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日本における特定無線設備の基準認証制度の近況 



１ 基準認証制度の概要 
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（無線LAN、PHS端末等） 

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。 
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（携帯電話端末等） 
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技術基準適合証明等を取得した無線設備（特定無線設備）の効果 2 



無線局免許に係る規定 

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければなりません。ただ
し、総務省令で定めるもの（無線ＬＡＮやＰＨＳ端末等）であつて、適合表示無線設
備のみを使用する場合は、この限りではありません。 

無線局の開設（電波法第４条） 
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総務省令で定める無線局（携帯電話等）であつて、適合表示無線設備のみを使用するも
の（以下「特定無線局」という。）を二以上開設しようとする者は、これらの特定無

線局を包括して対象とする免許を申請することができます。 

特定無線局の免許の特例（電波法第27条の２） 

 電波法第四条による免許がないのに、無線局を開設した者は、一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処されます。 

罰則（電波法第110条） 



電波法における基準認証制度の概要① 

（１）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※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。 
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 電波の混信防止及び有効利用促進のため、小規模な無線局に使用する無線設備である特定
無線設備（携帯電話・PHS端末、コードレス電話、無線LAN等）を対象に、登録証明機関等が技
術基準への適合性を法令に基づいて証明等を行う制度 

 この証明取得等により、①免許申請の不要化、②包括免許、③免許申請の簡略化といった
特例措置が受けられる 

無線設備 

認証マーク 
の貼付 

申請 証明 

登録証明機関 

技術基準への適合性を審査 

製造業者等 



電波法における基準認証制度の概要② 

（２）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。 
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申請 

登録証明機関 
製造業者等 
（認証取扱業者） 

技術基準への適合性を審査 

製造業者等 

工事設計書 

認証 

認証マーク 
の貼付 

製造 



電波法における基準認証制度の概要③ 

（３）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）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。 

6 認証マーク 
の貼付 

製造業者・輸入業者 

技術基準への適合性を確認 

総務省 製造業者・輸入業者 

自己確認
届出書 

届出 届出番号を通知 

製造 
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特定無線設備の区分と登録証明機関 

●区分１： 免許等不要局  ：22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： 特定無線局（電波法第27条の2第1号に限る。） ：3７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 ：9７種別 (包括免許対象局の一部、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） 

特定無線設備 

登録証明機関名 事業の区分 

001 一般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 

002 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 

003 (株)ディーエスピーリサーチ すべての特定無線設備 

005 テュフ・ラインランド・ジャパン(株) すべての特定無線設備 

006 ＳＧＳアールエフ・テクノロジー(株) すべての特定無線設備 

007 (株)UL Japan すべての特定無線設備 

008 (株)コスモス・コーポレイション すべての特定無線設備 

010 (株)イー・オータマ すべての特定無線設備 

011 テュフズードザクタ(株) すべての特定無線設備 

012 インターテック ジャパン(株) すべての特定無線設備 

013 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 

016 (株)日本電波法認証ラボラトリー すべての特定無線設備 

017 一般財団法人電気安全環境研究所 すべての特定無線設備 

018 （株）認証技術支援センター すべての特定無線設備 

※平成27年３月1日現在 

※平成27年３月1日現在 

登録証明機関 （14機関） 



電波法抜粋① 

電波法の条項 内容 

第38条の２の２ 登録証明機関の登録 

第38条の３ 登録の基準、欠格事項 

第38条の４ 登録の更新（５年） 

第38条の５ 登録を受けた機関の公示、名称等を変更する場合の届出 

第38条の６・第38条の８ 技術基準適合証明の審査を行うにあたっての義務等 

第38条の７ 技術基準適合証明をした際の表示義務 

第38条の９ 役員の選解任の届出 

第38条の10～第38条の12 業務規程の作成、財務諸表、帳簿の備付け 

第38条の13 登録証明機関に対する改善命令 

第38条の14 技術基準適合証明についての申請、総務大臣の命令 

第38条の15 登録証明機関に対する立入検査 

第38条の16 業務の休廃止に係る届出 

第38条の17 登録証明機関の登録の取消しの基準 

第38条の19 他の規定の準用 

○登録証明機関に適用される規律 

8 



電波法抜粋② 

電波法の条項 内容 

第38条の20 報告徴収・立入検査 

第38条の21 特定無線設備等の提出 

第38条の22 妨害等防止命令 

第38条の23 表示が付されていないものとみなす場合 

第38条の25 工事設計合致義務・検査記録保存義務 

第38条の26 認証工事設計に基づく特定無線設備の表示 

第38条の27 認証取扱業者に対する措置命令 

第38条の28 表示の禁止 

第38条の29 他の規定の準用 

第38条の30 外国取扱業者に対する他の規定の準用 
（→第38条の21、第38条の22、第38条の27、第38条の28） 

○認証取扱業者（外国取扱業者）に適用される規律 
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電波法の条項 内容 

第４条 無線局の開設 

第71条の５ 技術基準適合命令 

○無線設備の利用者に適用される規律 



２ 外国との相互認証協定（MRA） 
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外国との相互承認協定(MRA) 

