
担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北海道総合通信局 高専
苫小牧工業高等
専門学校

創造工業科　電気電子
系

第二級陸上特殊無線技士 通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気電子計測
平成３０年４月から令和８年３月までの教育課程に
開設した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学
工学部電気電子工学
科（昼間コース）

第二級海上特殊無線技士
通信工学、情報伝送工学、電磁波工
学、電気電子工学実験Ａ、電気電子計
測、電気通信関係法規

平成２年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学
工学部電気電子工学
科（昼間コース）

第二級海上特殊無線技士
通信工学、情報伝送工学、電磁波工
学、電気電子工学実験Ｂ、計測工学、
電気通信関係法規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学

工学部情報電子工学
系学科　電気電子工
学コース　昼間コー
ス

第二級海上特殊無線技士
通信工学、無線伝送工学、電子回路
Ⅰ、電子回路Ⅱ、計測工学及び電気通
信関係法規

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学
工学部電気電子工学
科（昼間コース）

第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報伝送工学、電磁波工
学、電気通信関係法規

平成２年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学
工学部電気電子工学
科（昼間コース）

第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報伝送工学、電磁波工
学、電気通信関係法規

平成１０年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学
工学部電気電子工学
科（昼間コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、情報伝送工学、電磁波工
学、電気電子計測、電気電子工学実験
Ａ、電気通信関係法規

平成２年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

○科目確認校（無線従事者免許を受けるために必要な「科目」の確認を受けた学校）とは

→大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、無線従事者規則第３０条に定める無線通信に関する科目を履修して卒業した方は、一定の無線従事者の資格の免許を受けることがで
きます（電波法第４１条第２項第３号）。
以下の表の「免許に必要な科目」は、無線従事者規則第３０条に定める無線通信に関する科目に適合することを、あらかじめ総務大臣が確認していますので、この表にある学校（学科）において、「免許に必要な
科目」欄にあるすべての科目を「開設期間」内に履修して同校（学科）を卒業した方は、「免許を受けることができる資格」欄にある無線従事者の資格の免許を受けることができます。

（注）この表は令和４年１１月１日現在の確認により作成しています。



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学
工学部電気電子工学
科（昼間コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、情報伝送工学、電磁波工
学、計測工学、電気電子工学実験Ａ、
電気通信関係法規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学

工学部情報電子工学
系学科　電気電子工
学コース　昼間コー
ス

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、無線伝送工学、電子回路
Ⅰ、電子回路Ⅱ、計測工学及び電気通
信関係法規

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学

工学部情報電子工学
系学科　情報通信シ
ステム工学コース
昼間コース

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、無線伝送工学、電子回路
Ⅰ、電子回路Ⅱ、計測工学及び電気通
信関係法規

平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学

工学部情報電子工学
系学科　情報通シス
テム工学コース　昼
間コース

第二級海上特殊無線技士
通信工学、無線伝送工学、電子回路
Ⅰ、電子回路Ⅱ、計測工学及び電気通
信関係法規

平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学

工学部情報電子工学
系学科　情報通信シ
ステム工学コース
（昼間コース）

第二級海上特殊無線技士
通信工学、無線伝送工学、電子回路
Ⅰ、電子回路Ⅱ、計測工学、電気通信
関係法規

平成２７年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学

工学部情報電子工学
系学科　情報通信シ
ステム工学コース
（昼間コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、無線伝送工学、電子回路
Ⅰ、電子回路Ⅱ、計測工学、電気通信
関係法規

平成２７年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学
理工学部創造工学科
昼間コース　電気電
子工学コース

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、無線伝送工学、電子回路
Ⅰ、電子回路Ⅱ、計測システム工学、
電気通信関係法規

平成３１年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 室蘭工業大学
理工学部創造工学科
電気電子工学コース

第二級海上特殊無線技士
通信工学、無線伝送工学、電子回路
Ⅰ、電子回路Ⅱ、計測システム工学、
電気通信関係法規

平成３１年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海学園大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
電子回路Ⅰ、通信工学通論、情報通信
システム、電子計測、電波工学及び通
信法規

平成１５年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北海道総合通信局 大学 北海学園大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
電子回路Ⅰ、通信工学通論、情報通信
システム、電子計測、電波工学及び通
信法規

平成１５年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海学園大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
電子回路Ⅰ、通信工学通論、情報通信
システム、電子計測、電波工学及び通
信法規

平成１９年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

北海道総合通信局 大学 北海学園大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
電子回路Ⅰ、通信工学通論、情報通信
システム、電子計測、電波工学及び通
信法規

平成１９年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
工学部情報ネット
ワーク工学科

第二級海上特殊無線技士

無線機器工学、衛星通信工学、モバイ
ル通信工学、電磁波工学、アンテナ及
び伝搬工学、電子工学実験、電気電子
計測、電波法規

平成１３年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
工学部情報ネット
ワーク工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線機器工学、衛星通信工学、モバイ
ル通信工学、電磁波工学、アンテナ及
び伝搬工学、電子工学実験、電気電子
計測、電波法規

平成１３年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信機器工学、宇宙環境利用、マイク
ロ波工学、電気電子計測、電気電子基
礎実験Ⅱ、電波法規

平成１３年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信機器工学、宇宙環境利用、電磁波
工学、電気電子計測、電気電子基礎実
験Ⅱ及び電波法規

平成１７年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器工学、宇宙環境利用、マイク
ロ波工学、電気電子計測、電気電子基
礎実験Ⅱ、電波法規

平成１３年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器工学、宇宙環境利用、電磁波
工学、電気電子計測、電気電子基礎実
験Ⅱ及び電波法規

平成１７年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
工学部応用電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
無線機器工学、通信工学、電磁波工学
Ⅰ、情報通信機器工学、電子工学実験
Ⅰ、電気計測Ⅰ、電波法規

平成６年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
工学部応用電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器工学、通信工学、電磁波工学
Ⅰ、情報通信機器工学、電子工学実験
Ⅰ、電気計測Ⅰ、電波法規

平成６年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
工学部応用電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器工学、通信工学、電磁波工学
Ⅰ、情報通信機器工学、電気・電子計
測Ⅰ、電子工学実験Ⅰ、電波法規

平成９年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
創生工学部情報フロ
ンティア工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線通信機器工学、衛星通信工学、ア
ンテナ及び伝搬工学、電気電子計測、
電子情報工学実験、電波法規

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
創生工学部情報フロ
ンティア工学科

第二級海上特殊無線技士
無線通信機器工学、アンテナ及び伝搬
工学、電気電子計測、電子情報工学実
験、電波法規

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
創生工学部電気デジ
タルシステム工学科

第一級陸上特殊無線技士
デジタル通信工学、衛星システム工
学、電気磁気学Ⅱ、電気電子計測、エ
ネルギー基礎実験、電波法規

平成２０年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道工業大学
創生工学部電気デジ
タルシステム工学科

第二級海上特殊無線技士
衛星システム工学、電気磁気学Ⅱ、電
気電子計測、エネルギー基礎実験、電
波法規

平成２０年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道科学大学
創生工学部電気デジ
タルシステム工学科

第一級陸上特殊無線技士
デジタル通信工学、衛星システム工
学、電気磁気学Ⅱ、電気電子計測、電
子計測システム、電波法規

平成２３年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道科学大学
創生工学部電気デジ
タルシステム工学科

