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1. 基準認証制度の概要
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基準認証とは基準認証とは

○ 電気通信機器の技術基準への適合性について、法令に基づいて民間の適合性評価機関（CAB）が認
定・証明すること。

○ 技術基準は、電気通信回線設備の損傷防止、電波の混信防止等を目的に制定

適合性評価機関
技術基準への
適合性を示す
マーク

日本国内日本国内 携帯電話の裏蓋

技術基準への適合性を審査

【無線設備】
●一定の条件を満たす無線局の免許が不要 ●無線局開設の際の手続の簡略化
●複数の無線局に対する包括的な免許を付与

【端末機器】
●電気通信ネットワークへの接続の検査が不要

認証の流れ認証の流れ

製造業者等による
技術基準適合認定
・証明の申請

合格
（認定・証明）

認証の効果認証の効果
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区分１
免許等不要局 ：17種別

無線ＬＡＮ,Bluetooth等（電波法第３８条の２第１項第１号に定める機器）

区分２
包括免許対象局 ：37種別

携帯電話端末等.（電波法第３８条の２第１項第２号に定める機器）

区分３
その他 ：84種別
(簡易な免許手続又は登録の対象となる無線局)

携帯電話基地局、5GHz帯無線アクセスシステム etc （電波法第３８条の２第１項第３号に定める機器）

認証の対象となる電気通信機器は、それぞれ以下の区分に分けられています。
認証機関は、この区分ごとに業務の認定を受けることとなります。

無線設備無線設備

区分１
通話の用に供する端末機器
（端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条第1号）

区分２
その他の端末機器
（端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第4条第2号）

端末機器端末機器

※ 無線設備については、この機器の区分により、認証を取得した際の効果が異なる。



→本来、日本で無線局を

開設する場合は、

右の手続に従って、免許を取得する
必要があります。（電波法第4条）
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一般の無線設備の場合の
免許手続

一般の無線設備の場合の
免許手続

免許申請

審査

予備免許

検査

免許付与

無線局の開設無線局の開設



無線局免許が必要なもの
（運用者の資格必要）

無線局免許が必要なもの
（運用者の資格不要）

認証を受け、登録すれば
無線局免許が不要となるもの

認証があれば
無線局免許が不要となるもの

無線局

無線局免許も認証も
不要なもの

（例）
鉄道・タクシー等の
業務無線など

（例）
業務用の簡易無線等

（例）
レジャー用の簡易無線等

（例）
Bluetooth、無線LAN等

（例）
おもちゃのラジコン等
（微弱無線局）
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無線局の免許を取得するには、電波法第３章と無線設備
規則に定める技術基準に適合していなければなりません。

→技術基準適合証明は、その技術基準に適合しているかど
うかを証明し、免許手続を簡略化するものです。

※よって、技術基準適合証明を取得する場合も、

技術基準に適合している必要があります。
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「端末設備の接続の技術基準」
（原則）
－電気通信回線設備の損傷、機能障害防止
－他の利用者の迷惑防止
－電気通信回線設備との責任分界点の明確化

電気通信事業者による
端末設備技術基準適合

検査

登録認定機関による
端末機器技術基準適合

認定等

登録認定機関による
端末機器技術基準適合

認定等

製造業者による
端末機器技術基準適合

自己確認

製造業者による
端末機器技術基準適合

自己確認

電気通信回線設備への端末設備の接続

電気通信事業者による保全検査権

電気通信回線設備の損傷等を防止するため、電気通信回線設備に接

続する端末機器には、端末設備等規則で定める技術基準に適合し
ている必要があります。
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技術基準適合認定を取得するこ
とで、電気通信回線を運用する
電気通信事業者の接続の検査を
免除。

技術基準適合認定を取得するこ
とで、電気通信回線を運用する
電気通信事業者の接続の検査を
免除。



電気通信事業法における技術基準は、原則、電気通信
回線へ接続される電気通信機器に適用されます。

（例：電話機、モデム、ルータ等）

※携帯電話など、電波法と電気通信事業法両方の認証を
受ける必要のある電気通信機器が存在するので注意し
てください。

一部、電波にて接続される電気通信機器も、技術基準の
適用対象となっています。

（例：携帯電話 等）
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技術基準適合証明を受けた
無線設備を使用する無線局の免許等手続

技術基準適合証明を受けた
無線設備を使用する無線局の免許等手続

免許申請

審査

予備免許

検査

免許付与

(無線ＬＡＮ,
ブルートゥース等)

免許不要

(携帯電話基地局等)(携帯電話端末等)

検査不要包括免許

免許申請

審査

免許付与

登録

審査

登録申請
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無線局の開設無線局の開設

一般の無線設備の
場合の免許手続

一般の無線設備の
場合の免許手続

( 5GHz無線ア
クセスシステム
基地局等)

技術基準適合証明の取得により、従来の免許手続よりも簡易な
手続によって、無線局を開設することが可能となります。

技術基準適合証明を受けた無線設備

1号区分 2号区分 3号区分

※ 無線設備の種別によって、取得した際の効果が異なります。（下記区分参照）
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「端末設備の接続の技術基準」
（原則）
－電気通信回線設備の損傷、機能障害防止
－他の利用者の迷惑防止
－電気通信回線設備との責任分界点の明確化

電気通信事業者による
端末設備技術基準適合検査

登録認定機関による
端末機器技術基準適合

認定等

登録認定機関による
端末機器技術基準適合

認定等

製造業者による
端末機器技術基準適合

自己確認

製造業者による
端末機器技術基準適合

自己確認

電気通信回線設備への端末設備の接続

電気通信事業者による保全検査権

技術基準適合認定を取得す
ることで、電気通信回線を運
用する電気通信事業者の接
続の検査を免除。

技術基準適合認定を取得す
ることで、電気通信回線を運
用する電気通信事業者の接
続の検査を免除。



登録証明機関の番号

2. 端末機器

AC 09 0001 001

1. 特定無線設備

001 WW AB123456･･･

(総務省が定める番号)

12

無線設備の種別

(種別は総務省令で定める)

