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はじめに 

■ 本書の目的 

本資料では JM1L2S を使用するために必要な情報を記載しています。 

■ 注意事項 

本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。 

本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製すること

を固くお断りいたします。 
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1. 仕様 

表 1-1 仕様一覧 

項目 内容 

Bluetooth 

I/F 

認証 Bluetooth® low energy technology 

送信出力 0dBm typ. 
受信感度 －82dBm typ. 

ハードウェ

ア I/F(※) 

UART 方式 非同期４線式ハンドシェイク通信（TX、RX、RTS、CTS） 

通信速度 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 31250 / 38400bps の中から選択可能 

データビ

ット数 

8 ビット 

パリティ 偶数パリティ、奇数パリティ、またはパリティなしに設定可能 

ストップ

ビット 

1 ビット、または 2 ビットを設定可能 

GPIO 入力 最大 10 ポート 

Active-High/Low 選択可 

内部 Pull up /Pull down 抵抗または open の設定可能 

出力 最大 10 ポート 

Active-High/Low 選択可 

PWM 最大 4 ポート 

電源 電圧 DC 1.8 ～ 3.6V 

動作環境 温度－20 ～ 75℃、湿度 20 ～ 80%（結露無きこと） 

外形 寸法 W22×D13×H2.8mm 
質量 約 1g 

 

   ※ハードウェア I/F は、Configuration に従って設定・配置されます。 
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2. 電気的特性 

2.1 定格 

表 2-1 定格 

項目 値 
電源電圧 DC 1.8 ～ 3.6 V  
I/O 入力電圧 －0.4 ～ 3.6 V 
保存温度 －40 ～ 85℃ 

 

2.2 動作条件 

表 2-2 動作条件 

項目 値 
電源電圧 DC 1.8 ～ 3.6 V  
動作環境 温度－20 ～ 75℃、湿度 20 ～ 80%（結露無きこと） 

2.3 消費電力 

表 2-3 消費電流 

状態 消費電流（電源電圧 3V供給時） 
スリープ時 5μA 以下 
最大ピーク時 16mA 

 

2.4 入出力端子特性 

2.4.1 UART機能 

電源電圧を VIO とします。 

表 2-4 RX、CTS 

項目 値 
ポート入力電圧範囲 －0.4 ～ VIO +0.4 V 

ローレベル －0.4 ～ 0.3×VIO V 
ハイレベル 0.7×VIO ～ VIO +0.4 V 

 

表 2-5 TX、RTS 

項目 値 
ポート電流 推奨 4mA 以下 

ローレベル 0 ～ 0.4 V 
ハイレベル 0.75×VIO ～ VIO V 

 

2.4.2 Digital IO機能 

電源電圧を VIO とします。 
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表 2-6 入力ポート電気特性 

項目 値 
ポート入力電圧範囲 -0.4 ~ VIO +0.4 V 

ポート入力 ローレベル －0.4 ～ 0.3×VIO V 
ポート入力 ハイレベル 0.7×VIO ~ VIO +0.4 V 

 

表 2-7 出力ポート電気特性 

項目 値 
ポート電流 推奨 4mA 以下 

ポート出力 ローレベル 0 ~ 0.4 V 
ポート出力 ハイレベル 0.75×VIO ~ VIO V 

 

2.4.3 PWM機能 

電源電圧を VIO とします。 

表 2-8 PWM 

項目 値 
ポート電流 推奨 4mA 以下 

ローレベル 0 ～ 0.4 V 
ハイレベル 0.75×VIO ～ VIO V 

 

2.5 無線特性 

表 2-9 RF特性 Transmitter（送信） 

項目 条件 最小 標準 最大 単位 
Output power 

（空中線電力） 

Ta=－20～+75℃ －4.7 0 +3 dBm 

In-band Spurious 

emission 

Frequency offset:2MHz 

Ta=－20～+75℃ 

  －20 dBm 

Frequency offset:3MHz or greater 

Ta=－20～+75℃ 

  －30 dBm 

Modulation 

characteristics 

Δf1avg 225 250 275 kHz 

Δf2max 185   kHz 

Carrier frequency 

offset and drift 

Initial frequency offset 

（周波数偏差） 

Ta=－20～+75℃ 

－50  +50 ppm 

Frequency drift 

Ta=－20～+75℃ 

－50  +50 kHz 

 