第二級海上特殊無線技士
衛星システム工学、電気磁気学Ⅱ、電
気電子計測、電子計測システム、電波
法規

平成２３年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北海道総合通信局 大学 北海道科学大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
デジタル通信工学、衛星システム工
学、電磁気学Ⅱ、基礎電気電子計測、
電気電子計測、電波法規

平成２６年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道科学大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
デジタル通信システム、無線通信シス
テム、電磁気学Ⅱ、電気電子計測、セ
ンサー工学、電波法規

平成３０年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道科学大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
衛星システム工学、電磁気学Ⅱ、基礎
電気電子計測、電気電子計測、電波法
規

平成２６年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道科学大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
無線通信システム、電磁気学Ⅱ、電気
電子計測、センサー工学、電波法規

平成３０年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線機器、電磁波工学、電気計測、電
波法

昭和４０年１０月から昭和４６年３月までの教
育課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信方式、電磁波工学第二、電気計
測、電波法

昭和４４年１０月から昭和４７年３月までの教
育課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信方式、電磁波工学第二、計測工学
第二、電波法

昭和４５年１０月から昭和４８年３月までの教
育課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信方式、電磁波工学第二、電気計
測、電波法

昭和４６年１０月から平成７年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信エレクトロニクス、通信方式、電
磁波工学、電子計測、電波法

平成５年１０月から平成１０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信方式、通信メディア工学、電波法
平成７年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、通信工学、電磁波工学、電
気計測、高周波測定法、電波法

昭和４０年１０月から昭和４６年３月までの教
育課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学、通信方式、電磁波工学第
二、電気計測、電子計測、電波法

昭和４４年１０月から昭和４７年３月までの教
育課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信方式、電磁波工学第二、計測工学
第二、電子計測、電波法

昭和４５年１０月から昭和４８年３月までの教
育課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信方式、電磁波工学第二、電気計
測、電子計測、電波法

昭和４６年１０月から平成７年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信エレクトロニクス、通信方式、電
磁波工学、電子計測、電波法

平成５年１０月から平成１０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
情報エレクトロニクス基礎、通信方
式、通信メディア工学、計測工学、電
波法

平成７年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
基礎電磁波、通信方式、通信メディア
工学、計測工学、電波法

平成１３年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学

工学部情報エレクト
ロニクス学科メディ
アネットワークコー
ス

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、モバイル通信メディ
ア、ワイヤレスネットワーク基礎、メ
ディアネットワーク実験ⅠＢ、メディ
アネットワーク実験ⅡＢ、電波法

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北海道総合通信局 大学 北海道大学

工学部情報エレクト
ロニクス学科メディ
アネットワークコー
ス

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、モバイル通信メディ
ア、ワイヤレスネットワーク基礎、メ
ディアネットワーク実験ⅠＢ、メディ
アネットワーク実験ⅡＢ、電波法

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学

工学部情報エレクト
ロニクス学科メディ
アネットワークコー
ス

第三級海上特殊無線技士
通信システム、ワイヤレスネットワー
ク基礎、電波法

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学

工学部情報エレクト
ロニクス学科メディ
アネットワークコー
ス

第三級海上特殊無線技士
通信システム、ワイヤレスネットワー
ク基礎、電波法

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学
工学部情報エレクト
ロニクス学科電子情
報コース

第一級陸上特殊無線技士

マルチメディア通信システム、モバイ
ル通信メディア、応用電磁気学、光・
電波サイエンス、電子情報工学実験
Ⅰ、電子情報工学実験Ⅱ、電子情報工
学実験Ⅲ、電子情報工学実験Ⅳ、電子
情報工学実験Ⅴ、電子情報工学実験
Ⅵ、電波法

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学
工学部情報エレクト
ロニクス学科電子情
報コース

第三級海上特殊無線技士
マルチメディア通信システム、応用電
磁気学、光・電波サイエンス、電波法

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学
工学部情報エレクト
ロニクス学科　電気
電子工学コース

第三級海上特殊無線技士
モバイル通信メディア、応用電磁気
学、光・電波サイエンス、電波法

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学
工学部情報エレクト
ロニクス学科　電気
電子工学コース

第三級海上特殊無線技士
モバイル通信メディア、通信工学、応
用電磁気学、光・電波サイエンス、電
波法

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道大学
工学部情報エレクト
ロニクス学科　電気
電子工学コース

第一級陸上特殊無線技士

モバイル通信メディア、応用電磁気
学、光・電波サイエンス、電気電子工
学実験基礎、電気電子工学実験Ⅰ、電
気電子工学実験Ⅱ、電気電子工学実験
Ⅲ、電気電子工学実験Ⅳ、電気電子工
学実験Ⅴ、電波法

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北海道総合通信局 大学 北海道大学
工学部情報エレクト
ロニクス学科　電気
電子工学コース

第一級陸上特殊無線技士

モバイル通信メディア、通信工学、応
用電磁気学、光・電波サイエンス、電
気電子工学実験基礎、電気電子工学実
験Ⅰ、電気電子工学実験Ⅱ、電気電子
工学実験Ⅲ、電気電子工学実験Ⅳ、電
気電子工学実験Ⅴ、電波法

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道東海大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、電子回路、電波工学、電子
物理計測、通信法規

平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道東海大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、アナログ回路、電磁波工
学、電気計測、通信法規

平成９年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道東海大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、電子回路、電波工学、電子
物理計測、通信法規

平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道東海大学
工学部情報システム
学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、電子回路、電波工学、電子
物理計測、通信法規

平成１２年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道東海大学
工学部情報システム
学科

第二級海上特殊無線技士
電子・通信回路、電子回路、電波工
学、電子物理計測、通信法規

平成１６年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道東海大学
工学部情報システム
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、電子回路、電波工学、電子
物理計測、通信法規

平成１２年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北海道東海大学
工学部情報システム
学科

第一級陸上特殊無線技士
電子・通信回路、電子回路、電波工
学、電子物理計測、通信法規

平成１６年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北海道総合通信局 大学 北見工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電磁波工学Ⅱ、国内電波
法規

昭和５９年４月から平成５年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北見工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電磁波工学Ⅱ、高周波計
測、電気計測、国内電波法規

昭和５９年４月から平成５年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北見工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電磁波工学Ⅱ、高周波計
測、電気計測、国内電波法規

平成１１年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北見工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
ワイヤレス通信工学、電波伝送工学、
高周波計測、計測工学、国内電波法規

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

北海道総合通信局 大学 北見工業大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電磁波工学Ⅱ、国内電波
法規

平成５年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北見工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電磁波工学Ⅱ、高周波計
測、電気計測、国内電波法規

平成５年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北見工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレス通信工学、電波伝送工学、
高周波計測、計測工学、国内電波法規

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

北海道総合通信局 大学 北見工業大学

工学部地域未来デザ
イン工学科情報デザ
イン・コミュニケー
ション工学コース

第二級海上特殊無線技士
ワイヤレス通信工学、電波伝送工学、
電子計測、国内電波法規

平成２９年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

北海道総合通信局 大学 北見工業大学

工学部地域未来デザ
イン工学科情報デザ
イン・コミュニケー
ション工学コース

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレス通信工学、電波伝送工学、
電子計測、国内電波法規

平成２９年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 高校
岩手県立釜石商
工高等学校

電気電子科 第二級海上特殊無線技士
通信技術　電子技術　工業技術基礎
実習

平成３０年４月から令和１２年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 高校
岩手県立釜石商
工高等学校