登録証明機関が定める番号

(最大アラビア数字10文字
(アラビア数字の前に5文字以内でアル
ファベットを付すことも可)

登録認定機関の番号年端末機器の種別

参照：（無線設備）証明規則様式第7号 （端末機器）認定規則様式第7号

R

T

通し番号



MRAMRAとはとは
○ 相互承認協定(MRA)：電気通信機器の技術基準への適合性評価の結果を日本国と
外国との間で相互に受け入れる制度

○ これまで、電気通信機器に関しては、日欧間(平成14年１月発効)、日シンガポール
間(平成14年11月発効)日米間（平成20年1月発効）で相互承認協定を締結。
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③輸出

①申請①申請

【日本】 【外国】

外国の市場

外国向けの機器を輸出す
る場合は、外国に出向い
て申請する必要がある
(時間や費用を要する)

適合性評価機関

MRA実施前MRA実施前

メーカー等

②適合性評価②適合性評価

MRA実施後MRA実施後

外国向けの申請が
日本で実施可能に

期間の短縮・費用の縮減

外国の基準を
日本で審査

外国の市場

①申請①申請
②適合性評価②適合性評価

メーカー等

③輸出

【日本】 【外国】

適合性評価機関
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欧州向け認証マーク

日本向け製品→日本で検査

米国向け製品→米国で検査

欧州向け製品→欧州で検査

例)海外でも利用可能な携帯電話端末や無線ＬＡＮの出現

【ＭＲＡ実施前】

各国で検査が必要各国で検査が必要

国数が増加するごとに

認証費用・期間が増加

日本向け

米国向け

欧州向け

【ＭＲＡ実施後】

日本国内で各国の認証を一括して取得日本国内で各国の認証を一括して取得

国内でワンストップの検査をする

だけで世界各国で使用可能に

日本で一括検査

日本向け認証マーク

米国向け認証マーク
無線ＬＡＮ

14
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【日 本】 【相手国】

認定適合性評価機関

①申請 ②認証

③輸出

日本国内で相手国の法令
に

基づき適合性評価を実施

製造業者等

申請書 証明書

総務省・経済産業省(外務省)

認定・監督

相互承認協定(ＭＲＡ)

相手国の市場

(相手国の法令に
従い認定・監督)

相手国政府

指定調査機関
ＪＡＢ（日本適合性認定協会）

認定審査のための
調査事務の代行

実地調査

指定・監督

登録外国適合性評価機関

相手国で日本の法令に基づき適合性評価を実施

受け入れ

登録 登録

合同委員会

指定
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MRA実施に要するコストと、MRAによる利益を分析した上で、産業界や消費
者のために有益な国とのMRA実施の可能性を検討する。

外国からの試験結果は、MRAを締結していなくても受け入れることができる。

適合性評価の結果の相互承認を実施することが可能な国とのMRAを実施、検討。

欧州、シンガポール及び米国とのMRAについては、既に発効している。

日本のMRAに対するスタンス日本のMRAに対するスタンス

電気通信機器分野のMRA電気通信機器分野のMRA
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2001年４月署名、2002年１月発効

相手国：EU加盟国（締結当初15カ国→27カ国に拡大）

対象分野：電気通信機器、電気用品、化学品、医薬品

欧州の関係法令（電気通信機器分野）：R&TTE指令、低電圧指令

概要概要

欧州側の適合性評価機関: 7
TELEFICATION B.V. (オランダ)
CETECOM ICT Services GmbH (ドイツ)
BABT (イギリス)
Phoenix TESTLAB GmbH (ドイツ)
KTL (イギリス)
EMCCert Dr. Rasek GmbH (ドイツ)
BV LCIE （フランス）

実施状況実施状況

日本側の適合性評価機関: 2
(株)ＵＬ Ｊａｐａｎ
(財)テレコムエンジニアリングセンター (TELEC)

日欧MRA日欧MRA
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2002年１月署名、同年11月発効

日シンガポール経済連携協定（日シンガポールEPA）の一部

対象分野：電気通信機器、電気用品

シンガポールの関係法令（電気通信機器分野）：シンガポール情報通信開発庁（IDA）法、電気

通信法、電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度

運用開始に向けて準備中

概要概要

実施状況実施状況

2007年2月16日署名、2008年1月1日発効

対象分野：電気通信機器

アメリカの関係法令（電気通信機器分野）：FCC規則

現在運用中

概要概要

実施状況実施状況

日シンガポールMRA日シンガポールMRA

日米MRA日米MRA
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相互承認制度を活用して欧州で行われた認証件数(国内外の認証全体に占める割合)
は、平成15年度は121件(4.4%)、平成16年度は199件(6.1%)、平成17年度は315件(8.8%)、
平成18年度は433件(9.9%)、平成19年度は493件(9.8％)、平成20年度は625件(10.6％)と
増加傾向。
これまで主に無線ＬＡＮや携帯電話端末について、日本向けの認証を受けている。

（件数）

121

199
315

433

493

625

2638 3083 3283 3928 4524 5277



2. 基準認証制度に関する法令の概要
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電波法
電気通信事業法

電波法施行令
電気通信事業法施行令

電波法施行規則
電気通信事業法施行規則

無線設備規則
端末等設備規則

技術基準適合証明（認定）規則

その他省令以外で定める技術
基準など・・・

ITU
WRC
etc….

ITU
WRC
etc….

