
This document covers how to replace the motherboard in the processor unit (FSV-2503/FSV-3503/
FSV-8503).

Note: The transceiver unit may require a software update after replacement. Download the software up-
date file for the transceiver unit from FURUNO Tech-Net as necessary.

Prepare an appropriate motherboard replacement kit depending on your processor unit.

The motherboard replacement kit contains the following items:

When you replace the motherboard, the SSD (or HDD) must be upgraded to a new SSD, which is included 
in the motherboard replacement kit. Therefore, export the setting file and still images in the old SSD (or 
HDD) to a USB flash memory BEFORE replacing the motherboard.
This procedure requires connection to the transceiver unit. If not connected, the error message 
“<<NO RESPONSE FROM TRANSCEIVER UNIT!! >>” appears and you cannot operate the sonar.

1. Press the power switch on the control unit to turn the system on.
2. Open the menu and select [Others] → [Initial Setting] → [Initialization] → [Save Ship’s Org] to 

save all menu settings.

3. Insert the USB flash memory to the USB port on the processor unit.
Note: It is recommended that you use a USB flash memory whose memory capacity is 64 GB 
or more, because the processor unit may include still images as well as the setting file.

4. While pressing and holding down the MENU/ESC key, press F1, F3, F5 in order.

5. Close, then re-open the menu. Press the MENU/ESC key twice.
The system menu appears.

6. Select [Others] → [Explorer].

Name Code No, Remarks
Motherboard Replacement Kit 001-558-430 For FSV-8503

001-589-520 For FSV-2503
001-589-580 For FSV-2503S
001-589-600 For FSV-3503
001-589-630 For FSV-3503S

• Motherboard assembly (19P1091 (BDS-557-01)) • License label

• DVI connector board (19P1092 (ADP-896-01)) • Wiring clamp

• SSD fixture assembly • Pan head screw (M3×8, 24 pcs)

• MB fixture assembly • Pan head screw (M3×6, 2 pcs)

• Shield plate

Included Items1

Preparation: How to Export the Setting File and Still Images 2

Replacement Instrutions
PROCESSOR UNIT

Model  FSV-2503/FSV-3503/FSV-8503

www.furuno.com
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7. Select [Folder Options] from the [Tools] menu on the menu bar.

8. Click the [View] tab and activate the [Show hidden files 
and folders] radio button.

9. Click the [Apply] button, then click the [OK] button.

10. Click the [D:Backup] folder on the file explorer window.

11. Select [Copy] from the [Edit] menu on the menu bar.

12. Click the USB flash memory drive on the file explorer 
window.

13. Open the folder where you want to save the setting file, 
then select [Paste] from the [Edit] menu on the menu 
bar.

14. Turn the system off, then remove the USB flash mem-
ory from the processor unit.

1. Remove the processor unit from the installation location, then disconnect all cables.
Note: To avoid the possibility of electrical shock, be sure to disconnect the power cable first.

2. Unfasten the four binding screws (M3×6) on the bottom of the unit to remove the CF cover.
Note: The securing screws for the CF cover keep you from removing the MB fixture assembly 
inside the unit. Therefore, you must remove the CF cover.

How to Remove the Parts3

Do not touch parts in-

side this cover.

  

Electrical shock hazard.

DANGER

CF cover
Binding screw
(M3×6)

CF cover

Bottom view
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3. Unfasten the six binding screws (M4×8) to remove the cover from the processor unit.

4. Unfasten the four pan head screws (M3×8) to remove the PWR case cover.

5. Unfasten the four pan head screws (M3×8) to remove the old MB fixture assembly.

Cover
Binding screw
(M4×8)

PWR case cover
Pan head screw 
(M3×8)

MB fixture 
assembly

MB fixture assembly
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6. Remove the connectors from the SSD (or HDD), then unfasten the four pan head screws (M3×8) 
to remove the old SSD and SSD securing plate.

7. Remove the four connectors from the ATX assembly, then unfasten the six pan head screws 
(M3×8) to remove the ATX assembly.

8. Remove the four connector covers*, nuts*, then unfasten the four pan head screws (M3×8) to 
remove the old shield plate.
*: Attached only when the processor unit has the VIDEO 1 to 4 ports.

