
アプリケーション
Liquiline Mobile CML18 は、Memosens テクノロジーを搭載したデジタルセンサと
接続でき、オプションで Bluetooth を介してスマートフォンまたは他のモバイル
機器から操作可能なマルチパラメータ対応モバイル機器です。
本機器は、フィールドまたはラボにおいて信頼性の高い操作を実現するために設
計されており、特に以下の産業に適しています。
• ライフサイエンス産業
• 化学産業
• 水処理・排水処理
• 食品および飲料産業
• 発電所
• その他の産業の水質分析アプリケーション

特長
操作が容易：
お持ちのタブレット端末またはスマートフォンを使用した操作および設定が可能
Memosens テクノロジーのあらゆるメリットを活用：
Memosens センサにより、 も安全なデータ伝送方法、 大の測定値可用性、容
易かつ簡潔な取扱いが実現
測定値の信頼性が向上：
同じテクノロジーを使用することで、プロセス測定とサンプル測定の間の完全な
一貫性が保証されます。
日々の作業を簡素化：
事前校正された Memosens センサの真のプラグアンドプレイにより、パラメータ
を迅速に切り替えることができます。
データロガー機能の使用：
時刻と日付スタンプ付きの 10,000 以上の測定値を保存可能
あらゆる測定点に持ち運び可能：
あらゆる用途に使用可能なため、ラボからプロセスまで、必要な場所でどこでも
使用可能。小型で使いやすく、シャツのポケットに収まります。

Products Solutions Services

技術仕様書
Liquiline Mobile CML18
マルチパラメータ対応モバイル機器

TI01598C/33/JA/01.21
71535133
2021-03-29



Liquiline Mobile CML18

2 Endress+Hauser

機能とシステム構成
製品説明
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 1 CML18
1 保護キャップ
2 表示画面（画面自動回転機能付き）
3 「選択」ボタン
4 「次へ」ボタン
5 Memosens 接続
6 ワイヤレス充電エリア
7 ステータス LED
8 M12 接続
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計測システム 計測システムは、少なくとも Liquiline Mobile CML18 変換器と Memosens センサで構成されま
す。
接続オプション：
• M12 接続

• M12 Memosens ケーブル（オプション）を介した Memosens センサの接続
• M12-USB ケーブル（オプション）を介してデータ伝送または機器の充電を行うために、

Liquiline Mobile CML18 を PC に接続
• SmartBlue アプリを使用したデータ分析、データ伝送、設定用に、Liquiline Mobile CML18 を

互換性のある端末機器（非付属品）に接続するための Bluetooth インターフェイス
• Memosens センサ用の機器との直接的な Memosens 接続

3
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  A0045563

 2 ケーブル、センサ、スマートフォンは非付属品
1 M12 接続
2 Bluetooth インターフェイス
3 Memosens 接続

2 つのセンサの同時接続には対応していません。データ伝送、ソフトウェア更新、または機
器設定中は測定が中断されます。

通信および操作
以下を介した操作および設定：
• 本体内部の操作メニューとキー
• SmartBlue アプリ、Bluetooth® LE ワイヤレス技術を経由 →   9

総合信頼性
信頼性 Memosens MEMO SENS

Memosens により測定点の安全性と信頼性が向上します。
• 非接触、デジタル信号伝送により、 適な電気的絶縁を実現
• 接触腐食なし
• 完全防水
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• ラボでセンサの校正が可能なため、プロセス内の測定点の可用性が向上します。
• 本質的に安全な電子部により危険場所で問題なく使用できます。
• 以下のセンサ情報を活用してメンテナンス予測が可能です。

• 稼動時間
• 測定値が高いまたは低い場合の稼働時間
• 高温時の稼働時間
• 蒸気滅菌回数
• センサの状態

入力
入力電力 ワイヤレス充電 5 W

M12 接続 5 V; 0.6 A

測定変数 • pH
• ORP
• pH/ORP
• 溶存酸素
• 導電率
• 温度

測定範囲 → 接続するセンサのドキュメントを参照

入力タイプ Memosens テクノロジー搭載センサ用の Memosens 接続
Memosens テクノロジー搭載センサのデジタル測定用ケーブル（CYK10、CYK20）の M12 接続
Memosens センサ CLS50D および CLS54D
サポートされているセンサの完全なリストは、機器の製品ページに記載されています。
www.endress.com/CML18

出力
出力信号 Memosens M12（ 大 80 mA）

電源
電源電圧 非接触充電：Qi 認証を取得した機器のみを使用（ 小 5 W 出力電力）

バッテリー定格容量 1 000 mAh（ 低 950 mAh）

バッテリー寿命 大 48 h

過電圧保護 IEC 61 000-4-4、0.6 kV
IEC 61 000-4-5、2.0 kV

センサ接続 Memosens テクノロジーを搭載したセンサ

ケーブル仕様 デジタル測定用ケーブル CYK10-Axx2+x
デジタル測定用ケーブル CYK20-AAxxC1

https://www.endress.com/CML18
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環境
周囲温度範囲 充電：0～+45 °C (32～113 °F)

