
平成２４年３月２９日 
総務省総合通信基盤局 
電波環境課認証推進室 

1 



無線局免許（無線局の免許手続き） 

 電波を利用するためには、無線設備などを備えた無線局を開設することが必要となり、無線局を開設するためには、
原則総務大臣の免許を受けることが必要。この際に、技術基準適合証明等を取得した無線設備の免許申請手続について
は、包括免許制度や免許手続きの簡略化といった迅速かつ効率的な処理が行えるようになっている。 

免
許
申
請
受
付 

申
請
の
審
査 

予
備
免
許 

 

検
査 

免
許 

運
用 

簡易な免許手続： 
第3号区分 

技術基準適合証明等を受けた
無線局については落成検査等
の省略が可能 

（無線LAN、PHS端末等） 

妨害 

免許申請が不要な
無線局：第1号区分 

（携帯電話端末等） 

（携帯電話基地局、トランシーバー等） 
包括免許制度：

第2号区分 

混信・妨害等防ぎ、電波
の有効利用を図るため 

免
許
の
申
請 

不要電波 

良好な通信 

技術基準適合証明等を 
取得した無線設備の効果 
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区分１ 
   免許等不要局  ：20種別 

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

区分２ 
   包括免許対象局 ：38種別 

携帯電話端末等.（電波法第３８条の２の２第１項第２号に定める機器） 
 

区分３ 
   その他 ：101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登録を受けることができる。 

特定無線設備 

※「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」に規定する無線設備で「無線設
備規則」に規定する技術基準を全て満足する「集合体」が技術基準適合証明・工事設計
認証の単位であり、その単位は例えばモジュールや筐体等の「形」について具体的な規
定は電波法令にはありません。 

平成23年12月14日現在の 
特定無線設備の合計：       
       159種別 

※ 
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電波法における基準認証制度の概要 
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技術基準適合証明（電波法第38条の６） 

  総務大臣の登録を受けた者（登録証明機関）等が､特定無線設備※1について､電波法に定 
 める技術基準に適合しているか否かについての判定を特定無線設備１台ごとに行う制度。 
  登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、無線設備１台１台について試験（総 
 務大臣が告示する試験方法又はこれと同等以上の方法（特性試験の試験方法による））等 
 の審査を行った上で証明を行う。 
 

工事設計認証（電波法第38条の24） 

  特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計図（工事設 
 計）及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法（確認の方法）を対象として、登録 
 証明機関が行う認証制度。 
  無線設備そのものではなく、工事設計を対象としており、実際の無線設備は認証後に製 
 造される点が、技術基準適合証明と異なる。 

技術基準適合自己確認（電波法第38条の33） 

  特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運 
 用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれの少ないもの（特別特定無線 
 設備※2）の工事設計について、製造業者や輸入業者が一定の検証を行い、電波法に定める  
 技術基準への適合性を自ら確認する制度。 
  自己確認は、工事設計が技術基準に適合するものであることに加え、その工事設計に基 
 づく特別特定無線設備のいずれもが、工事設計に合致することを確保することができると 
 認めるときに限り行うことができる。 
  ※2特別特定無線設備：コードレス電話、デジタルコードレス電話、PHS陸上移動局、携帯無線通信用陸上移動局 
               及び広帯域移動無線アクセスシステム用陸上移動局の計25種別（証明規則第2条第2項） 

※1 特定無線設備： 無線LAN､小型ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ､携帯端末などの小規模な無線局に使用するための無線設備 



技術基準への 
適合性を示す 
技適マーク 

・技術基準適合証明 
・工事設計認証 

技術基準適合証明の流れ 

無線設備 

・技術基準適合自己確認 

技術基準への適
合性を製造業者
等自ら確認し総
務省へ届出 

届出番号を製造
業者等へ通知 

技術基準への
適合性を審査 

製造業者等
による認証
の申請 

認
証 

設計図等 

製造業者等 
製造業者等 

技術基準への
適合性を審査 

総務省 

製造業者等 
登録証明機関 

特定無線設備 第1号区分から第3号区分 

特別特定無線設備 現在25種別 
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登録証明機関 事業の区分 