SSD
(HDD)

SSD
(HDD)

Pan head 
screw(M3×8)

Pan head screw
(M3×8)

ATX assembly

Screw location:
Four screws 

(outside the chassis)

Screw location:
Two screws 

(inside the chassis)

Some parts or wiring 
have been omitted from 
the illustrations for 
clarity.

Shield plate Connector cover
(To access the 
connector nut, remove 
the connector cover.)
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9. If the processor unit has the VC card*, unfasten the pan head screws (M3×6) to pull out the VC 
card.
*: Depending on the time of manufacture, the VC card may be not installed.

10. Unfasten the pan head screws (M3×6) to pull out the old DVI connector board.

11. Remove the three connectors inside the chassis (indicated in the following figure), then unfasten 
the pan head screws (M3×8) to remove the connector fixture plate assembly.

VC card

Pan head screw
(M3×6)

DVI connector board

Pan head screw
(M3×6)

Connector fixture plate assembly

 

Screw location:
Four screws 

(outside the chassis)

Remove connectors.
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12. Remove the parts inside the chassis in following order, then remove the old motherboard.
1. LAN cable connected to HUB case assembly
2. Connector connected to the motherboard
    Note: Be careful not to apply stress to the connector.
3. Four pan head screws securing the motherboard fixture plate
4. LAN cable connected to LAN port
    Note: The LAN cable will be reused. Do not discard it.

13. Remove dust inside the processor unit and air inlet.

1. Connect the LAN cable to CN15 on the new motherboard assembly (19P1091 (BDS-557-01)).

2. Secure the motherboard assembly to the chassis, using the four pan head screws (M3×8).
Note: Be careful not to contact the copper plate in the chassis with the USB port and LAN port 
on the motherboard assembly.

 

1

3 3

33

2

4

How to Install the Replacement Parts4

CN15
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3. Connect the other connector end of the LAN cable to the LAN port on the HUB case, then con-
nect the connector inside the chassis to CN11 on the motherboard assembly.

4. Insert the connector fixture plate assembly into the chassis, then secure it using the four pan 
head screws (M3×8) from outside the chassis.

5. Connect the connectors inside the chassis to CONT1 and CONT2 on the connector fixture plate 
assembly.

CN11

Connect the 
LAN cable.

CONT2
CONT1
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6. Install the ATX assembly into the chassis, using the six pan head screws (M3×8).

7. Connect the connectors on the ATX assembly to CN15, CN4 and CN5 on the motherboard as-
sembly.

8. Secure the new SSD fixture assembly, using the four pan head screws (M3×8). If there is no 
wiring clamp on the following location, attach a wiring clamp.
Note: The old SSD (or HDD) cannot be diverted.

Pan head 
screw(M3×8)

Pan head screw
(M3×8)

ATX assembly

Screw location:
Four screws 

(outside the chassis)

Screw location:
Two screws 

(inside the chassis)

Some parts or wiring 
have been omitted from 
the illustrations for 
clarity.

CN15

CN4

CN5

SSD fixture assembly

Wiring clamp

50 mm

60 mm
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9. Connect the SATA cable from the SSD fixture assembly to CN7 on the motherboard assembly.

10. Insert the new DVI connector board (19P1092 (ADP-896-01)) and secure it using the pan head 
screws (M3×6). If you removed the VC card, fill the screw hole.
Note: If the spacers of the DVI connector keep the DVI connector board from being inserted, 
remove the spacer then reattach them after inserting the board.

11. Secure the new shield plate, using the four pan head screws (M3×8).

12. Secure the new MB fixture assembly, using the four pan head screws (M3×8).
13. Secure the printed board, which is attached to the cable end of the SSD fixture assembly, to the 

MB fixture assembly, using the two pan head screws (M3×8).

CN7

DVI connector board

Fasten the screw 
after inserting 
the board.

If you removed the 
VC card, fasten the 
screw to fill the 
screw hole.

DVI connector board

Shield plate

Some parts or wiring 
have been omitted from 
the illustrations for 
clarity.

MB fixture 
assembly

MB fixture assembly

Secure the board that is attached 
to the SSD fixture assembly.
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14. Secure the cables inside the chassis to the wiring clamps, referring to the following figure.

15. Attach the license label on the side in the chassis.

16. Reattach the cover to the processor unit.

After replacing the motherboard, do the following operation check.

1. Reconnect the cables to the processor unit, then turn the system on.
2. Perform the operation test (or board test) to check the following tested items.