操作：–10～+60 °C (14～140 °F)
大周囲温度は、プロセス温度および取付位置に応じて異なります。

保管温度 –20～+45 °C (–4～113 °F)
保管温度が上昇すると、バッテリー容量が低下します。

湿度 0 ～ 95 %

保護等級 IP66

電気の安全性 EN 61010-1

汚染度 機器一式： 汚染度 4
内部： 汚染度 2

無線規格 本機器は、以下の各国/各地域の無線規格に適合しています。
• ヨーロッパ
• 米国
• 中国
• カナダ
• 日本
• 韓国
• ブラジル
• メキシコ
• シンガポール
• アルゼンチン
• タイ
• オーストラリア
• インドネシア
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構造
寸法
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 3 寸法単位：mm（in）

材質 コンポーネント 材質
ハウジング PBT
表示部ウィンドウ、ライトガイド PMMA
ボタン、キャップ TPE
M12 接続 CuZn、ニッケルメッキ

非接液部の材質 REACH 規則（EC）1907/2006 Art. 33/1 に基づく情報：
機器のバッテリーには、SVHC 1.3 プロパンスルトン、0.1%（w/w）以上のエチレングリコール
ジメチルエーテル（CAS 番号 1) 110-71-4）が含まれています。指定の用途で使用する場合、本製
品が危険をもたらすことはありません。

衝撃負荷 本製品は、EN61010-1 の要件に従って 1 J（IK06）の機械的衝撃負荷に耐えるように設計されて
います。

質量 Liquiline Mobile CML18 155 g (5.5 oz)

1) CAS = Chemical Abstracts Service、化学物質の国際識別基準



Liquiline Mobile CML18

Endress+Hauser 7

操作オプション
操作オプションの概要 以下を介した操作および設定：

• 本体内部の操作メニューとキー
• SmartBlue アプリ、Bluetooth® LE ワイヤレス技術を経由 →   9

表示部および操作部

3 2

1

  A0040996

 4 表示部と操作部の概要
1 表示部
2 「選択」ボタン
3 「次へ」ボタン

ボタン機能
ボタン 機器オフの場合 測定画面上 メニュー内

電源オン 測定画面をスクロール 下方向へのスクロール
電源オン 現在の測定値の保存（グラブサン

プル）
確定/選択

（長押し）
- メニューを開く 前のメニューレベル/測定画面に

切り替え
 + 

（7 秒以上長押
しする）

強制ハードウェア
リセット

強制ハードウェアリセット 強制ハードウェアリセット

操作メニューの構成と機能

Power-off
Power-off

Application
Data logger Data logger

Log interval
Cond. unit

Erase data Erase continuous logs Abort
Erase

Erase grab values Abort
Erase
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Diagnostics
Diagnostics list
Data logger entries
Display test
Device info Manufacturer

Software version
Serial number
Designation
Extended order code

System
Display language
Bluetooth
Display brightness
Signal sounds
M12 Printout
Power management Power save w. charger

Power save w/o charger
Power-off w. charger
Power-off w/o charger

Regulatory information

Guidance 1)

2 point calibration

1) pH または ISFET センサの場合のみ使用可能

ディスプレイの構成

1

2

3

4

5

6

  A0044047

 5 ディスプレイの構成の略図
1 メニューパス/測定画面のタイトル
2 Bluetooth ステータス
3 バッテリーレベル、充電情報
4 NAMUR インジケータ
5 測定画面
6 日付と時刻（センサが接続されていない場合に、メインメニューに表示）
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NAMUR NE107 カテゴリに準拠するステータス：
NAMUR インジケータ ステータス
OK 機器とセンサは確実に動作中。
F 機器またはセンサのエラー。

NAMUR NE107 に準拠する F ステータス信号
M 機器またはセンサはメンテナンスが必要。

NAMUR NE107 に準拠する M ステータス信号
C 機器またはセンサは機能チェックを実行中。

NAMUR NE107 に準拠する C ステータス信号
S 機器またはセンサは仕様範囲外で動作中。

NAMUR NE107 に準拠する S ステータス

測定ウィンドウの構成
測定ウィンドウには、ユーザーがスクロールできる 3 つの測定画面があります。

測定画面（1 / 3） 測定画面（2 / 3） 測定画面（3 / 3）
メイン測定値 メイン測定値/ 第 2 測定値 センサ入力のすべての測定値

LED ステータスインジケータ
ステータス LED は、センサステータスを迅速に視覚化するために使用されます。

LED 動作 ステータス
緑色の点灯 センサが正しく機能している
赤色の点灯 センサが接続されていない
赤色の点滅 センサエラー

SmartBlue アプリ経由の操作
SmartBlue アプリは Android 機器の場合は Google Play ストア、iOS 機器の場合は Apple App スト
アからダウンロードできます。

