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1・基準認証制度の概要
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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 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が可能

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
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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 ：31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 ：75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

区分１
電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

※ 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

免許申請

審査

予備免許

検査

免許付与

無線局の開設



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

6
無線局の開設

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

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。



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)
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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－通し番号端末機器の種別

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



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

新製品の迅速なマーケット投入が可能
となり、日本企業の国際競争力が向上

日本向け認証マーク

米国向け認証マーク
無線ＬＡＮ

10
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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

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

 欧州側の適合性評価機関: 6
 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)

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
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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

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

実施状況

日シンガポールMRA

日米MRA



2・基準認証制度に関する法令の概要
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電気通信機器に関する法令の構成

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

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…. 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

・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

●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176条）

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

●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



20

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



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

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。）

27



■ 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８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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 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、市場監視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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調査の結果、１／５の機器に以下の問題があることが分かった。

・工事設計書と合致していない
・技術基準と合致していない（空中線電力、スプリアス発射等）

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

2007年の市場調査の結果（無線設備について）

市場調査
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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�

	日本の電気通信機器の基準認証制度�～　関連法令と事後規制の説明　～
	目次
	スライド番号 3
	電気通信機器に関する基準認証制度
	認証の対象となる電気通信機器の区分
	日本での無線局の開設
	無線設備の技術基準適合証明の効果
	電気通信事業法における「端末設備の接続の技術基準」の担保
	電気通信機器に貼付する技術基準適合証明の表示
	外国との相互承認協定(MRA)の概要
	相互承認協定(MRA)を活用するメリット
	日本におけるMRA
	MRAの運用状況　１
	MRAの運用状況　２
	スライド番号 15
	電気通信機器に関する法令の構成
	電気通信機器に関する日本の法令
	電波法の概要
	電気通信事業法の概要
	基準認証制度に関する規則（技術基準）
	基準認証制度に関する規則（認証手続）
	スライド番号 22
	基準認証制度に関する条項の概要
	登録証明（認定）機関に適用される条項と内容
	登録証明（認定）機関の義務
	登録証明（認定）機関に対する総務省の権限
	認証を受けた者に適用される条項と内容
	工事設計合致義務と検査記録の保存義務
	認証を受けた機器に付す表示について　１　
	認証を受けた機器に付す表示について　２　
	報告徴収と立入検査
	機器の提出の求め・措置命令
	表示の禁止
	表示が付されていないものとみなす処分
	妨害等防止命令
	スライド番号 36
	事後規制及び市場調査の実施
	総務省による市場調査
	ご清聴ありがとうございました