電気電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術　工業技術基礎　実習
平成３０年４月から令和１２年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 高校
岩手県立盛岡工
業高等学校

電子情報科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術　工業技術基礎　実習
平成２９年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 高校
岩手県立福岡工
業高等学校

情報電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子回路、電気基礎、実習
平成９年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高校
岩手県立福岡工
業高等学校

電気情報システム科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子回路、電気基礎、実習
平成１２年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 高校
岩手県立福岡工
業高等学校

電気情報システム科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子回路、電気基礎、実習
平成１５年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 高校
宮城県水産高等
学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士 無線工学、電気通信理論、無線通信
昭和６０年４月から平成８年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高校
宮城県水産高等
学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、通信技術、
総合実習

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高校
宮城県水産高等
学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士 無線工学、電気通信理論、無線通信
昭和６０年４月から平成８年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 高校
宮城県水産高等
学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論、通信技術
平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高校
青森県立八戸水
産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、通信技術、
総合実習

平成２年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

東北総合通信局 高校
青森県立八戸水
産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、通信技術、
総合実習

平成２年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

東北総合通信局 高校
東北工業大学高
等学校

電子科　電子技術
コース

第三級陸上特殊無線技士
工業技術基礎、電子回路、電子実習
（２年）、電子技術、通信技術

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

電波通信学科 第二級海上特殊無線技士
通信機器、電波航法、電波伝送学、高
周波計測、国内通信法

昭和６０年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

電波通信学科 第二級海上特殊無線技士
通信機器、電波航法、電波伝送学、高
周波計測、通信法規

昭和６１年４月から平成５年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

電波通信学科 第三級海上特殊無線技士
通信機器、電波航法、電波伝送学、国
内通信法

昭和６０年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

電波通信学科 第三級海上特殊無線技士
通信機器、電波航法、電波伝送学、通
信法規

昭和６１年４月から平成５年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

電波通信学科 第二級陸上特殊無線技士
通信機器、電波航法、電波伝送学、高
周波計測、国内通信法

昭和６０年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

電波通信学科 第二級陸上特殊無線技士
通信機器、電波航法、電波伝送学、高
周波計測、通信法規

昭和６１年４月から平成５年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
通信運用、通信機器、電磁波工学、通
信計測、通信法規Ⅰ

平成元年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
通信運用Ｂ、通信機器、通信工学、電
磁波工学、通信計測、通信法規

平成４年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
通信システム、通信機器、通信工学、
電磁波工学、通信計測、通信法規

平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信、無線通信システム、電磁波
工学、通信計測、通信法規

平成９年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信、無線通信システム、電磁波
工学、電磁波工学Ⅲ、通信計測、通信
法規

平成１８年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信、無線通信システム、電磁波
工学Ⅰ、電磁波工学Ⅱ、電磁波工学
Ⅲ、通信計測、通信法規

平成１８年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第三級海上特殊無線技士
通信運用、通信機器、電磁波伝工学、
通信法規Ⅰ

平成元年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第三級海上特殊無線技士
通信運用Ｂ、通信機器、通信工学、電
磁波工学、通信法規

平成４年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信工学特論、通信機器、通信工
学、電磁波工学、通信法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第三級海上特殊無線技士
通信システム、通信機器、通信工学、
電磁波工学、通信計測、通信法規

平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信、無線通信システム、電磁波
工学、通信法規

平成９年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信、無線通信システム、電磁波
工学、電磁波工学Ⅲ、通信法規

平成１８年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信、無線通信システム、電磁波
工学Ⅰ、電磁波工学Ⅱ、電磁波工学
Ⅲ、通信法規

平成１８年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信運用、通信機器、電磁波工学、通
信計測、通信法規Ⅰ

平成元年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信運用Ｂ、通信機器、通信工学、電
磁波工学、通信計測、通信法規

平成４年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級陸上特殊無線技士
情報通信工学特論、通信機器、通信工
学、電磁波工学、通信計測、通信法規

平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信システム、通信機器、通信工学、
電磁波工学、通信計測、通信法規

平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級陸上特殊無線技士
情報通信、無線通信システム、電磁波
工学、通信計測、通信法規

平成９年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級陸上特殊無線技士
情報通信、無線通信システム、電磁波
工学、電磁波工学Ⅲ、通信計測、通信
法規

平成１８年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級陸上特殊無線技士
情報通信、無線通信システム、電磁波
工学Ⅰ、電磁波工学Ⅱ、電磁波工学
Ⅲ、通信法規

平成１８年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東北総合通信局 高専
仙台高等専門学
校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士

情報通信、光通信システム、無線通信
システム、電磁波工学Ⅰ、電磁波工学
Ⅱ、電磁波工学Ⅲ、通信計測、通信法
規

平成２１年１０月から平成２６年３月までの教
育課程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台高等専門学
校

情報通信工学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信、光通信システム、無線通信
システム、電磁波工学Ⅰ、電磁波工学
Ⅱ、電磁波工学Ⅲ、通信法規

平成２１年１０月から平成２６年３月までの教
育課程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台高等専門学
校

情報通信工学科 第二級陸上特殊無線技士

情報通信、光通信システム、無線通信
システム、電磁波工学Ⅰ、電磁波工学
Ⅱ、電磁波工学Ⅲ、通信計測、通信法
規

平成２１年１０月から平成２６年３月までの教
育課程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台高等専門学
校

情報ネットワーク工
学科

第二級海上特殊無線技士
無線通信システム、光通信システム、
電磁波工学Ⅰ、電磁波工学Ⅱ、
通信計測、通信法規

平成２２年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台高等専門学
校

情報ネットワーク工
学科

第二級海上特殊無線技士
無線通信システム、光通信システム、
電磁波工学Ⅰ、電磁波工学Ⅱ、
通信計測、通信法規

平成２６年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 高専
仙台高等専門学
校

総合工学科Ⅰ類 第二級海上特殊無線技士

無線技術特論ⅡＢ（無線通信システ
ム）、無線技術特論ⅠＢ（電磁波工学
Ⅰ）、
無線技術特論ⅠＣ（電磁波工学Ⅱ）、
無線技術特論ⅡＡ（通信計測）、
無線技術特論ⅡＣ（通信法規）

平成２９年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 高専
仙台高等専門学
校

総合工学科Ⅰ類 第二級海上特殊無線技士
無線通信システム、電磁波工学Ⅰ、電
磁波工学Ⅱ、通信計測、通信法規

令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学概論、無線通信工学Ⅰ、無線
通信工学Ⅱ、国内電波法規

昭和４７年４月から平成８年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
基礎情報通信工学、無線システム工
学、電磁波工学、国内電波法

平成５年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
基礎情報通信工学、情報通信工学、通
信システム工学、電磁波工学、電波法

平成１２年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
基礎情報通信工学、情報通信工学、通
信システム工学、電磁波工学、電波法

平成１４年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
基礎情報通信工学　情報通信工学　通
信システム工学　電磁波工学　電波法

平成１８年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
基礎通信工学　情報通信工学　通信シ
ステム工学　電磁波工学　電波法

平成２５年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
基礎情報通信工学　情報通信工学　通
信システム工学　電磁波工学　電波法

平成２２年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
基礎通信工学　情報通信工学　通信シ
ステム工学　電磁波工学　電波法