SmartBlue アプリのダウンロード
‣ QR コードを使用してアプリをダウンロードします。

  A0033202

 6 ダウンロードリンク

システム要件
• iOS 機器：iPhone 4S または iOS9.0 以降、iPad2 または iOS9.0 以降、iPod Touch 第 5 世代また

は iOS9.0 以降
• Android 機器：Android 4.4 KitKat 以降および Bluetooth® 4.0
• インターネットアクセス

‣ SmartBlue アプリを開きます。



Liquiline Mobile CML18

10 Endress+Hauser

  A0029747

 7 SmartBlue アプリアイコン

両方の機器で Bluetooth を有効にする必要があります。
Bluetooth の有効化

  A0044142

 8 SmartBlue アプリ Livelist

Livelist には、範囲内にあるすべての機器が表示されます。

‣ 機器をタップして選択します。

SmartBlue アプリを使用して機器を使用できるようにするには、ユーザー名とパスワードを
入力して Bluetooth 接続を確認する必要があります。

1. ユーザー名 >> admin
2. 初期パスワード >> 機器のシリアル番号

初回のログイン後にユーザー名とパスワードを変更してください。

現在の測定値がホーム画面に表示されます。機器情報（機器のタグ、シリアル番号、ファームウ
ェアバージョン、オーダーコード）も表示されます。
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 9 現在の測定値が示された SmartBlue アプリのホーム画面
1 CML18 システムおよび機器情報
2 診断リストへのショートカット
3 接続されたセンサの測定値の概要

4 つのメインメニューを介した操作：
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CML18_M41073505G11

  A0041294

 10 SmartBlue アプリのメインメニュー
1 ガイダンス
2 診断
3 アプリケーション
4 システム

メニュー 機能
ガイダンス たとえば、校正用などの自己完結型シーケンスに関わる機能が含まれます（=

「ウィザード」、ガイド付き操作）。
診断 操作、診断、トラブルシューティングに関する情報、および診断時の動作の設

定が含まれます。
アプリケーション 個別の 適化および詳細なプロセス調整のためのセンサデータ。アプリケーシ

ョンに対する測定点の調整。
システム このメニューには、システム全体を設定するためのパラメータが含まれます。
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認証と認定
 マーク 本製品は適用される EU 指令の法的条項に規定されている要件を満たしています。本製品はヨー

ロッパの統一規格に準拠します。Endress+Hauser は本機器が試験に合格したことを、
 マークの添付により保証いたします。

無線認証 米国の無線認証
FCC ID：2AKGY-BT41PMMA01
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. This device has been designed and complies
with the safety requirements for portable RF exposure in accordance with FCC rule part §2.1093
and KDB 447498 D01.

カナダの無線認証
ID：22173-BT41PMMA01
This device complies with ISED’s license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.
This device complies with the safety requirements for RF exposure in accordance with RSS-102
Issue 5 for portable use conditions.

Cet appareil est conforme aux RSS exemptés de licence d'ISED. Le fonctionnement est soumis aux
deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris Interférences pouvant provoquer un
fonctionnement indésirable de l'appareil
Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition RF conformément à la
norme RSS-102 Édition 5 pour les conditions d'utilisation portables.

日本の無線認証

R 007-AH0258

  A0044180

日本の電波法および電気通信事業法に準拠します。本機器は日本の電波法に基づいて認可され
ています。本機器は改造しないでください（そうでない場合、許可された指定番号が無効になり
ます）。

タイの無線認証
CML18 は、タイの無線要件に準拠します。
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シンガポールの無線認証

Complies with
IMDA Standards

DA 108204

  A0044087

ブラジルの無線認証

11739-20-11036

  A0044179

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados.

アルゼンチンの無線認証

  A0044965

CNC ID：C-25799

中国の無線認証
CMIIT ID：2020DJ11424

韓国の無線認証

  A0039065

R-R-E1H-CML18

メキシコの無線認証

  A0034100

Número IFETEL：RCPENCM20-2345
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La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

インドネシアの無線認証

  A0044966

無線認証番号：71583/SDPPI/2020
ID：4962

オーストラリアの無線認証

  A0044970

注文情報
製品ページ www.endress.com/CML18

製品コンフィギュレータ 製品ページの製品画像の右側に「 機器仕様選定でカウンタをリセットします。
1. このボタンをクリックします。

 別のウィンドウでコンフィグレータが起動します。
2. すべてのオプションを選択し、要件に適合するように機器を設定します。

 このようにして、機器の有効かつ完全なオーダーコードを受け取ることができます。
3. オーダーコードを PDF または Excel ファイルとしてエクスポートします。そのためには、

選択ウィンドウ右上の適切なボタンをクリックします。

製品の多くでは、選択した製品バージョンの CAD または 2D 図面をダウンロードすることも
可能です。この CAD のタブをクリックして、選択リストから必要なファイルタイプを選択
します。

https://www.endress.com/CML18
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納入範囲 納入範囲：
• 1 x Liquiline Mobile CML18
• 取扱説明書（ドイツ語）1 セット
• 取扱説明書（英語）1 セット

非接触充電器と電源ユニットは別途入手できます。

‣ ご不明な点がございましたら
製造元もしくは販売代理店にお問い合わせください。

アクセサリ
アクセサリおよびすべての互換性のある Memosens センサの 新リストは、製品ページに記載さ
れています。
www.endress.com/CML18

https://www.endress.com/CML18
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