Note: The latest software version for the processor unit at the manufacturing time is written in 
the motherboard. Depending the software version before replacing the motherboard, it may be 
required to update the software of the transceiver unit.

3. After checking the test items, turn the system off.

4. Reinstall the processor unit to the original installation location.

Tested item Normal value
RAM OK
EWF ENABLE
HDD A character string is displayed.
PCI A character string is displayed.
CPU Numeric values are displayed.
BOARD Temperature Numeric values are displayed.
CPU Fan Speed Numeric values are displayed.
BATTRY 2.7 V or more

License label
(inside)

Trace label
(inside)

Operation Check5
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Do as follows to import the setting file that was exported to the USB flash memory before replace-
ment.

1. Press the power switch on the control unit to turn the system on.
2. Insert the USB flash memory that contains the setting file to the USB port on the processor unit.

3. While pressing and holding down the MENU/ESC key, press F1, F3, F5 in order.

4. Close, then re-open the menu. Press the MENU/ESC key twice.
The system menu appears.

5. Select [Others] → [Explorer].

6. Click [Organize] → [Folder and search options].

7. Click the [View] tab and activate the [Show hidden files and folders] radio button.

8. Click the [Apply] button, then click the [OK] button.

9. Click the “OriginalFile.ini” file in the [Backup] folder of the USB flash memory.

10. Select [Copy] from the [Edit] menu on the menu bar.

11. Click [D:] on the file explorer window.

12. Click the [Backup] folder in the D drive.

13. Select [Paste] from the [Edit] menu on the menu bar.
Note: When the message “This folder already contains a folder named ‘OrignalFile.ini’.” ap-
pears, click the [OK] button to overwrite the existing setting file. If you do not want to overwrite 
the file, click the [NO] button then rename the existing file in the [D:Backup] folder.

14. Close the file explorer window.

15. Open the menu and select [Others] → [Initial Setting] → [Initialization] → [Recall Ship’s Org] to 
import all menu settings.

16. Turn the system off, then remove the USB flash memory.

17. Restart the system and check the setting file is imported correctly.

How to Import the Setting File6
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本書は、制御部（FSV-2503/FSV-3503/FSV-8503）の内部にあるマザーボードを交換する手順を記

載しています。

注） マザーボードの交換後、送受信装置のソフトウェアバージョンを更新する必要がある場合がありま
す。送受信装置の更新ファイルは、FURUNO NET（代理店 Web）から別途入手してください。

制御部の型式に応じて、MB 交換部材を手配してください。

MB 交換部材の同梱物は、次のとおりです。

マザーボートを交換する際、古い SSD（または HDD）も付属の SSD（SSD 固定板組立品）に交換

する必要があります。そのため、交換作業前に古い SSD（または HDD）内の設定ファイルや静止

画の画像ファイルを取り出してください。

本作業は、送受信装置と接続された状態で行ってください。接続されていない場合、「＜＜送受信
装置からの応答がありません！！＞＞」というメッセージが表示され、操作を行うことができませ
ん。

1. 操作部の電源キーを押して、システムを起動します。

2. メインメニュー → [ その他 ] → [ 初期設定 ] → [ 初期化 ] → [ オリジナル設定記憶 ] の順に選び、

メニューの全設定を保存します。

3. 制御部の USB ポートに、USB フラッシュメモリーを挿入します。

注） 設定ファイル以外にも、ユーザーが記録した画像ファイルが保存されている場合もあるた
め、大容量（64GB 以上）の USB フラッシュメモリーを使用することを推奨します。

4. [ メニュー / 戻る ] キーを押しながら、[F1]、[F3]、[F5] キーの順に押します。

5. [ メニュー / 戻る ] キーを押してメインメニューを閉じたあと、再度 [ メニュー / 戻る ] キーを

押します。

メインメニューにシステムメニューが表示されます。

6. [ その他 ] → [ エクスプローラー ] の順に選びます。

品名 部品コード 備考

MB交換部材 001-558-430 FSV-8503用
001-589-520 FSV-2503用
001-589-580 FSV-2503S用
001-589-600 FSV-3503用
001-589-630 FSV-3503S用