平成２６年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

通信工学概論、無線通信工学Ⅰ、無線
通信工学Ⅱ、電磁気測定法、高周波測
定法、電気工学実験Ⅰ、電気工学実験
Ⅱ、国内電波法規

昭和４７年４月から平成８年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

基礎情報通信工学、無線システム工
学、電磁波工学、電気電子基礎計測、
高周波測定法、電気工学実験Ⅰ、電気
工学実験Ⅱ、国内電波法

平成５年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

基礎情報通信工学、情報通信工学、通
信システム工学、電磁波工学、電気電
子基礎計測、電気工学実験Ⅰ、電気工
学実験Ⅱ、電波法

平成１２年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

基礎情報通信工学、情報通信工学、通
信システム工学、電磁波工学、電気電
子基礎計測、電気工学実験Ⅰ、電気工
学実験Ⅱ、電波法

平成１４年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

基礎情報通信工学　情報通信工学　通
信システム工学　電磁波工学　電気電
子基礎計測Ⅰ　電気電子基礎計測Ⅱ
電気情報工学実験Ⅰ　電気情報工学実
験Ⅱ　電気情報工学実験Ⅲ　電気情報
工学実験Ⅳ　電波法

平成１８年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

基礎通信工学　情報通信工学　通信シ
ステム工学　電磁波工学　
電気・電子基礎計測　電気・電子工学
実験Ⅰ　電気・電子工学実験Ⅱ　
電気情報工学実験Ⅰ　電気情報工学実
験Ⅱ
電波法

平成２５年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

基礎情報通信工学　情報通信工学　通
信システム工学　電磁波工学　電気電
子基礎計測Ⅰ　電気電子基礎計測Ⅱ
電気情報工学実験Ⅰ　電気情報工学実
験Ⅱ　電気情報工学実験Ⅲ　電気情報
工学実験Ⅳ　電波法

平成２２年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

基礎通信工学　情報通信工学　通信シ
ステム工学　電磁波工学　
電気・電子基礎計測　電気・電子工学
実験Ⅰ　電気・電子工学実験Ⅱ　
電気情報工学実験Ⅰ　電気情報工学実
験Ⅱ
電波法

平成２６年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部情報基盤工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学　通信システム工学　電
磁波工学　情報通信工学実験Ⅱ　情報
通信法規

平成２９年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部情報基盤工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学　通信システム工学　電
磁波工学　電気電子計測
情報通信工学実験Ⅰ　情報通信工学実
験Ⅱ　情報通信法規

平成２９年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学　通信システム概論　電
磁波工学、電波法

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北学院大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学　通信システム概論　電
磁波工学　電気・電子基礎計測　電気
電子工学実験Ⅰ　電気電子工学実験Ⅱ
電波法

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 日本大学
第二工学部電気工学
科

第三級海上特殊無線技士 電気法規、電波法規、無線工学
昭和３０年４月から昭和４３年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
第二工学部電気工学
科

第三級海上特殊無線技士 無線工学、電波法規
昭和４０年４月から昭和４４年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 無線工学、電波法規
昭和４１年４月から昭和４９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
無線通信機器、無線通信工学、電波法
規

昭和４６年４月から昭和５１年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
無線通信工学、高周波応用、電磁波工
学、電波法規

昭和４８年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、高周波応用、電磁波工学、
電波法規

昭和５４年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、電波・電子応用、電磁波工
学、電波法規

昭和５９年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波・電子応用、電磁波
工学、電気通信法規

昭和６３年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波・電子応用、電磁波
工学、電気通信法規

平成１０年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波電子応用、電磁波工
学、電気通信法規

平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
第二工学部電気工学
科

第一級陸上特殊無線技士
電気法規、電波法規、無線工学、高周
波測定

昭和３０年４月から昭和４３年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
第二工学部電気工学
科

第一級陸上特殊無線技士 無線工学、高周波測定、電波法規
昭和４０年４月から昭和４４年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士 無線工学、高周波測定、電波法規
昭和４１年４月から昭和４９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線通信機器、無線通信工学、電子計
測、電波法規

昭和４６年４月から昭和５１年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線通信工学、高周波応用、電磁波工
学、電子計測、電波法規

昭和４８年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学、高周波応用、電磁波工学、
電子計測、電波法規

昭和５４年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学、電波・電子応用、電磁波工
学、電子計測、電波法規

昭和５９年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波・電子応用、電磁波
工学、電子計測、電気通信法規

昭和６３年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波・電子応用、電磁波
工学、電子計測、電気通信法規

平成１０年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波電子応用、電磁波工
学、電子計測、電気通信法規

平成１３年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波電子応用、電磁波工
学、電気電子計測Ⅱ、電気通信法規

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波電子応用、電磁波工
学、電気電子計測Ⅱ、電気通信法規

平成２１年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ，電波電子応用，電磁波工
学，電気電子計測Ⅱ，電波法及び電気
通信事業法

平成２５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波電子応用、電磁波工
学、電子計測、電気通信法規

平成１３年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波電子応用、電磁波工
学、電気電子計測Ⅱ、電気通信法規

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波電子応用、電磁波工
学、電気電子計測Ⅱ、電気通信法規

平成２１年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ，電波電子応用，電磁波工
学，電気電子計測Ⅱ，電波法及び電気
通信事業法

平成２５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学，電波電子応用，電磁波工
学，電気電子計測Ⅱ，電波法及び電気
通信事業法

平成２９年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学，電波電子応用，電磁波工
学，電気電子計測Ⅱ，電波法及び電気
通信事業法

平成２９年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学，電波電子応用，電磁波工
学，電気電子計測Ⅱ，電波法及び電気
通信事業法

令和３年４月から令和７年３月までの教育課程
に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学，電波電子応用，電磁波工
学，電気電子計測Ⅱ，電波法及び電気
通信事業法

令和４年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学，電波電子応用，電磁波工
学，電気電子計測Ⅱ，電波法及び電気
通信事業法

令和３年４月から令和７年３月までの教育課程
に開設した科目

東北総合通信局 大学 日本大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学，電波電子応用，電磁波工
学，電気電子計測Ⅱ，電波法及び電気
通信事業法

令和４年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ、情報通信工学実
験Ⅱ、情報通信工学実験Ⅲ、電波工
学、通信システムⅠ、通信システム
Ⅱ、電気・電子計測、電気通信法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ、情報通信工学実
験Ⅱ、情報通信工学実験Ⅲ、電波工
学、通信システムⅠ、通信システム
Ⅱ、電気・電子計測、電気通信法規

平成２５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ　情報通信工学実
験Ⅱ　情報通信工学実験Ⅲ　電波工学
通信システムⅠ
通信システムⅡ　電気・電子計測　電
気通信法規

平成２９年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ　情報通信工学実
験Ⅱ　情報通信工学実験Ⅲ　電波工学
通信システムⅠ
通信システムⅡ　電気・電子計測　電
気通信法規

令和２年４月から令和１０年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ、情報通信工学実
験Ⅱ、情報通信工学実験Ⅲ、電波工
学、通信システムⅠ、通信システム
Ⅱ、電気・電子計測、電気通信法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ、情報通信工学実
験Ⅱ、情報通信工学実験Ⅲ、電波工
学、通信システムⅠ、通信システム
Ⅱ、電気・電子計測、電気通信法規

平成２５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ　情報通信工学実
験Ⅱ　情報通信工学実験Ⅲ　電波工学
通信システムⅠ
通信システムⅡ　電気・電子計測　電
気通信法規