MRA（Mutual Recognition Agreement）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 
● 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MRAを締結 

③輸出 

①申請 

【日本】 【外国】 

外国の市場 

外国に機器を輸出する場
合、相手国の適合性評価機
関に対して申請を行うこと
が必要 
（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 
日本国内で実施可能 

期間の短縮・費用の縮減 

外国の基準を 
日本国内で審査 

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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相互承認協定(MRA)を活用するメリット 

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 



MRAの運用状況① 

 
 
  ● 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→28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 
 
 
 
  ● 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）、 
    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 
   
 
 
    ● 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 
 
 

１．日欧MRA 
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２．日シンガポールMRA 

３．日米MRA 



MRAの運用状況② 

 
 
 ・登録外国適合性評価機関（日本向け）：現状１２機関 
 ・認定適合性評価機関（外国向け）：現状２機関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ シンガポール側の適合性評価機関、日本側の適合性評価機関共に現時点では無し 
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登録外国適合性評価機関 本社所在国 

201 TELEFICATION B.V.  オランダ 

202 CETECOM ICT Services GmbH  ドイツ 

203 BABT  ドイツ 

204 Phoenix TESTLAB GmbH ドイツ 

205 TRaC Telecoms & Radio Ltd  イギリス 

206 EMCCert Dr. Rasek GmbH  ドイツ 

207 BV LCIE  フランス 

208 Siemic,Inc アメリカ 

209 ACB,Inc.  アメリカ 

210 MiCOM Labs アメリカ 

211 BACL アメリカ 

212 UL Verification Services Inc アメリカ 

認定適合性評価機関 対象国 

一般財団法人 テレコムエンジニアリングセンター（ＴＥＬＥＣ） 欧州共同体 

(株)UL Japan 欧州共同体、米国 

認証機関の現状 



MRA法抜粋 

MRA法の条項 内容 

第33条第１項 登録外国適合性評価機関が技術基準適合証明を行う場合 
→次に掲げる電波法上の条項の適用 
・第38条の７（表示の義務） 
・第38条の20（適合証明を受けた者に対する立入検査） 
・第38条の21（特定無線設備の提出） 
・第38条の22（妨害等防止命令） 
・第38条の23（表示が付されていないものとみなす場合） 
・第38条の30（外国取扱業者に対する他の規定の準用） 

第33条第２項 登録外国適合性評価機関が工事設計認証を行う場合 
→次に掲げる電波法上の条項の適用 
・第38条の25（工事設計合致義務・検査記録保存義務） 
・第38条の26（特定無線設備の表示） 
・第38条の27（認証を受けた者に対する措置命令） 
・第38条の28（表示の禁止） 
・第38条の29（他の規定の準用） 
・第38条の30（外国取扱業者に対する他の規定の準用） 

第34条 第33条を適用する場合の電波法における規定の準用 
15 

○MRA法※における電波法の特例に関する規定 
（※）特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 



（参考）工事設計認証件数の年度ごとの推移① 

  H15年  H16年  H17年  H18年  H19年  H20年  H21年  H22年  H23年 H24年 H25年 

 

Ｍ
Ｒ
Ａ
を
利
用 

欧州 
→日本 121 199 315 433 493 627 738 787 1,056 1,289 1,920 

米国 
→日本 - - - - - - - - 128 267 176 

（小計） 121 199 315 433 493 627 738 787 1,184 1,556 2,096 

日本 
→欧州 

- - - 18 26 11 18 24 44 39 48 

日本 
→米国 

- - - - - - - 34 92 143 164 

(小計) - - - 18 26 11 18 58 136 182 212 

登録証明 
機関  

2,638 2,884 2,968 3,495 4,031 4,652 4,320 5,450 7,264 11,293 9,550 

合計 2,759 3,083 3,283 3,928 4,524 5,279 5,058 6,237 8,448 12,849 11,646 
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（参考）工事設計認証件数の年度ごとの推移② 
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○ 国内向け認証の件数 

○ ＭＲＡ利用による認証件数   （※左棒・左軸：外国→日本、 右棒・右軸：日本→外国） 
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３ 技術基準の更新状況 
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  インマルサットBGAN 型及び D型の高度化 : Category 2 
   （２０１４年 ５月に制定、施行） 

   http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban15_02000073.html 
 

 

 小電力セキュリティシステムの高度化及び医療用データ伝
送システムの導入: Category 1 

   （２０１４年８月に制定、施行） 

   http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000195.html 
 

 

 80GHz帯高速無線伝送システムへの狭帯域システムの導
入: Category 3 

   （２０１４年８月に制定、施行） 

    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000045.html 
  
 

 3.5GHz帯LTE-Advancedの導入: Category 2 
    （２０１４年 ９月に制定、施行） 

    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban14_03000368.html 

新たに導入等した無線システム① 
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新たに導入等した無線システム② 
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 広帯域移動無線アクセスシステム（地域BWA）の高度化: 
Category 2 

   （２０１４年 ９月に制定、施行） 

   http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000202.html 
 
 

 携帯電話基地局の包括免許化: Category 2 
  （２０１４年９月に制定、 ２０１４年10月に施行） 

   http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000196.html 
 
 