業界標準
（任意規格）

業界標準
（任意規格）

条約・国際規格等 日本国内の法令（強制規格） 任意規格
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電波法 電気通信事業法

法律
・電波法

（昭和25年法律第131号）
・電気通信事業法

（昭和59年法律第86号）

技術基準
・無線設備規則

(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
・端末設備等規則

(昭和60年郵政省令第31号) 

認証手続

・特定無線設備の技術基準適合証明等
に関する規則

(昭和56年郵政省令第37号) 

・端末機器の技術基準適合認定※等に
関する規則

(平成16年総務省令第15号) 
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※ 電気通信事業法の「認定」は、

電波法の「証明」と同義である。
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第1章 総則（第1条-第3条）
第2章 無線局の免許等（第4条-第27条の36）
第3章 無線設備（第28条-第38条）
第3章の2 特定無線設備の技術基準適合証明等
第1節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設
計認証（第38条の2-第38条の32）

第2節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
（第38条の33-第38条の38）

第4章 無線従事者（第39条-第51条）
第5章 運用 （第52条-第70条の9）
第6章 監督（第71条-第82条）
第7章 異議申立て及び訴訟（第83条-第99条）
第7章の2 電波監理審議会（第99条の2-第99条の14）
第8章 雑則（第100条-第104条の5）
第9章 罰則（第105条―第116条）

電波法電波法

・無線設備規則
（無線設備の技術基準を規定）

・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
（無線設備の認証の手続等を規定）

電波法の下位法令電波法の下位法令

●目的： 電波の公平且つ能率的な利用の確保

●1９５０年に制定。第1章～第９章、全11６条で構成。

●※うち、基準認証制度については、

「第３章の２ 特定無線設備の技術基準適合証明等 」（第３８条の２～第３８条の３８）に規定されている。
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第1章 総則（第1条-第5条）
第2章 電気通信事業（第6条-第106条）
第4節 電気通信設備（第41条-第43条）
第2款 端末設備の接続等（第52条）
（第53条～第73条）
第5節 指定試験機関等（第74条-第105条）
第2款 登録認定機関（第86条-第103条）
第3款 承認認定機関

第3章 土地の使用等（第107条-第143条）
第4章 電気通信事業紛争処理委員会 （第144条-第162条）
第5章 雑則（第163条-第176条）
第6章 罰則（第177条―第193条）

電気通信事業法電気通信事業法

・端末設備等規則
（端末設備の技術基準を規定）

・端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
（端末機器の認証の手続等を規定）

電気通信事業法の下位法令電気通信事業法の下位法令

●目的： 電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進すること

●1９８４年に制定。第1章～第６章、全193条で構成。
●※うち、基準認証制度については、

「第２章第４節第２款 端末機器の接続等 」（第５２条～７３条）、「同章第５節第２款及び第３款 登録認定機関及び承
認認定機関（第８６条～第１０５条）」に規定されている。
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電気通信事業法第２章第２款の他に定める技術基準等を制定。

規定されている事項：①総則 ②責任の分界 ③安全性等

④電話用設備に接続される端末設備

⑤無線呼出用設備に接続される端末設備

⑥総合デジタル通信用設備に接続される端末設備

⑦専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備 等

電波法第３章の他に定める技術基準等を制定。

規定されている事項： ①総則 ②受信設備の技術基準 ③送信設備の技術基準

④業務別の無線設備の技術基準 ⑤高周波利用設備の技術基準 等

無線設備規則

端末設備等規則

・日本国内で電気通信機器を使用するには、電波法・電気通信事業法に定める技術基準に適合していることが求めら
れます。認証を受けるにあたっても技術基準に合致している必要があります。技術基準の詳細は以下の規則で定めて
います。

技術基準技術基準技術基準
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電気通信事業法第２章第４節第２款及び第５節第２款の規定の細則として、技術基準適合認定
等の手続について制定。

規定されている主な事項： ①総則 ②技術基準適合認定の対象となる端末機器

③登録認定機関が行う技術基準適合認定・設計認証について

（審査項目、表示の様式、各種届出に記載する事項など)

電波法第３章の２の規定の細則として、技術基準適合証明等の手続について制定。

規定されている主な事項： ①総則 ②技術基準適合証明等の対象となる機器

③技術基準適合証明・工事設計認証について

（審査項目、表示の様式、各種届出に記載する事項など)

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則

認証するには、定められた規則に従って手続を行う必要があります。

日本の電気通信機器の認証手続は以下の規則に定められています。

認証手続認証手続認証手続



3. 規制に関する主な条文の解説
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電波法の条項 電気通信事業法の条項 内容

第38条の2～第38条の5 第86条～第90条 登録証明機関の登録の基準等

第38条の6～第38条の8 第53条、第91条 技術基準適合証明を行った際の表示義務
紛らわしい表示の禁止 等

第38条の9～第38条の12 第92条～第96条 登録証明（認定）機関の義務

第38条の13～第38条の19 第97条～第103条 総務大臣の登録証明機関に対する権限等
（改善命令・立入検査等）

第38条の20～第38条の23 第54条、第166条・第167条 総務大臣の認証取扱業者に対する権限等
（報告徴収、立入検査等）

第38条の24～第38条の29 第56条～第61条 工事設計認証等について 認証取扱業者の義務
（工事設計合致義務・検査記録の保存等）

第38条の30 第62条 外国取扱業者への準用

第38条の31・第38条の32 第104条・第105条 承認証明（認定）機関

第38条の33～第38条の38 第63条～第68条 技術基準適合自己確認制度

電波法第3章の2及び電気通信事業法第2章第4節第2款における基準認証制度に関する条項では、以下のよう
な事項を規定している。
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電波法の条項 電気通信事業法の条項 内容

第38条の2 第86条
認証機関が登録できる事業の区分
申請書の記載事項

第38条の3 第87条
総務省における登録の基準
欠格事項

第38条の4 第88条 登録の更新（登録の期間5年以上10年以内）

第38条の5 第90条
登録を受けた機関の公示
事業区分を変更した場合の届出

第38条の6 第53条第1項、第92条
技術基準適合証明（認定）の審査
認証した機器の総務省への報告

第38条の7 第53条第2項及び第3項
認証した際の表示義務・紛らわしい表示の禁止・機器を変
更した場合の表示除去義務

第38条の8 第91条
遅滞なく認証を行う義務
測定器・証明員の基準

第38条の9 第93条 役員の選解任の届出

第38条の10 第94条 業務規程の作成

第38条の11・12 第95条 財務諸表・帳簿の備付け

第38条の13～15
第97条、第98条、第166条第2
項

総務省の認証機関に対する命令・立入検査

第38条の16 第99条 業務を休廃止する際の届出

第38条の17 第100条 総務省における登録を取り消す基準

第38条の18 第102条 総務省の認証の実施

第38条の19 第103条 他の規定の準用

電波法・電気通信事業法に基づき登録を受けた登録証明(認定）機関に対しては、電波法、電気通信事業法そ
れぞれ以下の条項が適用される。
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５年ごとに登録の更新

（電波法施行令第１条・電気通信事業法施行令第1条）

役員、証明員（認定員）の選任、解任の届出

（電波法第38条の9・事業法第93条）

作業上の規則、手続を作成し、総務省に提出

（電波法第38条の10・事業法第94条）

財務諸表等の備え付けetc.