表 2-10 RF特性 Receiver（受信） 

項目 条件 最小 標準 最大 単位 
Receiver sensitivity 

（受信感度） 

PER<30.8% 

Ta=－20～+75℃ 

 －82 －70 dBm 

C/I and receiver selectivity 

performance 

PER<30.8%, 

Co-Channel 

Interferer:－88dBm 

  21 dB 

C/I 1MHz 

Interferer:－82dBm 

  15 dB 

C/I 2MHz 

Interferer:－50dBm 

  －17 dB 
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項目 条件 最小 標準 最大 単位 
C/I 3MHz 

Interferer:－40dBm 

  －27 dB 

Image frequency 

Interferer:－58dBm 

  －9 dB 

C/I image±1MHz 

Interferer:－52dBm 

  －15 dB 

Blocking performance 30MHz-2000MHz 

 

－30   dBm 

2003MHz-2399MHz －35   dBm 

2484MHz-2997MHz 

 

－35   dBm 

3000MHz-12.75GHz 

 

－30   dBm 

Intermodulation performance PER<30.8% 

Wanted signal:－64dBm 

－50   dBm 

Maximum input signal level PER<30.8% －10   dBm 

PER Report Integrity  50  64 % 
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3. 端子配置・端子説明 

3.1 端子構成 

 

図 3-1 JM1L2S端子構成 

3.2 端子配置 

表 3-1 端子信号表 

ピン 信号名 説明  
1 GND グランド 

2 
‐ 予約（接続しないでください） 

3 
4 
5 
6 

※ Configurationに従って設定・配置されます。 

7 
8 
9 

10 

11 GND グランド 

12 ※ Configurationに従って設定・配置されます。 

13 VDD 電源入力 

14 

※ Configurationに従って設定・配置されます。 

15 

16 

17 

18 

19 

20 (WAKE) (Option) WAKE 入力 

21 GND グランド 
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4. 外観・外形寸法図 

 

図 4-1 JM1L2S外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 JM1L2S基板寸法図 
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5. 設計上の注意事項 

5.1 JM1L2S基板を載せる基板の設計について 

JM1L2S 基板の裏面には配線パターンがあるため、お客様の基板のパターンと干渉しないようご注

意ください。また、JM1L2S 基板のアンテナ周辺部では電波の送受信を妨げることの無いようご注

意ください。 

 

図 5-1 JM1L2Sアンテナ部分 
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5.2 推奨パターン 

以下に本製品を実装するための推奨ランド、パターン寸法を示します。 

 

図 5-2 推奨パターン 

上図の値は公差 0 での理想的な値です。 
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6. 実装上の注意事項 

6.1 リフロー温度プロファイル 

以下にリフロー温度プロファイルの参考値を示します。温度プロファイルはリフロー炉、クリーム

はんだ、マスク厚、および実装基板の大きさなどの条件により最適値が異なるため、事前にはんだ

付け実装の評価を実施しておくことをお勧めします。 

リフロー炉：SOLSYS-6310IRTP（日本アントム社製） 

クリームはんだ：FLF01-BZ（松尾ハンダ社製） 

マスク厚：0.2mm 

実装基板：T=1.6×28×30mm、2 層（両面）、FR-4 

 

図 6-1 リフロー温度プロファイル（参考） 

注 温度は基板の対角 2 か所(ch1、ch2)で計測しています。 

 