 260MHz帯狭帯域デジタルシステムへの4値FSK変調方式の
導入: Category 3 

   （２０１４年１１月に制定、施行） 

   http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban13_02000037.html 
 
 

 60MHz帯デジタル同報系防災行政無線への4値FSK変調方
式及びQPSK変調方式の導入: Category 3 

   （２０１５年２月に制定、施行） 

    http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban13_02000040.html 
 



４ 不適合機器への対応 
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１．調査開始年度：平成15年度～ 毎年実施 
 
２．調査対象無線設備： 
          特定無線設備 156種別（平成27年3月1日 現在） 
 
３．調査台数：50台以上 
 
４．調査の形態：外部機関への請負 
 
５．調査の項目：電波法令に定める技術基準等への適合性を確認 
 （１） 特性試験 
 （２） 表示（技適マークの確認） 
 

特定無線設備（工事設計認証に限る）の市場調査 

22 



不適合機器への対応例 

１．登録証明機関へのヒアリング 
 
 

２．認証取扱業者へのヒアリング 
 
 

３．認証取扱業者への行政指導 
      （例）自主的な不適合機器の回収 
 
 

４．電波法に基づく行政処分 

今後の進め方  

不適合機器に対する継続的な対応 
↓ 

 ○ 市場調査の更なる推進 
 ○ 立入検査を含めた更なる事後措置の推進 
 

23 



※   技術基準の変更により工事設計が基準不適合となる場合、また外国取扱業者の場合は、報告拒否、虚偽報告、検査忌避したときも表示禁
止の対象となる。 

※※ 罰則として、他に紛らわしい表示、表示の除去義務違反 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 技術基準不適合かつ 
混信等の妨害又は危害 

 

 

 

措置命令 

表示禁止※ 

禁止違反 
命令違反 

 

拒
否
等 

妨害等防止 

命令 

工事設計認証を受けた者（認証取扱業者）・自己確認をした者（届出業者） 

技術基準適合証明を受けた者 

登録証明 

機関 
不正な手段に 

よる認証／ 

虚偽の自己確認

の届出 
検査・記録保存 
義務他違反 

 工事設計合
致義務違反 

登録の取消

 

義務違反 

 改善命令 

罰    則※※ 

命令違反 

技術基準変更による工事設計の基準不適合 

表示が付されて 

いないものと 

みなし(効果否定） 
第38条の14 

第38条の23 

第38条の27 

第38条の28 

命令違反 

第38条の22 

報告・立入検査・提出命令 
 

「電気通信機器基準認証マニュアル」から抜粋 
   http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/manual/index.htm 

基準認証制度における事後措置 
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認証取扱業者の義務 

○ 工事設計合致義務（電波法第38条の25第１項） 
 登録証明機関による工事設計認証を受けた者（認証取扱業者）は、当該工事設計
に係る工事設計に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該無線設備を
当該認証工事設計（設計書等）に合致するようにしなければなりません。 

○ 検査記録保存義務（電波法第38条の25第２項） 
 認証取扱業者は、工事設計合致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）」にしたがって、その取扱に係る特定無線設備について検
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。
（特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第19条） 

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 検査を行った責任者の名前 
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 

25 



認証取扱業者に対する報告徴収・立入検査・妨害防止命令 

○ 立入検査（電波法第38条の29により準用する第38条の20第１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には、認証取扱業者
に対し、工事設計認証に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、認証
取扱業者の事務所に立ち入り、当該設備その他の物件を検査させることができます。 

○ 特定無線設備等の提出（電波法第38条の29により準用する第38条の21） 

 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
査させることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該設備の検査を
行うために特に必要な物件があった場合には、認証取扱業者に対し、期間を定めて、
当該設備又は物件を提出すべきことを命ずることができます。 
 命令違反の場合には、30万円以下の罰金に処せられることがあります。 

○ 妨害等防止命令（電波法第38条の29により準用する第38条の22） 

 総務大臣は、工事設計認証に係る特定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、かつ当該設備の仕様により他の無線局の運用を
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恐れがあると認めら
れる場合において、当該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、その設備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。 
 命令違反の場合には、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。 26 



最近の誤った表示の事例 

Ｊ XXX-YYYYYY 

 認証取扱業者が製造した特定無線設備について、貼付されている表示の内容が 
誤っていることが確認された 

正しくは「Ｊ」ではなく「Ｒ」 

Ｒ XXX-YYYYYY 

Ｒを四角で囲っていない 

事例① 

27 

事例② 



正しい技適マークの表示 

Ｒ XXX-YYYYYY 

（参考） 
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）様式第７号
及び様式第１４号 

〒マーク 
・大きさは直径３mm以上 

Ｒマーク（Ｒは□で囲う） 
※端末設備の技術基準適合認定、 
  設計認証の場合はＴマーク 

技適番号 
・技術基準適合証明の場合 
  （例）123XXX0000001 
・工事設計認証の場合（新表記） 
  （例）001-XXXXXX 
・技術基準適合自己確認の場合 
  （例）123456AB03 

28 



29 

ご静聴ありがとうございました 

○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/ 
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