1 財団法人テレコムエンジニアリングセンター すべての特定無線設備 

2 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 電波法第３８条の２の２第１項第３号の事業 

3 (株)ディーエスピーリサーチ すべての特定無線設備 

4 テュフ・ラインランド・ジャパン(株) すべての特定無線設備 

5 (株)アールエフ・テクノロジー すべての特定無線設備 

6 (株)UL Japan すべての特定無線設備 

7 (株)コスモス・コーポレイション すべての特定無線設備 

8 テュフズードオータマ(株) 電波法第３８条の２の２第１項第１号の事業 

9 (株)ザクタテクノロジーコーポレーション すべての特定無線設備 

10 インターテック ジャパン(株) すべての特定無線設備 

11  一般財団法人 日本品質保証機構  電波法第３８条の２の２第１項第１号の事業 
 

技術基準適合証明・工事設計認証を行うことが可能な適合性評価機関 

登録証明機関 
2012年3月現在    
   １１機関 



国 
又は 

地域 
各国制度 対象設備 

試験の 
実施主体 

試験結果の 
評価又は認証 
[実施主体] 

認証等のマーク 
評価機関等
の関与 

販売・ 
流通規制 

欧州 
 
 

自己宣言 

内部生産管理   欧州規格の存在する 
  無線設備※1 

自己 
（第三者試験も可） 評価 

[NB] 

 

 CEマーク 
＋ID  

 要※２ 

有 技術構成ファイル 
   欧州規格の存在しない 

  無線設備 

要 

完全品質保証     全ての無線設備※1 
    NB 
 （品質システムの 
    点検も含む） 

米国 
 
 

自己確認 適合宣言 受信設備 
(電波を発射するものは対象外) 

自己 
（第三者試験も可） 

FCCマーク 任意 

有 

認証 

民間認証  FCCに許可された無線設備 
        (例：普及技術) ※1 

認定試験所 
又は 

TCB 

認証 
[TCB] 

FCC IDのみ 要 

政府認証 
全ての無線設備 

 （例：新技術設備等） 
FCC 

認証 
[FCC] 

日本 
 
 

自己確認 
 技術基準適合 
      自己確認 

   特別特定無線設備 
   (特定無線設備のうち25種※３） 

自己 
（第三者試験も可） 

技適マーク 
＋ID 

任意 

無 

認証 

技術基準適合証明 
   特定無線設備※1 

 （小規模無線局無線設備158種※３） 

  登録証明機関   
 （自己もしくは 

 第三者試験も可） 

認証 
[登録証明機関] 

技適マーク 
＋ID 

要 

工事設計認証 

※1：無線LAN、Bluetoothを含む無線設備 
※2：NBの関与しない自己宣言も選択可能(その場合は「CEマーク」のみ) 
※3：特別特定無線設備及び特定無線設備は平成23年10月25日現在の数 

FCC : Federal Communications Commission （米国連邦通信委員会） 
TCB : Telecommunications Certification Body (米国における適合性評価を行う民間機関) 
NB : Notified Body （欧州における適合性評価を行う民間機関) 
登録証明機関 : 電波法に基づく適合性評価を行う民間機関 

R 

我が国と欧米との基準認証制度の比較 （一般的な無線設備の場合） 



基準認証制度の見直しの背景 
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● 平成２１年８月２６日に答申が行われた「通信・放送の総合的な法体
系の在り方＜平成２０年諮問第１４号＞答申」において、「技適マーク
が付された無線設備について、製造・販売後に開発された機器・部品等
の追加・交換を、技適マークの貼り替え等なしに行えるようにする。」
ことが指摘。 

 
● また、複数の特定無線設備が含まれるスマートフォン等の無線設備の

普及により、一の特定無線設備に複数の工事設計認証番号を表示する事
例が多くなるとともに、限られたスペースに表示を貼付することが困難
な事例が増加。 

 
● 通信事業者、製造業者等から、スプリアスの新基準、周波数帯域拡張

への対応等、無線設備の製造後に導入された技術基準等への対応を行う
ために、工事設計認証の変更を行った際に、既に市場に出ている適合表
示無線設備に表示の貼り替えを行うことなく、新たな工事設計の効果を
遡及できるようにする認証の変更制度導入が要望。 

 
● 上記を踏まえ、総務省では、「       制度における表示の簡

素化」を検討。 
工事設計認証 



表示の簡素化イメージ（同一番号付与） 
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303-ABCDEF 
303MW123456(HSPA) 