･ マザーボード組立品 (19P1091 (BDS-557-01)) ･ ライセンスラベル

･ DVI コネクタ基板 (19P1092 (ADP-896-01)) ･ 配線クランプ

･ SSD 固定板組立品 ･ ナベセムスネジ（M3×8、24 本）

･ MB 取付け台組立品 ･ ナベセムスネジ（M3×6、2 本）

･ シールド板

1

2

www.furuno.com
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7. メニューバーの [Tools] メニューから [Folder Options] を選びます。

8. [View] タブを開き、[Show hidden files and folders] の
ラジオボタンを有効にします。

9. [Apply] ボタンをクリックしたあと、[OK] ボタンをク

リックします。

10. エクスプローラーで [D:Backup] フォルダをクリックし

ます。

11. メニューバーの [Edit] メニューから [Copy] を選びま

す。

12. エクスプローラーで USB フラッシュメモリーをク

リックします。

13. コピー先のフォルダを開き、メニューバーの [Edit] メ
ニューから [Paste] を選びます。

14. システムをシャットダウンしたあと、USB フラッシュ

メモリーを取り外します。

1. 制御部を装備場所から取り外し、接続ケーブルをすべて取り外します。

注） 感電の恐れがあるため、電源ケーブルは必ず取り外してください。

2. 制御部底面のバインドネジ 4 本（M3×6）をゆるめて、CF カバーを取り外します。

注） 内部の MB 取付け台組立品を取り外す際に、CF カバーの取付けネジが干渉するため、取

り外す必要があります。

3
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3. バインドネジ 6 本（M4×8）をゆるめて、制御部からカバーを取り外します。

4. ナベセムスネジ 4 本（M3×8）をゆるめて、PWR ケースカバーを取り外します。

5. ナベセムスネジ 4 本（M3×8）をゆるめて、古い MB 取付け台組立品を取り外します。
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6. SSD（または HDD）からコネクタを取り外し、ナベセムスネジ 4 本（M3×8）をゆるめて、

古い取付け板ごと取り外します。

7. ATX 組品からコネクタ 4ヵ所を取り外し、ナベセムスネジ 6 本（M3×8）をゆるめて、ATX
組品を取り外します。

8. コネクタキャップ 4 個 *、コネクタナット 4 個 * を取り外したあと、ナベセムスネジ 4 本

（M3×8）をゆるめて、古いシールド板を取り外します。
*：VIDEO1~VIDEO4 ポートがある場合のみ。
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9. VC カード * が取り付けられている場合は、ナベセムスネジ 1 本（M3×6）をゆるめて、VC
カードを上方に引き抜きます。
*：出荷時期によっては、VC カードが無い場合もあります。

10. ナベセムスネジ 1 本（M3×6）をゆるめて、古い DVI コネクタ基板を上方に引き抜きます。

11. 筐体内のコネクタ 3ヵ所（次図参照）を取り外したあと、筐体外側のナベセムスネジ 4 本

（M3×8）をゆるめて、コネクタ取付け板組品を取り外します。
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12. 次の部材を順番に取り外し、取付け台ごと古いマザーボードを取り外します。
① HUB ケース組品に接続されている LAN ケーブル

②マザーボードに接続されているコネクタ
注） コネクタに負荷が掛からないように注意して、取り外してください。

③マザーボード取付け台を固定しているナベセムスネジ 4 本（M3×8）
④マザーボードに接続されている LAN ケーブル

注） 取り外した LAN ケーブルは再利用するため、破棄しないでください。

13. 制御部内部のほこり、および吸気口のほこりを取り除きます。

1. LAN ケーブルを新しいマザーボード組立品 (19P1091 (BDS-557-01)) の CN15 に接続します。

2. ナベセムスネジ 4 本（M3×8）を使って、マザーボード組立品を筐体内に取り付けます。

注） 筐体内の銅板が、マザーボード組立品の USB ポートや LAN ポートに入らないように注意

してください。

 

4
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3. マザーボード組立品に接続されている LAN ケーブルの片端を HUB ケース組品に接続し、マ

ザーボード組立品の CN11 にコネクタを接続します。

4. コネクタ取付け板組品を筐体内に入れ、筐体外側からナベセムスネジ 4 本（M3×8）を使って

固定します。

5. 筐体内部のコネクタをコネクタ取付け板組品の CONT1、および CONT2 に接続します。
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6. ナベセムスネジ 6 本（M3×8）を使って、ATX 組品を筐体内部を取り付けます。