■ 設定項目 

 予熱：175℃±25℃、60~150 秒 

 本加熱：220℃以上、60 秒以内 

 ピーク温度：260℃以下、3 秒以内 

リフロー回数は 1 回としてください。 

6.2 はんだごて条件 

 こて先温度：350℃以下 

 はんだ付け時間：3 秒以内 

 ワット数：20W Max 
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6.3 ベーキング条件 

JM1L2S を実装する前に、125℃ で 24 時間ベーキングする必要があります。 
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7. 使用上の注意事項 

7.1 保管・ご利用環境について 

 動作環境の範囲外でのご利用はお控えください。 

 油煙や粉塵のない環境でご利用ください。 

 腐食性ガスなどのない環境でご利用ください。 

 振動、衝撃の少ない環境でご利用ください。 

 本製品を分解および改造しないでください。 

 静電気にご注意ください。 

 落下や衝撃にご注意ください。 

 本製品受領後 6 か月以内にご利用ください。受領後 6 か月以降に利用する場合は、はんだ付

け性をご確認の上でご利用ください。 

7.2 使用電波について 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等

で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許

を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチ

ュア無線局が運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に

は、使用する場所を変えるか、または本製品の使用を停止（電源を切る）してください。 

3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害

な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、営業担当者にお問い

合わせください。 
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8. 法規制の順守について 

以下に本製品が順守している法令・規制の一覧を示します。 

表 8-1 法令・規制一覧 

Country Standard 

日本  証明規則第二条第一項第 19 号に掲げる無線設備 

認証番号：007-AB0143 

アメリカ  FCC CRF Title47 Part15 Subpart C 

FCC ID：O8CJM1L2S 

カナダ  IC RSS-210 

IC ID：10551A-JM1L2S 

カンボジア カンボジア無線規則 

TRC ID:0003 2014-1L2S 

中国 SRRC 認証  

CMIIT ID：2014DJ3646 

台湾 LP0002( Low-power Radio-frequency Devices Technical Specifications) 

CCAM14LP0290T1 

Bluetooth SIG 

Bluetooth QD ID：54876, 46832 

環境対策 

RoHS 指令対応 

 

■ 本製品を使用した試作開発時および製品化する場合の各法令・規制に関する注意点 

技術基準適合証明（技適） 

試作開発時および製品化の際に、組み込み後の最終製品にて技術基準適合証明（技適）を受ける必

要はありません。 

FCC/IC 

試作開発時および製品化の際に、組み込み後の最終製品にて FCC ID、および IC ID を再取得する

必要はありません。最終製品および最終製品のユーザーマニュアルへの表記要件については「付録

A 米国・カナダ(FCC/IC)の表記要件について」を参照してください。 

中国 

本製品を組み込んだ最終製品仕様により CCC（中国強制製品認証制度）認証や NAL（網アクセス

免許）が必要な場合があるため、認証機関などに問い合わせてください。最終製品および最終製品

のユーザーマニュアルへの表記要件については「付録 B 中国（CMIT）の表記要件について」を

参照してください。 

台湾 

本製品を組み込んだ最終製品のカテゴリにより BSMI（Bureau of Standards, Metrology and 

Inspection）による EMC 検査が必要な場合があるので、認証機関などに問い合わせてください。

最終製品および最終製品のユーザーマニュアルへの表記要件については「付録 C 台湾（NCC）の

表記要件について」を参照してください。 

上記以外の国や地域 

本製品を組み込んだ最終製品の仕向け地によって、最終製品での認証が必要な場合があります。認

証機関などに問い合わせてください。 
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Bluetooth® 

本製品は Bluetooth 認定プログラム参考文書（PRD）に基づき、認定済み設計リスト（QDL）に登

録されています（QD ID: 54876, 46832 Company: Aplix Corporation）。 

お客様は、本製品を組み込んだ最終製品を上記認定済み設計リストに対して自己宣言および製品登

録を完了することにより、Bluetooth ロゴを表示して市場に出荷することが可能となります。 

詳細は以下の文書を参照してください。 

https://www.bluetooth.org/en-us/Documents/Using-the-Bluetooth-Brand-Getting-Started-Guide.pdf 

 