303WW123456(Wifi) 

303WW789103(Bluetooth) 

旧表示 新表示 

303MW123456 
303WW123456 
303WW789103 

303XY123456(W-CDMA) 

303XY789012(W-CDMA’) 
 

※新たな認証工事設計に基づく特定無
線設備とするためには、新たな認証
に基づく表示を貼付することが必要。 

※新たな認証に基づく表示の貼付が不要（既
に市場等に出ている適合表示無線設備の変
更の工事を伴わないときに限る。） 

認証の追加 認証の追加 

HSPAの工事設計 
WiFiの工事設計 
Bluetoothの工事設計 
W-CDMAの工事設計 

303-ABCDEF 

HSPAの工事設計 
WiFiの工事設計 
Bluetoothの工事設計 
W-CDMAの工事設計 
W-CDMAの工事設計’ 新たな認証 新たな認証 



表示の簡素化（番号表示の見直し） 
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303MW□□□□□□□ 

303-○○○○○○ 

登録証明機関 
区分(3桁固定) 

特定無線設備 
種別(1又は2桁可変) 

10桁以下(可変) 

登録証明機関 
区分(3桁固定) 

6桁(固定) ハイフン 
(1桁固定) 

「工事設計認証番号」のみ見直し 

現在 

新制度施行後 



導入に向けたスケジュール 
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特定無線設備の区分に応じて、以下のとおり、２段階に分けて導入。 

    H23.12 H24.04 H25.03 H25.04～ 

省令等の
改正 

 
 
 

   第１号及び第２号区分         
     （12月16日公布・施行） 

１．H23年12月16日から： 
 （１） 法第38条の２の２第１項第１号（免許不要局）及び同項第２号（移動系の包括免許

対象局）に規定する特定無線設備を対象に表示の簡素化を導入。 
 （２） 施行時に旧様式による工事設計認証番号が付されている適合表示無線設備につ

いて、認証の追加を行った際に表示の貼り換えを不要とする制度を導入。 
２．H25年度～： 
    法第38条の２の２第１項第３号（第１号及び第２号以外の全ての特定無線設備）を加

え、全ての特定無線設備に表示の簡素化を導入。 

第３号区分に拡大 
  （H25.4 施行） 

  平成２３年１２月１６日  公布、施行 

▲ ▲ ▲ 

第1・２号区分の 
経過措置満了 

H24.06.15 
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今回の工事設計認証に係る表示制度の見直しを
含め、工事設計認証制度を含む無線局の基準認
証制度を円滑に運用していくためには、登録証
明機関による適正な認証業務と、認証取扱業者
による適切な運用が必要。 

基準認証制度の円滑な運用をめざすために 

具体例：情報通信認証連絡会（ICCJ）の設立 
    → 統一的なガイドラインの策定等 
ICCJについては2日目(プログラム8)に詳細な紹介がございます。 



 ５年ごとに登録の更新 

登録証明機関の登録等について 

  登録証明機関の申請者は１から３の事業の区分毎に登録を受けることができる。 
登録の区分 

 証明を行う者の知識経験 
 測定器その他の設備の較正について 
 公平性 

登録の基準 

役員、証明員の選任、解任の届出 
作業上の規則、手続を作成し、総務省に提出 
財務諸表等の備え付け 
認証に関する帳簿の備え付け 
試験を他の者に委託する場合、適切な実施を確保する 

 登録証明機関の義務 
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登録の更新 



登録証明機関の登録後の事後規制等 
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登録の資格 
(電波法第 24条2項の5 ) 

(1) 総務大臣は登録の基

準に適合しなくなった
と認めたときは、必要
な措置をとるべきこと
を命じることができる 

改善命令等 
(電波法第38の13, 第38

の24の3) 

登録に係る業務の全部若し
くは一部停止(電波法第38条
の17の2, 第38条の24の3) 

登録の取り消し 
(電波法第38条の17の2, 

第38条の24の3) 
違反項目 

(2)総務大臣は登録証明
機関が法38条の6第1項
又は第38条の8の規定に

違反していると認める
ときは、登録証明機関
に対し技術基準適合証
明のための審査を行う
べきこと又は審査の方
法その他の業務の方法
の改善に関し、必要な
措置を命ずることがで
きる。 