（電波法第38条の11・事業法第95条）

認証に関する帳簿の備え付け

（電波法第38条の12・事業法第96条）

試験を他の者に委託する場合、適切な実施を確保する

（証明規則第6条第2項・認定規則第8条第2項）

etc・・・

登録証明（認定）機関には、下記の義務が課せられる。

※MRAにおいては、協定に基づき相手国が基準を定め、監督することとなっている。
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業務の改善命令

（電波法第38条の13・事業法第97条）

業務の状況に関する報告徴収

（電波法第38条の15・事業法第166条第2項）

立入検査

（電波法第38条の15・事業法第166条第2項）

不正があった場合、登録の取消

（電波法第38条の17第2項・事業法第100条）

総務省は、登録証明(認定)機関に対し下記の事項を行うことが出来る。

※MRAにおいては、協定に基づき相手国が基準を定め、監督することとなっている。
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電波法の条項 電気通信事業法の条項 内容

第38条の20第1項 第166条第2項 報告徴収・立入検査

第38条の21第1項 第167条第1項 特定無線設備・端末機器等の提出

第38条の22第1項 第54条 妨害等防止命令

第38条の23第1項 第55条第1項 表示が付されていないものとみなす場合

第38条の25第1項 第57条第1項 工事設計合致義務、設計合致義務

第38条の25第2項 第57条第2項 検査の記録保存義務

第38条の26 第58条 表示規定

第38条の27 第59条 措置命令

第38条の28第1項 第60条第1項 表示の禁止

第38条の29 第61条
準用（報告徴収・立入検査、特定無線設備等の提
出等、妨害等防止命令、表示が付されていないも
のとみなす場合）

第38条の30第1項～第3項 第62条第2項及び第3項
第167条第6項

外国取扱業者（特定無線設備等の提出等、妨害
等防止命令、措置命令、表示の禁止、特定無線
設備等の提出等、妨害等防止命令、表示の禁止）

日本の認証機関もしくはMRAに基づく外国に所在する日本向け業務を行う認証機関から認証を得た者に対して
は、電波法、電気通信事業法それぞれ以下の条項が適用される。



■ 工事設計合致義務【電波法第38条の25第1項・事業法第５７条第1項】

認証機関による認証を受けた者（「認証取扱業者」）は、認証に係る設計書に基づく特定無線設
備又は端末機器を取り扱う場合においては、その特定無線設備又は端末機器を設計書に合致するよ
うにしなければならない義務があります。

■ 検査記録保存義務【電波法第38条の25第2項・事業法第５７条第２項】

■ 認証取扱業者は、（1）の義務を履行するため、認証を受けた「確認の方法」（品質管理に関
する方法）に従い、その取扱いに係る無線設備又は端末機器について検査を行い、その検査記
録を作成し、保存しなければなりません。

■ 検査記録の項目は、次のとおりで、検査の日から10年間保存しなければなりません。
① 検査に係る工事設計認証番号
② 検査を行った年月日及び場所
③ 検査を実施した責任者の氏名
④ 検査を行った特定無線設備の数量
⑤ 検査の方法
⑥ 検査の結果

（特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第19条
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第21条 に定めているとおり。）
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■ 表示【電波法第38条の26・事業法第５８条】

■ 認証取扱業者は、前述の工事設計合致義務・検査記録保存義務を履行したときに初めて、無線設
備又は端末機器に、基準に適合している旨の表示を貼付することができます。

■ 表示の様式は以下に定められています。
（無線設備）証明規則様式第7号 （端末機器）認定規則様式第7号

→本資料１２ページを参照してください。

■ 表示は見やすい箇所に付さなければなりません。
■ 手続に従って表示を貼付した無線設備又は端末機器は、機器の種別によって、先述した法律上特
別な効果が与えられることになります。
（効果：簡易な免許手続き、包括免許の取得、免許不要、電気通信ネットワークへの接続）

■ 何人も、法律に基づく手続により表示を付する場合を除くほかは、国内において無線設備にこれ
らの表示又はこれらと紛らわしい表示を付すことは禁止されています。

■ また、表示が付されている無線設備について、改造等の変更の工事をした者は、その表示を除去
しなければならなりません。これらに違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあ
ります。
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※ 機器に変更を加えた場合の表示の扱いについて ※

■ 認証取扱業者は、特定無線設備又は端末機器について、設計書の内容の一部又は全部を
変更しようとするときは、認証機関による新たな認証を取得しなければなり
ません。

■ 新しい認証を取得する際は原則として別の番号を取得することになります。

■ 一部の無線設備については、例外として、機器の空中線の型式・
構成・利得のみの変更である場合は、以前取得した番号と同じ番号
を付してよいものがあります。

（平成15年総務省告示第460号（MRAの場合は平成19年総務省告示
第638号）を参照してください。）



■ 認証取扱業者への立入検査
【電波法第38条の20第1項・事業法第166条第2項】

■ 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認証取
扱業者に対し、認証に係る特定無線設備若しくは端末機器に関し報告させ、
又はその職員に、認証取扱業者の事業所に立ち入り、当該機器その他の物件
を検査させることができます。

■ 報告拒否、虚偽報告等の場合は30万円以下の罰金に処せられることがあり
ます。
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■ 特定無線設備・端末機器の提出
【電波法第38条の21・事業法第167条】

■ 総務大臣は、職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所にお
いて検査をさせることが著しく困難であると認められる機器又は当該機器の
検査を行うために特に必要な物件があつたときは、認証取扱業者に対し、期
限を定めて、当該機器又は当該物件を提出すべきことを命ずることができま
す。