平成２９年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第三級海上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ、情報通信工学実
験Ⅱ、情報通信工学実験Ⅲ、電波工
学、通信システムⅠ、通信システム
Ⅱ、電気通信法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第三級海上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ、情報通信工学実
験Ⅱ、情報通信工学実験Ⅲ、電波工
学、通信システムⅠ、通信システム
Ⅱ、電気通信法規

平成２５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第三級海上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ　情報通信工学実
験Ⅱ　情報通信工学実験Ⅲ　電波工学
通信システムⅠ
通信システムⅡ　電気通信法規

平成２９年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ　情報通信工学実
験Ⅱ　情報通信工学実験Ⅲ　電波工学
通信システムⅠ
通信システムⅡ　電気・電子計測　電
気通信法規

令和２年４月から令和１０年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北工業大学
工学部情報通信工学
科

第三級海上特殊無線技士

情報通信工学実験Ⅰ　情報通信工学実
験Ⅱ　情報通信工学実験Ⅲ　電波工学
通信システムⅠ
通信システムⅡ　電気通信法規

令和２年４月から令和１０年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 八戸工業大学
工学部電子知能シス
テム学科

第二級海上特殊無線技士
情報通信工学、電磁波工学、電子知能
システム実験、情報伝送工学、電子電
気計測システム工学、通信法規

平成１５年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 八戸工業大学
工学部電気電子シス
テム学科

第二級海上特殊無線技士
電磁波工学、情報通信工学Ⅰ、情報通
信工学Ⅱ、電子情報システム実験、電
気電子計則、情報通信法規

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 八戸工業大学
工学部電子知能シス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学、電磁波工学、電子知能
システム実験、情報伝送工学、電子電
気計測システム工学、通信法規

平成１５年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 八戸工業大学
工学部電気電子シス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士
電磁波工学、情報通信工学Ⅰ、情報通
信工学Ⅱ、電子情報システム実験、電
気電子計測、情報通信法規

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 八戸工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

電磁波工学、情報通信工学Ⅰ、情報通
信工学Ⅱ、電子情報システム実験、電
気電子計測、情報通信法規

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 八戸工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
電磁波工学、情報通信工学Ⅰ、情報通
信工学Ⅱ、電子情報システム実験、電
気電子計測、情報通信法規

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 八戸工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
電磁波工学、情報通信工学Ⅰ、情報通
信工学Ⅱ、電子情報システム実験、電
気電子計測、情報通信法規

平成２２年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 八戸工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
電磁波工学、情報通信工学Ⅰ、情報通
信工学Ⅱ、電子情報システム実験、電
気電子計測、情報通信法規

平成２２年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 秋田大学
工学資源学部電気電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士

高度通信システム工学、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、衛星通信工学、
超高周波エレクトロニクス、電磁波工
学、電気計測システム工学、電気電子
工学実験Ⅰ、電波法

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 秋田大学
工学資源学部電気電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士

高度通信システム工学、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、衛星通信工学、
超高周波エレクトロニクス、電磁波工
学、電気計測システム工学、電気電子
工学実験Ⅰ、電波法

平成２１年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 秋田大学
工学資源学部電気電
子工学科

第二級海上特殊無線技士

高度通信システム工学、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、超高周波エレク
トロニクス、電磁波工学、電気計測シ
ステム工学、電気電子工学実験Ⅰ、電
波法（含電気通信事業法）

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 秋田大学
工学資源学部電気電
子工学科

第二級海上特殊無線技士

高度通信システム工学、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、超高周波エレク
トロニクス、電磁波工学、電気計測シ
ステム工学、電気電子工学実験Ⅰ、電
波法

平成２１年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 秋田大学
理工学部数理・電気
電子情報学科　電気
電子工学コース

第一級陸上特殊無線技士

高度通信システム工学科、情報通信工
学Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、衛星通信工
学、超高周波エレクトロニクス、電磁
波工学、電気計測システム工学、電気
電子工学実験Ⅰ、電波法・通信関係法
規

平成２４年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 秋田大学
理工学部数理・電気
電子情報学科　電気
電子工学コース

第一級陸上特殊無線技士

高度通信システム工学科、情報通信工
学Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、衛星通信工
学、超高周波エレクトロニクス、電磁
波工学、電気計測システム工学、電気
電子工学実験Ⅰ、電波法・通信関係法
規

令和２年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 秋田大学
理工学部数理・電気
電子情報学科　電気
電子工学コース

第二級海上特殊無線技士

高度通信システム工学、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、超高周波エレク
トロニクス、電磁波工学、電気計測シ
ステム工学、電気電子工学実験Ⅰ、電
波法・通信関係法規

平成２４年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 秋田大学
理工学部数理・電気
電子情報学科　電気
電子工学コース

第二級海上特殊無線技士

高度通信システム工学、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、超高周波エレク
トロニクス、電磁波工学、電気計測シ
ステム工学、電気電子工学実験Ⅰ、電
波法・通信関係法規

令和２年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電波法

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電気計測、電気・
通信・電子・情報工学実験Ａ、電気・
通信・電子・情報工学実験Ｂ、電波法

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学 工学部通信工学科 第三級海上特殊無線技士
通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電波法

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学 工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士

通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電気計測、電気・
通信・電子・情報工学実験Ａ、電気・
通信・電子・情報工学実験Ｂ、電波法

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電波法

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電気計測、電気・
通信・電子・情報工学実験Ａ、電気・
通信・電子・情報工学実験Ｂ、電波法

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学 工学部情報工学科 第三級海上特殊無線技士
通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電波法

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士

通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電気計測、電気・
通信・電子・情報工学実験Ａ、電気・
通信・電子・情報工学実験Ｂ、電波法

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部電気情報・物
理工学科　電気エネ
ルギーシステムコー
ス

第三級海上特殊無線技士
通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電波法

平成１６年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部電気情報・物
理工学科　電気エネ
ルギーシステムコー
ス

第一級陸上特殊無線技士

通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電気計測、電気・
通信・電子・情報工学実験Ａ、電気・
通信・電子・情報工学実験Ｂ、電波法

平成１６年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報・物
理工学科　情報通信
システムコース

第三級海上特殊無線技士
通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電波法

平成１６年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報・物
理工学科　情報通信
システムコース

第一級陸上特殊無線技士

通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電気計測、電気・
通信・電子・情報工学実験Ａ、電気・
通信・電子・情報工学実験Ｂ、電波法

平成１６年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報・物
理工学科　情報エレ
クトロニクスコース

第三級海上特殊無線技士
通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電波法

平成１６年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報・物
理工学科　情報エレ
クトロニクスコース

第一級陸上特殊無線技士

通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電気計測、電気・
通信・電子・情報工学実験Ａ、電気・
通信・電子・情報工学実験Ｂ、電波法

平成１６年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報・物
理工学科　情報工学
コース

第三級海上特殊無線技士
通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電波法

平成１６年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　コ
ミュニケーション
ネットワークコース

第三級海上特殊無線技士
コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電波法

平成１９年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　コ
ミュニケーション
ネットワークコース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電気計測、電気・通信・電子・情
報工学実験Ａ、電気・通信・電子・情
報工学実験Ｂ、電波法

平成１９年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　コ
ミュニケーション
ネットワークコース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学
電気計測学、電気・通信・電子・情報
工学実験Ａ、電気・通信・電子・情報
工学実験Ｂ、電波法

