロングタイプベースユニット：NFBU200
I/Oモジュールを8枚実装できます。
電源モジュール（NFPW444）の二重化が可能です。

■ FCN-RTUモジュール一覧
タイプ

形

ベースモジュール
電源モジュール

名

機

NFBU050

ショートベースモジュール

NFBU200

ロングベースモジュール

NFPW426

電源モジュール（12 V DC 入力、24 V DC 入力）

NFPW444

電源モジュール（24 V DC 入力）

能

CPU モジュール

NFCP050

FCN-RTU 用 CPU モジュール

アナログ入出力
モジュール

NFAI141

アナログ入力モジュール（4 〜 20 mA 、16 点、非絶縁）

NFAV141

アナログ入力モジュール（1 〜 5 V：差動入力、16 点、非絶縁）

NFAI841

アナログ入出力モジュール（4 〜 20 mA 入力、4 〜 20 mA 出力、8 点入力／ 8 点出力、非絶縁）

NFAB841

アナログ入出力モジュール（1 〜 5 V 入力：差動入力、4 〜 20 mA 出力、8 点入力／ 8 点出力、非絶縁）

NFAI143

アナログ入力モジュール（4 〜 20 mA 、16 点、一括絶縁）

NFAI543

アナログ出力モジュール（4 〜 20 mA 、16 点、一括絶縁）

NFAV144

アナログ入力モジュール（− 10 V 〜＋ 10 V、16 点、一括絶縁）

NFAT141

熱電対／ mV 入力モジュール（16 点、一括絶縁）

NFAR181

測温抵抗体入力モジュール（12 点、一括絶縁）

NFAI135

アナログ入力モジュール（4 〜 20 mA 、8 点、個別絶縁）

NFAI835

アナログ入出力モジュール（4 〜 20 mA 、4 点入力／ 4 点出力、個別絶縁）

NFAP135

パルス入力モジュール（8 点、パルス数カウント、0 〜 10 kHz、個別絶縁）

NFDV151

デジタル入力モジュール（32 点、24 V DC）

NFDV157

デジタル入力モジュール（32 点、24 V DC、押し締め端子専用）

NFDV551

デジタル出力モジュール（32 点、24 V DC）

NFDV557

デジタル出力モジュール（32 点、24 V DC、押し締め端子専用）

NFDR541

リレー出力モジュール（16 点、24 〜 110 V DC ／ 100 〜 240 V AC）

NFLF111

Foundation Fieldbus 通信モジュール（4 ポート）

NFLC121

CANopen 通信モジュール（1 ポート、10 kbps 〜 1 Mbps）

NFLP121

PROFIBUS-DP 通信モジュール（1 ポート、9.6 kbps 〜 12 Mbps）

デジタル入出力
モジュール

通信モジュール

詳細については「自律型コントローラ FCN-RTU（ハードウェア編）」
（GS 34P02Q13-01）、
「自律型コントローラ FCN-RTU（機能編）」
（GS 34P02Q02-01）を参照してください。

お問い合わせは

国内営業統括部 国内システム営業部
■本

社：0422-52-6549

〒180-8750

東京都武蔵野市中町2-9-32

■ 関西支社：06-6341-1387
〒530-0001

大阪市北区梅田2-4-9（ブリーゼタワー20階）
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