■ 命令違反の場合は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

■ 措置命令【 電波法第38条の27・事業法第59条】
■ 総務大臣は、認証取扱業者が工事設計合致義務に違反していると認める場
合には、認証取扱業者に対し、認証に係る確認の方法を改善するために必要
な措置をとるべきことを命ずることができます。

■ 命令違反の場合は表示の禁止の処分を受ける場合があります。
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■ 表示の禁止の処分【電波法第38条の28・事業法第60条第1項】

■ 総務大臣は、次に該当する場合には、認証取扱業者に対し、2年以内の期間を定め
て、設計書に基づく機器に表示を付すことを禁止することができます。

① 設計書に基づく機器が、電波法や電気通信事業法に定める技術基準に適合していない場合に
おいて、他の機器の運用を阻害するような妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に
必要があると認めるとき（⑥に掲げる場合を除く。）。

② 認証取扱業者が検査・記録義務に違反したとき。
③ 認証取扱業者が措置命令に違反したとき。
④ 認証取扱業者が不正な手段により認証を受けたとき。
⑤ 登録証明機関が義務に違反して認証をしたとき。
⑥ 技術基準が変更された場合において、当該変更前に認証を受けた設計が当該変更後の技術基
準に適合しないと認めるとき。

■ 総務大臣は、表示を付することを禁止したときは、その旨を公示します。

■ 命令違反の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあり
ます。また、1億円以下の罰金刑の法人重課があります。
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■ 表示が付されていないものとみなす処分
【電波法第38条の23・事業法第55条第1項】

■ 認証に係る表示が付されている機器が技術基準に適合していない場合にお
いて、総務大臣が他の機器の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人
体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、その機器
は、技術基準に適合している旨の表示が付されていないものとみなす処分を
行うことができます。

■ 総務大臣は、表示が付されていないものとみなす処分をしたときはその旨
を公示します。
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■ 妨害等防止命令
【 電波法第38条の22第1項・事業法第54条】

■ 総務大臣は、認証に係る無線設備であって表示が付されているものが、技
術基準に適合しておらず、かつ、その機器の使用により他の機器の運用を阻
害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認
める場合において、妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると
認めるときは、認証取扱業者に対し、その機器による妨害又は危害の拡大を
防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

■ 命令違反の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるこ
とがあります。また、1億円以下の罰金刑の法人重課があります。
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4. 事後規制と市場調査
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総務省は、登録証明（認定）機関への立入検査等
によって、証明等の業務が適正に実施されている
かチェックしている。

法令違反には改善命令、表示禁止命令又は製品の
回収命令などの命令による事後措置を設けている。

総務省は、市場調査及びその他測定を通じて認証
の状況をモニターしている。
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６７の無線設備及び端末機器について調査した結果、法令違反等の問題は
なかった。

不適合機器が発見された場合、供給者（メーカー・輸入業者）に正すよう
指導等を実施する

総務省が抜き打ちで機器を購入

技術基準に合致しているか試験する

2008年度の市場調査の結果（無線設備及び端末機器について）2008年度の市場調査の結果（無線設備及び端末機器について）

市場調査市場調査
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５５.  .  電気通信機器の技術基準電気通信機器の技術基準
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以下、主な機器の

技術基準の一部の紹介
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例１

携帯電話の技術基準

（電波法及び電気通信事業法の認証
が必要な機器）
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ＴＤＭＡ

ＣＤＭＡ

Ｗ－ＣＤＭＡ

ＣＤＭＡ２０００

Ｗ－ＣＤＭＡ（ＨＳＰＡ, ＤＣ－ＨＳＤＰＡ）

ＣＤＭＡ２０００（１ｘ ＥＶ－ＤＯ）

ＬＴＥ （平成２２年１２月～）

現在、日本では以下の規格の携帯電話でサービスを行うこと
ができます。
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技術基準 定めている法令と条項

受信装置の副次的に発する電波の限度 無線設備規則第24条

周波数の許容偏差 無線設備規則別表第1

占有周波数帯幅 無線設備規則別表第2

不要発射の強度の許容値 平成17年総務省告示第1299号

携帯電話の種類 無線設備規則の条項 証明規則の条項

TDMA 第49条の6の2 第2条第1項第10号

CDMA 第49条の6の3 第2条第1項第11号

W-CDMA 第49条の6の4 （このうち、拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの） 第2条第1項第11号の3

CDMA2000
第49条の6の4
（このうち、拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップ又は毎秒3.6864メガチップのもの）

第2条第1項第11号の4

W-CDMA(HSDPA) 第49条の6の5 （このうち、拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの） 第2条第1項第11号の7

CDMA2000
(1x EV-DO)

第49条の6の5 （このうち、拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの） 第2条第1項第11号の8

LTE 第49条の6の9 第2条第1項第11号の19

その他携帯電話の技術基準を定めているもの

※ これらの規定で定められている技術基準は、3GPPや3GPP2で定めら
れている国際的な規格に準拠しています。
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①送信周波数

（800MHz帯） 815MHz～850MHz
（1.5GHz帯） 1,427.9MHz～1,462.9MHz
（1.7GHz帯） 1,749.9MHz～1,784.9MHz
（2GHz帯） 1,920MHz～1,980MHz 

②周波数の偏差
±（0.1×f×10-6＋15）Hz
※fは、送信設備に使用する電波の周波数（単位Hz）

③ 占有周波数帯幅の許容値
（5MHzシステム） 5.0MHz以内
（10MHzシステム） 10.0MHz以内
（15MHzシステム） 15.0MHz以内
（20MHzシステム） 20.0MHz以内

（例として、LTE陸上移動局の技術基準を紹介します。）
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④隣接チャネル漏えい電力の許容値 １
（5MHzシステム）
5MHz離調： 空中線電力より29.2dB／4.5MHz以上低い値

空中線電力より 32.2dB／3.84MHz以上低い値
かつ
10MHz離調： 空中線電力より35.2dB／3.84MHz以上低い値
又は －50dBm／4.5MHz以下