上記の記述はすべて、通信モジュールに一切改造や仕様変更が加えられていないことが前提となり

ます。また、上記の法令・規制などの効力が及ばない国での使用においては該当国の法令に基づき

認証を取得する必要があります。 
  

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であ

り、株式会社アプリックスはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 
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9. 梱包仕様 

9.1 梱包仕様 

 

 

 

図 9-1 梱包構成 

  

×2 パッド エアキャップ袋 

アルミ防湿袋 

×10 トレイ(製品) + ×1 トレイ（最上部は空) 

×2 シリカゲル 

×6 小箱 

小箱 

大箱 

現品票 

×2 ゴムバンド 
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9-1 梱包仕様 

項目 内容 

寸法 510(W) x 366(D) x 250(H)mm (大箱、外寸、参考値) 

入数 4800 個 

重量 12.8kg（モジュール＋トレイ＋梱包材＋箱、参考値） 

 

 

 

9.2 現品票表示 

 

図 9-2  現品票表示 
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付録A 米国・カナダ(FCC/IC)の表記要件について 

本製品を最終製品に組み込む場合、製品の仕向け地に応じていくつかの表記要件があります。 

詳細について以下の FCC および IC の公式文書を参照してください。 

 FCC: Code of Federal Regulations, Title 47, Part 15. RADIO FREQUENCY DEVICES. 

 IC: Radio Standards Specification. General Requirements and Information for the 
Certification of Radio Apparatus 

A.1 FCC/IC ID 

最終製品の仕向け地に応じて、製品上の見やすい位置に FCC ID と IC ID のどちらかまたは両方を

表記しなくてはなりません。書式は、FCC および IC それぞれについて次に示す 2 種類のどちらか

を採用できます。 

FCC: 

 Contains Transmitter Module FCC ID: O8CJM1L2S 

 Contains FCC ID: O8CJM1L2S 

IC: 

 Contains Transmitter Module IC: 10551A-JM1L2S 

 Contains IC: 10551A-JM1L2S 

 

A.2 FCC/IC Notice 

以下のステートメントを製品上の見やすい位置に表記しなくてはなりません。ただし、製品が小さ

くステートメントの表記が難しい場合は、製品のユーザーマニュアル、またはパッケージに記載す

ることも可能です。 

仕向け地がカナダの場合は、英語とフランス語の両方の表記が必要となります。 

English words 

This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS 

standard(s). 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 this device. 

French words 

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Industrie 

Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux 

deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur 

de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

 

A.3 FCC CAUTION 

仕向け地がアメリカの場合、製品のユーザーマニュアルに以下のステートメントを含める必要があ

ります。 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance, could 

void the user’s authority to operate the equipment. 

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or 

transmitter. 
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A.4 Radio Frequency Exposure Compliance 

最終製品のエンドユーザーマニュアルには、製品の種別に応じて以下のステートメントを含める必

要があります。 

Mobile Device: 

English words 

 

 

 

 

 

 

 

 

French words 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portable Device: 

English words 

 

 

 

 

 

 

French words: 

 

 

 

 

 

 

 

製品の種別は以下のように定義されています。 

Mobile device Products operated in the distance more than 20 cm from person’s body. 

Portable device Products operated within 20 cm from person’s body. 

 

 

 

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an 

uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines 

and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low 

levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure 

evaluation (MPE). But it is desirable that it should be installed and operated keeping the 

radiator at least 20cm or more away from person’s body (excluding extremities: hands, 

wrists, feet and ankles). 

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements énoncées pour 

un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC 

lignes directrices d'exposition et d’exposition aux fréquences radioélectriques (RF) 

CNR-102 de l’IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée 

conforme sans évaluation de l’exposition maximale autorisée. Cependant, cet équipement 

doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif 

rayonnant et le corps (à l’exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles). 

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an 

uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure 

Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This 

equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without 

testing of specific absorption ratio (SAR). 
 

