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■	 概要
F3SPV9 は、FA-M3 計装パッケージ用の CPU モジュー
ルです。計装 CPU モジュール 1 台でフィードバック
制御とシーケンス制御を実行します。レンジフリー
コントローラ FA-M3 の各種 I/O モジュールと組み合
わせて FA-M3 計装システムを構築できます。
ま た、F3SPV9 は、Ethernet 通 信 ポ ー ト を 内 蔵 し、
VDS（Versatile Data Server Software）や TOP（Touch 
Operation Panel）と接続できます。
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■	 特長
・ F3SPV9 は、FA-M3 計装パッケージと組み合わせて使用します。
・ 1 台の CPU モジュールでフィードバック制御およびシーケンス制御を実行します。
・ PID 演算を 32 ループ実行できます。
・ 基本命令の処理速度は 0.00375 μ s ～と高速です。
・ 高速の命令処理速度により、高速処理・高速応答に対応できます。（100 K ステップのプログラムを 1 ms で実行）
・ ダブルロングワード（64 Bit）整数演算命令、倍精度浮動小数点演算命令により高精度な演算が行えます。
・ インデックス修飾、オブジェクトラダー言語の採用により、プログラムの設計・保守が容易に行えます。
・ 停電非保持のキャッシュレジスタ標準装備により、大容量データの取り扱いが容易に行えます。
・ 10BASE-T/100BASE-TX の Ethernet 通信機能を内蔵しており、VDS やタッチオペレーションパネル（表示器）な

どと接続できます。
・ システム規模、プログラムサイズ、CPU の適性に合わせて、計装 CPU モジュール、シーケンス CPU モジュー

ルなど、各種 CPU を組み合わせ、最大 4 台のマルチ CPU 構成を実現できます。
・ SD メモリカード（最大 32G バイト）に各種データ保管が可能です。標準的な FAT16/32 フォーマットのため、   

パソコンでの読み書きを特殊なソフトウェアなしで行えます。
・ 前面のロータリスイッチにより、モジュール情報取得などのメンテナンスがパソコンなしで行えます。
・ カードバッチファイル機能により、SD メモリカードを挿入するだけでデバイスデータの読み書きが行えます。
・ ラダープログラム開発ツール WideField3 と組み合わせることで、M3 エスケープシーケンス機能を使用できま

す。
   文字列データや連続バイトデータの定義と定数の再利用が容易になります。

・ 操作ログ機能により、CPU に対しいつどのような操作が行われたかを確認でき、保守性が向上します。

F3SPV9
計装 CPU モジュール
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■	 共通仕様
環境仕様、ラダーシーケンス命令、I/O モジュール実装制限など、FA-M3 と共通の仕様については、シーケンス
CPU F3SP76-7S に準じます。F3SP76-7S の詳細は、「FA-M3/ e-RT3 概要」（GS 34M06A01-01）を参照してください。

（*1）（*2）
*1： FA-M3 計装パッケージとの組み合わせにおいて、構造体、吹き出しコメント、センサコントロール機能、定数定義、スク

リプト機能、ユーザ認証機能、ユーザ別操作制限機能、CPU 操作制限機能、およびコンフィギュレーションによるサンプ
リングトレースは使用できません。

*2： 「FA-M3/ e-RT3 概要」（GS 34M06A01-01）を参照する際、「F3SP76-7S」を「F3SPV9-7S」と読み替えてください。

■	 仕様

項目 仕様
演算方式 ストアードプログラム、繰り返し演算

入出力方式 リフレッシュ方式／ダイレクト入出力命令

プログラム言語 オブジェクトラダー言語

命令数
基本命令 40 種

応用命令 445 種

処理速度
基本命令 0.00375 μ s ～／命令

応用命令 0.0075 μ s ～／命令

最大入出力点数 8192 点（制御ブロックとラダーブロックの合計）

自己診断 メモリ異常、CPU 異常、入出力異常検出、文法チェックなど

その他の機能
デバッグ機能（強制 SET/RESET、オンラインエディットなど）
エラー履歴保存機能（64 件）
日付・時計機能（年／月／日／時／分／秒／曜日）
プログラムプロテクト機能

消費電流 460 mA（5V DC）

外形寸法 28.9 （W） × 100 （H） × 83.2 （D） mm （*1）

質量 120 g 

*1： 突起部を除く寸法（詳細は外形寸法図参照）

■	 制御仕様
種類 項目 仕様

制御ブロック

ブロック数 128 ブロック

制御周期 100 ms 

PID ループ数 32 ループ

ブロック種類
調節制御、入力指示、温調モジュール、手動操作、比率設定、信号選択、プログラム設定、
定量設定、定数設定、バッチデータ設定、変化率制限、数値演算、アナログ演算、汎用演算、
温調計通信、電力モニタ通信、スイッチ計器

ラダーブロック
ブロック数 128 ブロック

スキャン周期 10 ms 

プログラム容量 260 K ステップ（ユーザプログラム用 200 K ステップ）（*1）

デバイス容量
内部リレー 65,535 点（ユーザプログラム用 49,151 点）

データレジスタ 65,535 点（ユーザプログラム用 49,151 点）

ファイルレジスタ 262,144 点（ユーザプログラム用 245,760 点）

*1： 信号定義、回路コメントおよびサブコメントをダウンロードする場合は、ラダーブロックで使用できるステップ数が少な
くなります。
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■	 各部の名称
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■	 異常処理
CPU モジュールの前面上部に故障ランクに分けて異
常の有無を LED にて表示します。

LED	 表示意味
RDY 

（READY）
緑色

★重故障：中枢ハードウェアの実行ができない。
（消灯時） 例： CPU 異常

  メモリ破壊

RUN 
（RUN）

緑色

点灯時： ユーザプログラム実行中
点滅時： シャットダウン中

ALM 
（ALARM）

黄色

★軽故障：ユーザプログラムの実行はできるが
（点灯時）異常である。

 例： 電源異常、通信異常、I/O 照合異常、
  I/O モジュール異常、命令処理異常、
  スキャンタイムオーバ

ERR 
（ERROR）

赤色

★中故障：ユーザプログラムの実行または続行が
（点灯時）できない。

 例： プログラム異常、メモリ異常、
  シーケンスプロセッサ異常

■	 形名および仕様コード

形名 基本仕様
コード

スタイル
コード

付加仕様
コード 記事

F3SPV9 -7S ･･････ ･･････ メ モ リ 260 K ス
テップ
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

■	 外形寸法図
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■	 動作環境
開 発 環 境 と し て、「WideField3」R2.04 以 降 ま た は
R2.03-Z11（F3SPV9 対応プログラム）が必要です。
対応する「FA-M3 計装パッケージ」は R7.20 以降が
必要です。
本モジュールをスロット 2 以降に実装する場合、ス
ロット 1 にも計装 CPU モジュールを使用してくださ
い。
CPU モジュールの実装制限は、FA-M3 計装パッケー
ジ（GS）を参照してください

■	 保証について
本製品の保証については、レンジフリーコントロー
ラ FA-M3 の一般仕様書（GS 34M06A01-01）を参照
ください。

■	 関連ドキュメント
STARDOM
FA-M3 計装パッケージ GS 34P02J01-01

レンジフリーコントローラ FA-M3
レンジフリーコントローラ FA-M3 GS 34M06A01-01
FA-M3 ソフトウェアパッケージ GS 34M06N01-01

■	 商標
本文中に使用されている会社名、団体名、商品名、
およびロゴなどは、横河電機株式会社、各社または
各団体の登録商標または商標です。