（10MHzシステム）
7.5MHz離調： 空中線電力より32.2dB／3.84MHz以上低い値
10MHz離調： 空中線電力より29.2dB／9MHz以上低い値
かつ
12.5MHz離調： 空中線電力より35.2dB／3.84MHz以上低い値
又は －50dBm／9MHz以下
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⑤隣接チャネル漏えい電力の許容値 ２
（15MHzシステム）
10MHz離調： 空中線電力より 32.2dB／3.84MHz以上低い値
かつ
15MHz離調： 空中線電力より35.2dB／3.84MHz以上低い値

空中線電力より29.2dB／13.5MHz以上低い値
又は －50dBm／13.5MHz以下
（20MHzシステム）
12.5MHz離調： 空中線電力より 32.2dB／3.84MHz以上低い値
かつ
17.5MHz離調： 空中線電力より35.2dB／3.84MHz以上低い値
かつ
20MHz離調 ： 空中線電力より29.2dB／18MHz以上低い値
又は －50dBm／18MHz以下
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⑥空中線電力 0.2W以下
偏差 ＋87％ －47％

⑦搬送波を送信していない時の漏洩電力
送信帯域の周波数帯で、
（5MHzシステム） －48.5dBm／4.5MHz以下
（10MHzシステム） －48.5dBm／9MHz以下
（15MHzシステム） －48.5dBm／13.5MHz以下
（20MHzシステム） －48.5dBm／18MHz以下
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⑧不要発射の強度の許容値 ※２GHz帯の場合
5MHzシステムにあっては周波数離調が12.5MHz以上、10MHzシステムにあっては周波数離調が20MHz以上、15MHzシステム

にあっては周波数離調が27.5MHz以上、20MHzシステムにあっては周波数離調が35MHz以上の周波数の範囲に適用する。

・9kHz以上150kHz 未満 －36dBm／1kHz以下
・150kHz以上30MH 未満 －36dBm／10kHz以下
・30MHz以上1,000MHz未満
（860MHz以上895MHz以下を除く） －36dBm／100kHz以下

・860MHz以上895MHz以下 －50dBm／1MHz以下

・1,000MHz以上12.75GHz未満
（1,475.9MHz以上1,510.9MHz以下、

1,844.9MHz以上1879.9MHz以下、
1,884.5MHz以上1,919.6MHz以下、
2,010MHz以上2025MHz以下及び
2,110MHz以上2,170MHz以下を除く）

－30dBm／1MHz以下

・1,475.9MHz以上1,510.9MHz以下 －50dBm／1MHz以下

・1,844.9MHz以上1879.9MHz以下 －50dBm／1MHz以下

・1,884.5MHz以上1,919.6MHz以下 －41dBm／300kHz以下

・2,010MHz以上2025MHz以下 －50dBm／1MHz以下

・2,110MHz以上2,170MHz以下 －50dBm／1MHz以下
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⑨副次的に発する電波等の限度

30MHz以上1,000MHz未満 －57dBm／100kHz以下

1,000MHz以上12.75GHz以下 －47dBm／1MHz以下
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TDMA
CDMA
W-CDMA
CDMA2000

現在、日本では以下の規格の携帯電話を利用するにあたり、電波法のみならず電気通信
事業法の技術基準にも適合する必要があります。

電気通信事業法における技術基準は、電気通信回線設備の損傷等を防止するため電気
通信回線設備へ直接接続する端末機器が対象となります。電波にて電気通信回線設備に
直接接続する場合においても、技術基準へ適合する必要があります。

W-CDMA (HSDPA)
CDMA2000 (1xEV-DO)
TD-CDMA

端末機器の種類 記号

電話用設備に接続される端末機器 A

無線呼出設備に接続される端末機器 B

総合デジタル通信用設備に接続される端末機器 C

専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設
備に接続される端末機器

D

また、その他電気通信回線設備に直接接続する端末機器について適合すべ
き技術基準は次ページのとおりです。
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第１章 総 則（第１条・第２条）

第２章 責任の分界（第３条）

第３章 安全性等（第４条～第９条）

（端末設備に求められる基準全般）

（個別の端末設備に係る規定）

第５章 無線呼出用設備に接続される
端末設備（第３３条・第３４条）

第６章 総合デジタル通信用設備に接続される
端末設備（第３４条の２～第３４条の６）

第７章 専用設備又はデータ通信用設備に接続
される端末設備（第３４条の７・第３４条の８）

第８章 特殊な端末設備（第３５条）

第９章 自営電気通信設備（第３６条）

第４章 電話用設備に接続される端末設備

第１節 アナログ電話端末（第１０条～第１６条）

第２節 移動電話端末（第１７条～第３２条）

（その他）

・基本的機能、・発信の機能、・選択信号の条件
・直流回路の電気的条件等、・送出電力
・漏話減衰量、・特殊なアナログ電話端末

・基本的機能、・発信の機能、・送信タイミング
・ランダムアクセス制御、・位置登録制御
・チャネル切替指示に従う機能
・送信停止に従う機能
・受信レベル等の劣化持の自動的な送信停止機能
・故障時の自動的な送信停止機能
・重要通信確保のための機能
・移動電話端末固有情報の変更を防止する機能
・アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力

等

・漏えいする通信の識別禁止
・配線設備等
・端末設備内において電波を使用する端末設備

端末設備等規則の構成 主な規定内容対象端末

・アナログ電話端末

・携帯電話（電話）
・ＰＨＳ

・ＩＳＤＮ端末

・携帯電話(データ通信)
・ルータ

・電気的条件等、・漏話減衰量

・基本的機能、・発信の機能、・電気的条件等
・アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
・特殊な総合デジタル通信端末 等



例２

無線LANの技術基準
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電波法では以下の種類を規定

2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム

(2,400～2,483.5MHz)

2.4GHz帯小電力データ通信システム（2,471～2,497MHz）

5.2, 5.3GHz帯小電力データ通信システム

5.6GHz帯小電力データ通信システム
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無線LANの種類 無線設備規則の条項 証明規則の条項