平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　情報
ナノエレクトロニク
スコース

第三級海上特殊無線技士
コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電波法

平成１９年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　情報
ナノエレクトロニク
スコース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電気計測、電気・通信・電子・情
報工学実験Ａ、電気・通信・電子・情
報工学実験Ｂ、電波法

平成１９年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　情報
ナノエレクトロニク
スコース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学
電気計測学、電気・通信・電子・情報
工学実験Ａ、電気・通信・電子・情報
工学実験Ｂ、電波法

平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　コン
ピュータサイエンス
コース

第三級海上特殊無線技士
コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電波法

平成１９年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　コン
ピュータサイエンス
コース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電気計測、電気・通信・電子・情
報工学実験Ａ、電気・通信・電子・情
報工学実験Ｂ、電波法

平成１９年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　コン
ピュータサイエンス
コース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学
電気計測学、電気・通信・電子・情報
工学実験Ａ、電気・通信・電子・情報
工学実験Ｂ、電波法

平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　知能
コンピューティング
コース

第三級海上特殊無線技士
コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電波法

平成１９年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　知能
コンピューティング
コース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電気計測、電気・通信・電子・情
報工学実験Ａ、電気・通信・電子・情
報工学実験Ｂ、電波法

平成１９年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　知能
コンピューティング
コース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学
電気計測学、電気・通信・電子・情報
工学実験Ａ、電気・通信・電子・情報
工学実験Ｂ、電波法

平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　メ
ディカルバイオエレ
クトロニクスコース

第三級海上特殊無線技士
コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電波法

平成１９年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　メ
ディカルバイオエレ
クトロニクスコース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電気計測、電気・通信・電子・情
報工学実験Ａ、電気・通信・電子・情
報工学実験Ｂ、電波法

平成１９年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　メ
ディカルバイオエレ
クトロニクスコース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学
電気計測学、電気・通信・電子・情報
工学実験Ａ、電気・通信・電子・情報
工学実験Ｂ、電波法

平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　エネ
ルギーインテリジェ
ンスコース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電気計測、電気・通信・電子・情
報工学実験Ａ、電気・通信・電子・情
報工学実験Ｂ、電波法

平成１９年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部情報知能シス
テム総合学科　エネ
ルギーインテリジェ
ンスコース

第一級陸上特殊無線技士

コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学
電気計測学、電気・通信・電子・情報
工学実験Ａ、電気・通信・電子・情報
工学実験Ｂ、電波法

平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　電気工学
コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電気計測学、
電気情報物理工学実験Ａ、電気情報物
理工学実験Ｂ、電波法

平成２７年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　電気工学
コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電気計測学、
電気・通信・電子・情報工学実験Ａ、
電気・通信・電子・情報工学実験Ｂ、
電波法

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　電気工学
コース

第三級海上特殊無線技士
通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電波法

平成２７年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　通信工学
コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電気計測学、
電気情報物理工学実験Ａ、電気情報物
理工学実験Ｂ、電波法

平成２７年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　通信工学
コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電気計測学、
電気・通信・電子・情報工学実験Ａ、
電気・通信・電子・情報工学実験Ｂ、
電波法

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　通信工学
コース

第三級海上特殊無線技士
通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電波法

平成２７年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　電子工学
コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電気計測学、
電気情報物理工学実験Ａ、電気情報物
理工学実験Ｂ、電波法

平成２７年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　電子工学
コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電気計測学、
電気・通信・電子・情報工学実験Ａ、
電気・通信・電子・情報工学実験Ｂ、
電波法

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　情報工学
コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電気計測学、
電気情報物理工学実験Ａ、電気情報物
理工学実験Ｂ、電波法

平成２７年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　情報工学
コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電気計測学、
電気・通信・電子・情報工学実験Ａ、
電気・通信・電子・情報工学実験Ｂ、
電波法

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　情報工学
コース

第三級海上特殊無線技士
通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電波法

平成２７年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　バイオ・医
工学コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電気計測学、
電気情報物理工学実験Ａ、電気情報物
理工学実験Ｂ、電波法

平成２７年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学科　バイオ・医
工学コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電気計測学、
電気・通信・電子・情報工学実験Ａ、
電気・通信・電子・情報工学実験Ｂ、
電波法

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学学科　電子工学
コース

第三級海上特殊無線技士
通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電波法

平成２７年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部電気情報物理
工学学科　バイオ・
医工学コース

第三級海上特殊無線技士
通信工学、通信工学概論、ワイヤレス
伝送工学、電波法

平成２７年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東北総合通信局 大学 東北大学

工学部　情報知能シ
ステム総合学科　エ
ネルギーインテリ
ジェンスコース

第三級海上特殊無線技士
コミュニケーション工学Ａ、コミュニ
ケーション工学Ｂ、ワイヤレス伝送工
学、電波法

平成１９年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 東北大学
工学部　電気情報・
物理工学科　情報工
学コース

第一級陸上特殊無線技士

通信システム工学Ａ、通信システム工
学Ｂ、電磁波工学、電気計測、電気・
通信・電子・情報工学実験Ａ、電気・
通信・電子・情報工学実験Ｂ、電波法

平成１６年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東北総合通信局 大学 岩手大学
理工学部システム創
成工学科　電気電子
通信コース

第一級陸上特殊無線技士
通信システム　電気電子工学応用実験
電磁波工学　電気電子計測学　
電波法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東北総合通信局 大学 岩手大学
理工学部システム創
成工学科　電気電子
通信コース

第二級海上特殊無線技士
通信システム　電気電子工学応用実験
電磁波工学　電気電子計測学
電波法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
埼玉県立川口工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電気基礎
平成７年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
埼玉県立川口工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士 無線工学、生産システム技術
平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
埼玉県立川口工
業高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士 無線工学、生産システム技術
平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 高校
神奈川県立三崎
水産高等学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、
無線通信

昭和６０年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
神奈川県立三崎
水産高等学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論Ａ、総合実
習、無線通信

平成元年４月から平成４年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高校
神奈川県立三崎
水産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、
無線通信

平成２年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 高校
神奈川県立三崎
水産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、
通信技術

平成６年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
神奈川県立三崎
水産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論、総合実習
平成１５年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
神奈川県立三崎
水産高等学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、
無線通信

昭和５７年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
神奈川県立三崎
水産高等学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論Ａ、総合実
習、無線通信

平成元年４月から平成４年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 高校
神奈川県立三崎
水産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、
無線通信

平成２年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 高校
神奈川県立三崎
水産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、
通信技術

平成６年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
神奈川県立三崎
水産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論、総合実習
平成１５年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立安房水
産高等学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、
無線通信

昭和６０年４月から平成８年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高校
千葉県立安房水
産高等学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、
通信技術

平成６年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立安房水
産高等学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線機器、電気通信理論、無線測定、
総合実習、通信法規

昭和５１年４月から昭和６１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立安房水
産高等学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、
無線通信

昭和５９年４月から平成８年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立安房水
産高等学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、
通信技術

平成６年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子水
産高等学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、
無線通信

平成３年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子水
産高等学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論、通信技術
平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子水
産高等学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、
課題研究、通信技術

平成１２年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子水
産高等学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、
課題研究

平成１５年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子水
産高等学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、
無線通信

平成３年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子水
産高等学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論、通信技術
平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子水
産高等学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、
課題研究

平成１２年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子水
産高等学校

海洋科情報通信コー
ス

第二級海上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論
平成１８年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子水
産高等学校

海洋科情報通信コー
ス

第三級陸上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論
平成１８年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子商
業高等学校