登録の基準(電波法第 38条の3) 

技術基準適合証明の審査、技術基準に適
合していると認める場合の義務 

(電波法第38条の6の1) 
・ 

技術基準適合証明の義務 
(電波法第38条の8) 

(2) 総務大臣は、以下の

いずれかに該当すると
きは、その登録の取り
消し、または期間を定
めての業務の全部若し
くは一部の停止を命ず
ることができる。 

i)電波法第3章の2第一節
に違反したとき 

ii) 改善命令等に違反した
とき 

iii) 不正な手段により登

録又はその更新を受け
たとき 

(1)総務大臣は登録を取
り消さねばならない。 

(2)総務大臣は、以下の

いずれかに該当すると
きは、その登録の取り
消し、または期間を定
めての業務の全部若し
くは一部の停止を命ず
ることができる。 

 

i)電波法第3章の2第一節
に違反したとき 

ii) 改善命令等に違反した
とき 

iii) 不正な手段により登

録又はその更新を受けた
とき 
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<不適合事例> 
・表示の不適合  ・工事設計への不適合 ・技術基準への不適合 

 
 
  

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 
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 

  特定無線設備の提出(電波法 38-21)  
  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。 

 認証取扱業者への立入検査(電波法38-20-1 ) 
  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。 

 表示の禁止(電波法38-28 )（技術基準への不適合設備、法38条の25の2の規定に違反した場合等）   
  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。 

 特定無線設備が技術基準に適合していないことによって引き起こされ  
 た妨害または危害を防ぐために措置を講ずべきことの命令が可能 
                                         (電波法38-22 ) 
  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。 

事後規制・市場調査 

総務省の立入検査等 

認証取扱業者への事後規制等 

15 



MRA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 

【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 

メーカー
等 

②適合性評価 

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 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機器の出現 

【ＭＲＡ実施前】 

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 

国内の適合性評価機関で複数国向けの
認証をワンストップで得ることが可能 

日本向け認証マーク 

米国向け認証マーク 
無線ＬＡＮ 
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303-ABCDEF 
D01-1234303 

日本で一括検査 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ce-logo.jpg


登録外国適合性評価機関 事業の区分 

1 TELEFICATION B.V. (蘭)  すべての特定無線設備 

2 CETECOM ICT Services GmbH (独)  すべての特定無線設備 

3 BABT (英)  電波法第３８条の２の２第１項第１号の事業 

4 Phoenix TESTLAB GmbH (独) すべての特定無線設備 

5 KTL (英)  すべての特定無線設備 

6 EMCCert Dr. Rasek GmbH (独)  すべての特定無線設備 

7 BV LCIE （仏） すべての特定無線設備 

8 Siemic,Inc.（米） 電波法第３８条の２の２第１項第１号の事業 

9 ACB,Inc.（米） 電波法第３８条の２の２第１項第１号の事業 

10 MiCOM Labs （米） すべての特定無線設備 

11 Bay Area Compliance Laboratories Corp （米） すべての特定無線設備 

技術基準適合証明・工事設計認証を行うことが可能な登録外国適合性評価機関 

登録外国適合性評価機関 
      2012年3月現在    
          １１機関 
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  H15年度  H16年度  H17年度  H18年度  H19年度  H20年度  H21年度  H22年度  H23年度 
（12月上旬まで） 

登録証明機関  2638 2884 2968 3495 4031 4652 4320 5450 4591 

 MRAを利用 
 (外国→日本) 

 欧州 121 199 315 433 493 627 738 787 713 

 米国※ - - - - - - - - 56 

合計（件） 2759 3083 3283 3928 4524 5279 5058 6237 5360 

 工事設計認証の認証件数の1割をMRAに基づく適合性評価機関が認証を実施し、そ
の割合は増加傾向。 

表1 工事設計認証の取得件数 

図1 工事設計認証の取得件数 

※ 米国の登録外国適合性評価機関はH23年3月に初登録 
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●総務省 ホームページ 
http://www.soumu.go.jp/ 

●総務省 電波利用ホームページ 
http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm 

http://www.soumu.go.jp/english/index.html
http://www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm
http://www.soumu.go.jp/english/index.html
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