2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム 第49条の20 第1号 第2条第1項第19号

2.4GHz帯小電力データ通信システム 第49条の20 第2号 第2条第1項第19号の2

5.2 5.3GHz小電力データ通信システム 第49条の20 第3号 第2条第1項第19号の3

5.6GHz小電力データ通信システム 第49条の20 第3号の2 第2条第1項第19号の3の2

技術基準 定めている法令と条項

受信装置の副次的に発する電波の限度 無線設備規則第２４条

周波数の許容偏差 無線設備規則別表第１

占有周波数帯幅の許容値 無線設備規則別表第２

不要発射の強度の許容値 無線設備規則別表第３

その他無線LANの技術基準を定めているもの

※ これらの規定で定められている技術基準は、IEEE802.11
a/b/g/n等の国際的な規格にほぼ準拠しています。
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①割当周波数

2,400MHz～2,483.5MHz
②周波数の偏差

50×10-6

③占有周波数帯幅の許容値

FH 83.5MHz
FH＋DS 83.5MHz
FH＋OFDM 83.5MHz
OFDM 38MHz
その他 26MHz

④不要発射の強度の許容値

（1）2,387MHz未満 2.5μＷ/MHz
（2）2,387MHz以上 2,400MHz未満25μＷ/MHz
（3）2,483.5MHz超 2,496.5MHz以下25μＷ/MHz
（4）2,496.5MHz超 2.5μＷ/MHz

60

（例として、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400～2,483.5MHz)の技術基準を紹介します。）



⑤空中線電力

（1）FH ・ FH＋DS ・ FH＋OFDM

3ｍＷ/MHz（但し2,427MHz～2,470.75MHzを使用するもの）

（2）DS及び、（1）に該当しないもの

10ｍＷ/MHz

（3）OFDMであって（１）に該当しないもの

占有周波数帯幅26MHz以下 10ｍＷ/MHz

占有周波数帯幅26MHz超え38MHz以下 5ｍＷ/MHz

（4） （1）、（2）、（3）以外 10ｍＷ

⑥空中線電力の偏差

＋20％ －80％

⑦拡散帯域幅

DS、FH、FH＋DS、FH＋OFDM ： 500kHz以上
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⑧ホッピング周波数滞留時間

FH＋DS/FH＋OFDM

0.4ｓ以下

FH

0.4sに拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間
の合計が0.4s以下

⑨副次的に発する電波等の限度

（1）1GHz未満 4nＷ以下
（2）1GHz以上～10GHz未満 20nＷ以下
（3）1０GHz以上 20nＷ以下

⑩混信防止機能

識別符号を自動的に送信し、または受信する機能を有すること
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例３

電子タグの技術基準
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135kHz以下（パッシブ）

13.56MHz帯 誘導式読み書き通信設備（パッシブ）

433MHz帯 国際輸送用データ伝送設備用（アクティブ）

950MHz帯 移動体識別用（パッシブ）

テレメーター・テレコントロール用（アクティブ）

2.45GHz帯 （パッシブ・アクティブ）

現在、日本では主に以下の電子タグが使用されています。

※135kHz以下・13.56MHz帯の２種別については、高周波利
用設備に分類されているため、認証の対象となっていま
せん。
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技術基準 定めている法令と条項

特定小電力無線局の用途・電波の型式・周波数・空中線電力 平成元年郵政省告示第42号

送信時間制限・キャリアセンス等 平成元年郵政省告示第49号 平成20年総務省告示第407号

周波数の許容偏差 平成元年郵政省告示第50号 平成18年総務省告示第433号

占有周波数帯幅 無線設備規則別表第2 平成18年総務省告示第659号

不要発射の強度の許容値 無線設備規則別表第3

電子タグの種類 無線設備規則の条項 証明規則の条項

433MHz帯 第49条の14第4号 第2条第1項第8号

950MHz帯
特定小電力無線局
（パッシブ・アクティブ）

第49条の14第5号～第7号 第2条第1項第8号

構内無線局
（パッシブ）

第49条の9第1号 第2条第1項第6号

2.45GHz帯

特定小電力無線局
（パッシブ）

第49条の14第8号・第9号 第2条第1項第8号

構内無線局
（パッシブ）

第49条の9第3号 第2条第1項第6号

小電力データ通信システム
（アクティブ）

第49条の20第1号 第2条第1項第19号

その他電子タグの技術基準を定めているもの
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1,000MHz以下（無線チャネルの中心周波数からの離調が200kHz以下を除く。）
715MHz超え 960MHz以下 を除く -36dBm/100kHz

715MHz超え 945MHz以下 -61dBm/1MHz

945MHz超え 950MHz以下 -61dBm/100kHz

950MHz超え 956MHz以下 -39dBm/100kHz

956MHz超え 960MHz以下 -61dBm/100kHz

1,000MHz超え
1,884.5MHz超え1,919.6MHz以下を除く -30dBm/1MHz
1,884.5MHz超え1,919.6MHz以下 -61dBm/1MHz

66

（例として、950MHz帯パッシブタグ（特定小電力無線局）の技術基準を紹介します。）

①送信周波数 952MHz～955MHz
②占有周波数帯幅の許容値 200kHz×n（n＝1～3）
③不要発射の強度の許容値



④空中線電力 0.01W以下
偏差 +20% -80%

⑤隣接チャネル漏洩電力の許容値
隣接単位チャネルにおいて -18dBm以下

⑥副次的に発する電波等の限度
1,000MHz以下

715MHz超え 960MHz以下 を除く -54dBm/100kHz
715MHz超え 945MHz以下 -61dBm/1MHz

945MHz超え 950MHz以下 -61dBm/100kHz

950MHz超え 956MHz以下 -54dBm/100kHz

956MHz超え 960MHz以下 -61dBm/100kHz

1,000MHz超え
1,884.5MHz超え1,919.6MHz以下 を除く -47dBm/1MHz

1,884.5MHz超え1,919.6MHz以下 -61dBm/1MHz
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⑦送信時間制御装置
送信時間 1秒以下
送信休止時間 0.1秒以上

⑧キャリアセンス
キャリアセンスレベル -64dBm
判定時間 10ms以上

⑨送信空中線絶対利得
送信空中線利得 3dBi以下
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6.  6.  最近の動向最近の動向
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デジタル簡易無線