海洋科情報通信コー
ス

第二級海上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論
平成１８年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子商
業高等学校

海洋科情報通信コー
ス

第三級陸上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論
平成１８年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子商
業高等学校

海洋科海洋科学コー
ス

第二級海上特殊無線技士 電気通信理論
平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子商
業高等学校

海洋科海洋科学コー
ス

第二級海上特殊無線技士 電気通信理論
平成２２年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子商
業高等学校

海洋科海洋科学コー
ス

第二級海上特殊無線技士 電気通信理論
平成２６年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子商
業高等学校

海洋科海洋科学コー
ス

第二級海上特殊無線技士 移動体通信工学
平成２５年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子商
業高等学校

海洋科海洋船舶コー
ス

第二級海上特殊無線技士 課題研究
平成２２年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子商
業高等学校

海洋科海洋船舶コー
ス

第二級海上特殊無線技士 課題研究
平成２６年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子商
業高等学校

海洋科海洋船舶コー
ス

第二級海上特殊無線技士 課題研究
平成２７年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立銚子商
業高等学校

海洋科海洋環境コー
ス

第二級海上特殊無線技士 移動体通信工学
平成２７年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立勝浦高
等学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士 電気通信理論、無線工学、無線通信
昭和５９年４月から平成７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立勝浦高
等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士 電気通信理論、無線工学、無線通信
平成５年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立勝浦高
等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士 電気通信理論、通信工学、通信技術
平成６年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立勝浦高
等学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士 電気通信理論、無線工学、無線通信
昭和５９年４月から平成７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高校
千葉県立勝浦高
等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士 電気通信理論、無線工学、無線通信
平成５年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立勝浦高
等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士 電気通信理論、通信工学、通信技術
平成６年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立勝浦若
潮高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士 電気通信理論、通信工学、総合実習
平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
千葉県立勝浦若
潮高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士 電気通信理論、通信工学
平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校

大森学園高等学
校（平成１７年
３月までは大森
工業高等学校）

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術
平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 高校
東京都立足立工
業高等学校

総合技術科情報コ
ミュニケーション
コース

第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、電子回路、通信技術
平成１２年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立足立工
業高等学校

総合技術科情報コ
ミュニケーション
コース

第三級陸上特殊無線技士
電気回路基礎、電気回路応用、電子回
路基礎、通信技術

令和４年４月から令和９年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立葛西工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士
通信技術、電子回路、工業基礎、電気
基礎

平成６年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立葛西工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士
通信技術、電子回路、工業技術基礎、
電気基礎

平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高校
東京都立葛西工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士
電子技術、工業技術基礎、生産システ
ム技術

平成１７年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立葛西工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士
電気基礎、工業技術基礎、電子回路、
通信技術

平成２１年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立葛西工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士
電気基礎、電子回路、通信技術、工業
技術基礎

平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立総合工
科高等学校

全日制課程　電気・
情報デザイン科

第三級陸上特殊無線技士 電気基礎Ⅰ、電子回路、通信技術
平成１８年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立総合工
科高等学校

全日制課程　電気・
情報デザイン科

第三級陸上特殊無線技士 電気基礎Ⅰ、電子回路、通信技術
平成２１年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立総合工
科高等学校

定時制課程　総合技
術科　電気・メカト
ロコース

第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、電子回路、通信技術
平成１８年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立総合工
科高等学校

定時制課程　総合技
術科　電気・メカト
ロコース

第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、電子回路、通信技術
平成２１年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立総合工
科高等学校

電気・情報デザイン
科

第三級陸上特殊無線技士 電気基礎Ⅰ、電子回路、通信技術
平成２７年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立総合工
科高等学校

総合技術科　電気・
メカトロコース

第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、電子回路、通信技術
平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高校
昭和第一学園高
等学校

電子情報科 第三級陸上特殊無線技士
工業技術基礎、電気基礎、電子技術、
通信技術

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
昭和第一学園高
等学校

工学科　電子情報
コース

第三級陸上特殊無線技士
工業技術基礎、電気基礎、電子回路、
通信技術

平成２２年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
昭和第一学園高
等学校

工学科　電子情報
コース

第三級陸上特殊無線技士
工業技術基礎、電気基礎、電子回路、
通信技術

平成２５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立小金井
工業高等学校

定時制課程　電子科 第三級陸上特殊無線技士
電気基礎、電子回路、通信技術、工業
技術基礎

平成２４年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立小金井
工業高等学校

定時制課程　電子科 第三級陸上特殊無線技士
電気基礎、電子回路、通信技術、工業
技術基礎

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立蔵前工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 工業技術基礎、電気基礎、電子技術
平成２６年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立蔵前工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 工業技術基礎、電気回路、電子技術
令和４年４月から令和１６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立蔵前工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 工業技術基礎、電気基礎、電子技術
平成２６年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立蔵前工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 工業技術基礎、電気回路、電子技術
令和４年４月から令和１６年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高校
東京都立荒川工
業高等学校

全日制電子科 第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、電子回路、通信技術
平成２９年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立荒川工
業高等学校

定時制電子科 第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、電子回路、通信技術
平成２９年４月から令和１１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立荒川工
業高等学校

全日制電子科 第三級陸上特殊無線技士 電気回路、電子回路、通信技術
令和４年４月から令和２０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立北豊島
工業高等学校

電子情報類型 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立本所工
業高等学校

総合技術科電子類型 第三級陸上特殊無線技士 工業技術基礎、通信技術
平成２７年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高校
東京都立本所工
業高等学校

総合技術科電子類型 第三級陸上特殊無線技士 工業技術基礎、通信技術
平成３１年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
茨城工業高等専
門学校

電子情報工学科 第二級海上特殊無線技士
光通信基礎論、電磁気学Ⅱ、電磁波
論、電子情報工学実験

平成６年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
茨城工業高等専
門学校

電子情報工学科 第二級海上特殊無線技士
光通信基礎論、電磁気学Ⅱ、電子情報
工学実験、無線通信システム

平成８年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
茨城工業高等専
門学校

電子情報工学科 第二級海上特殊無線技士
無線通信工学、電磁気学Ⅲ、電子情報
工学実験、電波法規

平成１３年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高専
茨城工業高等専
門学校

電子情報工学科 第二級陸上特殊無線技士
光通信基礎論、電磁気学Ⅱ、電磁波
論、電子情報工学実験

平成６年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
茨城工業高等専
門学校

電子情報工学科 第二級陸上特殊無線技士
光通信基礎論、電磁気学Ⅱ、電子情報
工学実験、無線通信システム

平成８年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
茨城工業高等専
門学校

電子情報工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線通信工学、電磁気学Ⅲ、電子情報
工学実験、電波法規

平成１３年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
茨城工業高等専
門学校

国際創造工学科（電
気・電子系）

第二級海上特殊無線技士
無線通信工学、電磁波工学、電気電子
計測、電気電子システム工学実験、電
波法規

平成２９年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
茨城工業高等専
門学校

国際創造工学科（電
気・電子系）

第二級陸上特殊無線技士
無線通信工学、電磁波工学、電気電子
計測、電気電子システム工学実験、電
波法規

平成２９年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専

サレジオ工業高
等専門学校（平
成１７年３月ま
では育英工業高
等専門学校）

電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅰ、電気通信法
平成１１年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専