7. ATX 組品のコネクタをマザーボード組立品の CN15、CN4、および CN5 に接続します。

8. ナベセムスネジ 4 本（M3×8）を使用して、新しい SSD 固定板組立品を取り付けます。次図

の位置に配線クランプが無い場合は、配線クランプも取り付けます。

注） 交換前の古い SSD（または HDD）を流用することはできません。
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9. SSD 固定板組立品の SATA ケーブルをマザーボード組立品の CN7 に接続します。

10. 新しい DVI コネクタ基板 (19P1092 (ADP-896-01)) を挿入し、ナベセムスネジ 1 本（M3×6）
を使って固定します。VC カードを取り外した場合は、VC カード固定ネジ用のネジ穴をふさ

いでください。

注） DVI コネクタ基板挿入時に DVI コネクタのスペーサが干渉する場合は、一度スペーサを

取り外してから挿入し、挿入後スペーサを元の位置に取り付けてください。

11. ナベセムスネジ 4 本（M3×8）を使って、筐体外側から新しいシールド板を取り付けます。

12. ナベセムスネジ 4 本（M3×8）を使って、新しい MB 取付け台組立品を取り付けます。

13. ナベセムスネジ 2 本（M3×8）を使って、SSD 固定板組立品のケーブル端に付属している基

板を MB 取付け台組立品に固定します。
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14. 次図を参照して、各ケーブルを配線クランプに固定します。

15. ライセンスラベルを筐体内部の側面に貼り付けます。

16. 制御部のカバーを元の位置に取り付けます。

マザーボードの交換完了後、次の手順で動作確認を行ってください。

1. 制御部への接続ケーブルを再接続し、システムを起動します。

2. オペレーションテスト（またはボードテスト）を実行し、次の項目を確認します。

注） 制御部のソフトウェアバージョンは、生産時点での最新バージョンが書き込まれていま
す。交換前のバージョンによっては、送受信装置のソフトウェア更新が必要になる場合
があります。

3. 確認完了後、システムの電源を切ります。

4. 制御部を元の装備位置に取り付けます。

項目 正常値
RAM OK
EWF ENABLE
HDD 文字列が表示されること。

PCI 文字列が表示されること。

CPU 数値が表示されること。

BOARD Temperature 数値が表示されること。

CPU Fan Speed 数値が表示されること。

BATTRY 2.7V 以上

5
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次の手順で、交換前に USB フラッシュメモリーに書き出した設定ファイルを新しい SSD に移植し

ます。

1. 操作部の電源キーを押して、システムを起動します。

2. 制御部の USB ポートに、設定ファイルを保存した USB フラッシュメモリーを挿入します。

3. [ メニュー / 戻る ] キーを押しながら、[F1]、[F3]、[F5] キーの順に押します。

4. [ メニュー / 戻る ] キーを押してメインメニューを閉じたあと、再度 [ メニュー / 戻る ] キーを

押します。

メインメニューにシステムメニューが表示されます。

5. [ その他 ] → [ エクスプローラー ] の順に選びます。

6. [Organize] → [Folder and search options] の順にクリックします。

7. [View] タブをクリックしたあと、[Show hidden files and folders] のラジオボタンを有効にしま

す。

8. [Apply] ボタンをクリックしたあと、[OK] ボタンをクリックします。

9. USB フラッシュメモリーの [Backup] フォルダ内にある「OrignalFile.ini」をクリックします。

10. メニューバーの [Edit] メニューから [Copy] を選びます。

11. エクスプローラーで [D:] をクリックします。

12. D ドライブ内の [Backup] フォルダを開きます。

13. メニューバーの [Edit] メニューから [Paste] を選びます。

注） “This folder already contains a folder named ‘OrignalFile.ini’.” と表示されますが、[OK] ボタ

ンをクリックして、上書きを実行します。上書きしたくない場合は、[NO] ボタンをク

リックしたあと、[D: Backup] フォルダ内のファイル名を変更してください。

14. エクスプローラー画面を閉じます。

15. メインメニュー → [ その他 ] → [ 初期設定 ] → [ 初期化 ] → [ オリジナル設定呼出 ] の順に選び、

設定ファイルの呼出しを実行します。

16. 一度システムをシャットダウンしたあと、制御部から USB フラッシュメモリーを取り外しま

す。

17. 再度システムを起動し、設定が正常に移植されていることを確認します。

6
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