(無線設備規則第54条)

動物位置検知用テレメータ

（無線設備規則第49条の14第2号）

UWB無線

（無線設備規則第49条の27）

3.9世代移動通信及び2GHz帯TDD移動通信システム

（無線設備規則第49条の6の7～第49条の6の12）

広帯域無線アクセスシステム（WiMAX）

（無線設備規則第49条の28）
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UWBレーダーシステム

自動車に設置する高分解能の広帯域レーダー

携帯電話の高度化
・第4世代移動通信システム（IMT-Advanced）

新たな移動通信システムとしてITU等にて検討中のシステム

日本では、主に以下の技術基準について現在検討しています。
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7. 7. 同番認証及び電子ラベルについて同番認証及び電子ラベルについて
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認証工事設計のうち、空中線の型式、構成又は利得のみを変更するものについて新たに工事設計認証をしたときに、登録証明
機関がもとの認証工事設計と同一の文字等を付することができる特定無線設備の種類について、制度及び技術上の観点から検
討を行った結果、近年における特定無線設備の使用の様態等を勘案し、その種類を拡大しました。

●第３世代携帯電話端末及びＢＷＡ端末は、ノート
ＰＣ等の他の製品に内蔵して利用する形態が一
般化してくると想定。

●内蔵する製品のモデルチェンジ等に伴い空中線
の変更があった場合、新たに認証を取得するこ
ととなるが、認証取扱業者にとって、工事設計認
証の番号の管理が負担となる。

改正前

工事設計Ａ
（Ａ社向け：空中線タイプa）

工事設計Ｂ
（Ｂ社向け：空中線タイプb）

Ｒ 001WWAB００１

Ｒ 001WWAB００２

表示

工
事
設
計
の
変
更
に
伴
い
、

新
た
に
認
証

異
な
る
番
号

新規モデルへの組み込
みに伴い、空中線が変

更

改正後

●空中線の型式、構成又は利得のみを変更したも
のについて新たに工事設計認証をしたときは、登
録証明機関が当該認証工事設計と同一の文字
等を付することができるよう規定を整備

工事設計Ａ
（Ａ社向け：空中線タイプa）

工事設計Ｂ
（Ｂ社向け：空中線タイプb）

Ｒ 001WWAB００１

Ｒ 001WWAB００１

表示

工
事
設
計
の
変
更
に
伴
い
、

新
た
に
認
証

新規モデルへの組み込
みに伴い、空中線が変

更
＝
同
じ
番
号
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特定無線設備の技術基準適合
証明等に関する規則

特定無線設備の種別

証明規則第２条第１項第11号
証明規則第２条第１項第11号の３
証明規則第２条第１項第11号の４
証明規則第２条第１項第11号の７
証明規則第２条第１項第11号の８
証明規則第２条第１項第11号の11
証明規則第２条第１項第11号の12
証明規則第２条第１項第11号の15
証明規則第２条第１項第11号の17
証明規則第２条第１項第11号の19
証明規則第２条第１項第11号の21
証明規則第２条第１項第11号の23
証明規則第２条第１項第11号の25
証明規則第２条第１項第11号の26
証明規則第２条第１項第19号
証明規則第２条第１項第19号の２
証明規則第２条第１項第19号の３
証明規則第２条第１項第19号の３の２
証明規則第２条第１項第51号
証明規則第２条第１項第52号
証明規則第２条第１項第54号
証明規則第２条第１項第56号

ＣＤＭＡ方式携帯無線通信用陸上移動局
Ｗ－ＣＤＭＡ方式携帯無線通信用陸上移動局
ＣＤＭＡ２０００方式携帯無線通信用陸上移動局
Ｗ－ＣＤＭＡ（ＨＳＤＰＡ）方式携帯無線通信用陸上移動局
ＣＤＭＡ２０００（１ｘ ＥＶ－ＤＯ）方式携帯無線通信用陸上移動局
ＴＤ－ＣＤＭＡ方式携帯無線通信用陸上移動局
ＴＤ－ＳＣＤＭＡ方式携帯無線通信用陸上移動局
ＸＧＰ（２ＧＨzＴＤＤ）用陸上移動局
ＭＢＴＤＤ 625k－ＭＣ（２ＧＨzＴＤＤ）用陸上移動局
ＬＴＥ用陸上移動局
ＬＴＥ（２ＧＨzＴＤＤ）用陸上移動局
UMB用陸上移動局
モバイルＷiＭＡＸ（２ＧＨzＴＤＤ）用陸上移動局
ＵＭＢ（２ＧＨzＴＤＤ）用陸上移動局
2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400～2,483.5MHz)
2.4GHz帯小電力データ通信システム（2,471～2,497MHz）
5.2, 5.3GHz帯小電力データ通信システム
5.6GHz帯小電力データ通信システム
WiMAX用陸上移動局
MBTDD-W用陸上移動局
次世代PHS用陸上移動局
MBTDD 625K用陸上移動局

※下線あり：規定の整備により追加した無線設備

同一の文字等を付することができる特定無線設備の種別は以下のとおりです。



情報通信審議会答申「ＩＰ電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項」（平成21年７月28日）及び
「通信・放送の総合的な法体系の在り方」（平成21年８月26日）を踏まえ、これまで特定無線設備及び端末機器（以下「特定無
線設備等」）の見やすい箇所に付されていた技術基準に適合している旨の表示（以下「技適マーク」）を、映像面を有する特定
無線設備等に電磁的に記録し、当該映像面に表示すること（電子ラベル）を可能とする改正を行う。

●携帯電話端末は、関連技術基準への適合表示
（技適マーク、Bluetoothロゴ等）を電池パックの収
納スペースにちょう付。

●携帯電話端末を始めとする各種通信機器の小型
化、多機能化、複合化が急激に進んでおり、技適
マークを付す場所が不足。

●電子ラベルの導入により、技適マークを付す場所
の不足が解消。

●現在の技適マークが付されている場所よりも表示
の確認が容易。

技適マークの現状 電子ラベルの導入

概要

３月１１日まで意見募集を行い、４月に公布・施行予定です。

今後のスケジュール
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