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements énoncées 

pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de 

la FCC lignes directrices d'exposition et d’exposition aux fréquences radioélectriques 

(RF) CNR-102 de l’IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est 

considérée conforme sans évaluation du débit d’absorption spécifique (DAS). 
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付録B 中国（CMIIT）の表記要件について 

B.1 最終製品の表記要件 

以下のステートメントを製品上の見やすい位置に表記してください。 

 

 

B.2 ユーザーマニュアルの表記要件 

以下のステートメントを最終製品のユーザーマニュアルに表記してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 

■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz 

■ 等效全向辐射功率(EIRP)： 

天线增益＜10dBi时：≤100 mW 或≤20 dBm 

■ 最大功率谱密度： 

天线增益＜10dBi时：≤20 dBm / MHz(EIRP) 

■ 载频容限：20 ppm 

■ 帯外发射功率(在 2.4-2.4835GHz頻段以外) 

≤-80 dBm / Hz (EIRP)  

■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)： 

≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz) 

≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz) 

≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz) 

≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz) 

≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz) 

 

2.不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外

接天线或改用其它发射天线； 

 

3.使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应

立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用； 

 

4.使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设

备的辐射干扰； 

 

5.不得在飞机和机场附近使用； 

 

6.本设备包含型号核准代码(分别)为: CMIIT ID: 2014DJ3646的无线电发射模块 

本设备包含型号核准代码(分别)为: CMIIT ID: 2014DJ3646的无线电发射模块 
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参考和訳： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  

▦ 使用周波数： 2.4-2.4835 GHz 

▦ 等価等方放射電力(EIRP)： 

アンテナ利得＜10 ｄBi時： ≦100 ｍWあるいは≦20 ｄBm 

▦ 最大放射電力密度： 

アンテナ利得＜10 ｄBi時： ≦20 ｄBm/MHz（EIRP） 

▦ キャリア周波数許容範囲： 20 ppm 

▦ 帯域外放射電力(2.4-2.4835GHz 範囲以外)：  

≤-80 dBm / Hz (EIRP) 

▦ スプリアスエミッション(対応チャンネル帯域幅の±2.5 倍以外)： 

≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz) 

≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz) 

≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz) 

≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz) 

≤-30 dBm / 1 MHz (その他 1 - 12.75 GHz) 

 

2. 勝手に周波数を変更したり、送信出力（追加された無線周波数アンプを含む）を大きくし

たりしてはならない。また、勝手にアンテナを取付けたり、その他の発信アンテナに変え

てはならない。 

 

3. 使用の際、各種合法的無線通信業務に対し、有害な妨害を発生させてはならない。妨害現

象を発見した場合は、即刻使用を停止すること。妨害除去の措置をとって初めて継続使用

が可能となる。 

 

4. 微弱無線設備を使用する場合、各種無線業務の妨害もしくは工業、科学、医療応用設備の

輻射妨害を受容しなければならない。 

 

5. 飛行機および飛行場付近で使用してはならない。 

 

6. 製品は、認可済みの無線モジュール CMIIT ID: 2014DJ3646 を内蔵しています。 
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付録C 台湾（NCC）の表記要件について 

C.1 最終製品の表記要件 

以下のステートメントを製品上の見やすい位置に表記してください。 

 

 

C.2 ユーザーマニュアルの表記要件 

以下のステートメントを最終製品のユーザーマニュアルに表記してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第十二條 

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、

加大功率或變更原設計之特性及功能。 

第十四條 

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立

即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 

本產品內含射頻模組  CCAM14LP0290T1 
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付録D 改版履歴 

 

バージョン リリース日 コメント 

１ 2015/06/10 初版リリース 

２ 2015/07/27 第 2 版リリース 

変更箇所は別紙記載 

３ 2015/08/14 弟 3 版リリース 

変更箇所は別紙記載 

４ 2015/08/21 第 4 版リリース 

変更箇所は別途記載 

５ 2015/8/28 第 5 版リリース 

変更箇所は別途記載 

６ 2017/7/21 第６版リリース 

変更箇所は別途記載 
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