サレジオ工業高
等専門学校（平
成１７年３月ま
では育英工業高
等専門学校）

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、工学基礎、
電子工学実験、電気通信法

平成１１年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
サレジオ工業高
等専門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学、アンテナ工学、電子工学実
験、電気通信法規

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
サレジオ工業高
等専門学校

電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、アンテナ工学、電気通信法
規

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高専
サレジオ工業高
等専門学校

機械電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学、機械電子工学実験、アンテ
ナ工学、工学基礎、電気通信法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
サレジオ工業高
等専門学校

機械電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学、機械電子工学実験、アンテ
ナ工学、工学基礎、電気通信法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
サレジオ工業高
等専門学校

機械電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、機械電子工学実験、アンテ
ナ工学、工学基礎、電気通信法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
サレジオ工業高
等専門学校

機械電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、機械電子工学実験、アンテ
ナ工学、工学基礎、電気通信法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
育英工業高等専
門学校

電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学、電子工学、電気通信法
平成１０年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
育英工業高等専
門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学、電子工学、電子工学実験、
電気通信法

平成１０年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学、電波工学、電気法規
平成１０年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波工学、電子
工学実験Ⅳ

平成１３年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波工学、電子
工学実験Ⅳ

平成１４年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波工学、電子
工学実験Ⅲ、電子工学実験Ⅳ

平成１６年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波・通信工
学、電子工学実験Ⅲ、電子工学実験Ⅳ

平成１７年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波・通信工
学、電子工学実験Ⅲ、電子工学実験Ⅳ

平成２３年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線機器、通信工学、マイクロ波工
学、電波工学、計測工学Ⅰ、計測工学
Ⅱ、電子工学実験、電気法規

平成１０年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波工学、計測
工学Ⅰ、電子工学実験、電子工学実験
Ⅳ

平成１３年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波工学、総合
工学基礎Ⅲ、電子工学実験Ⅲ、電子工
学実験Ⅳ

平成１４年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波工学、電子
工学実験Ⅰ、電子工学実験Ⅲ、電子工
学実験Ⅳ

平成１６年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波・通信工
学、電子工学実験Ⅰ、電子工学実験
Ⅲ、電子工学実験Ⅳ

平成１７年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波・通信工
学、電子工学実験Ⅰ、電子工学実験
Ⅲ、電子工学実験Ⅳ

平成２３年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士 ワイヤレスシステム、電気関係法令
平成２８年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波工学、総合
工学基礎Ⅲ、電子工学実験Ⅲ、電子工
学実験Ⅳ

平成１４年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波工学、電子
工学実験Ⅰ、電子工学実験Ⅲ、電子工
学実験Ⅳ

平成１６年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波・通信工
学、電子工学実験Ⅰ、電子工学実験
Ⅲ、電子工学実験Ⅳ

平成１７年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学及び電波法、電波・通信工
学、電子工学実験Ⅰ、電子工学実験
Ⅲ、電子工学実験Ⅳ

平成２３年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京工業高等専
門学校

電子工学科 第二級海上特殊無線技士 ワイヤレスシステム、電気関係法令
平成２８年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京都立航空工
業高等専門学校

電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅱ、アンテナ工学、電波法規
平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 高専
東京都立航空工
業高等専門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、アンテナ工
学、電子計測、電波法規

平成１１年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京都立航空工
業高等専門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、アンテナ工
学、計測工学、電波法規

平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 高専
東京都立産業技
術高等専門学校

ものづくり工学科情
報通信工学コース

第二級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、通信工学
Ⅲ、アンテナ工学、電波伝搬工学、計
測工学Ⅰ、計測工学Ⅱ、電波法規

平成１８年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京都立産業技
術高等専門学校

ものづくり工学科情
報通信工学コース

第二級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、通信工学
Ⅲ、アンナテ工学、電波伝搬工学、計
測工学Ⅰ、計測工学Ⅱ、電波法規

平成２４年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京都立産業技
術高等専門学校

ものづくり工学科情
報通信工学コース

第二級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、アンテナ工学、電波伝搬
工学、計測工学、電波法規

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京都立産業技
術高等専門学校

ものづくり工学科情
報通信工学コース

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、通信工学
Ⅲ、アンテナ工学、電波伝搬工学、計
測工学Ⅰ、計測工学Ⅱ、電波法規

平成１８年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京都立産業技
術高等専門学校

ものづくり工学科情
報通信工学コース

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、通信工学
Ⅲ、アンナテ工学、電波伝搬工学、計
測工学Ⅰ、計測工学Ⅱ、電波法規

平成２４年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 高専
東京都立産業技
術高等専門学校

ものづくり工学科情
報通信工学コース

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、アンテナ工学、電波伝搬
工学、計測工学、電波法規

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 短大 湘北短期大学 電子情報学科 第三級海上特殊無線技士
応用電子回路、高周波工学Ⅱ、電磁気
学Ⅱ、電波法規

平成１１年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 湘北短期大学 電子情報学科 第三級海上特殊無線技士
応用電子回路Ⅰ、応用電子回路Ⅱ、高
周波工学Ⅱ、電磁気学Ⅱ、電波法規

平成１２年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 湘北短期大学 情報メデイア学科 第三級海上特殊無線技士
応用電子回路、高周波工学、電磁気学
Ⅱ、電波法規

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 短大 湘北短期大学 電子情報学科 第二級陸上特殊無線技士
応用電子回路、高周波工学Ⅱ、電磁気
学Ⅱ、電子計測Ⅰ、電子計測Ⅱ、電波
法規

平成１１年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 湘北短期大学 電子情報学科 第二級陸上特殊無線技士
応用電子回路Ⅰ、応用電子回路Ⅱ、高
周波工学Ⅱ、電磁気学Ⅱ、電子計測
Ⅰ、電子計測Ⅱ、電波法規

平成１２年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 湘北短期大学 情報メデイア学科 第二級陸上特殊無線技士
応用電子回路、高周波工学、電磁気学
Ⅱ、電子計測、電波法規

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 短大 電気通信大学
短期大学部電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学第一、電波工学第一、通信法
規各論第一

昭和６０年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 短大 電気通信大学
短期大学部電子工学
科

第二級陸上特殊無線技士
通信工学第一、電波工学第一、電子計
測第一、通信法規各論第一

昭和６０年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 短大 電気通信大学
短期大学部電子情報
学科

第三級海上特殊無線技士

「情報伝送工学第一」又は「情報伝送
工学第二」のうちの１科目、電波伝送
学第一、電波伝送学第二、通信法規各
論第一

昭和６０年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 短大 電気通信大学
短期大学部電子情報
学科

第二級陸上特殊無線技士

「情報伝送工学第一」又は「情報伝送
工学第二」のうちの１科目、電波伝送
学第一、電波伝送学第二、専門実験、
通信法規各論第一

昭和６０年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部工業技術
学科電気コース

第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅰ、通信法規
平成５年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部工業技術
学科電気コース

第二級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、基礎電気工
学実験、電力電子工学実験、通信法規

平成５年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部工業技術
学科電気電子コース

第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅰ、通信法規
平成７年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部工業技術
学科電気電子コース

第二級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、基礎電気工
学実験、電力電子工学実験、通信法規

平成７年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部工業技術
学科電気電子コース

第二級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、基礎電気工
学実験Ⅰ、電力電子工学実験Ⅰ、通信
法規

平成９年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部基礎工学
科電気電子情報コー
ス

第二級海上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、電気電
子基礎実験Ⅰ、エネルギー・エレクト
ロニクス実験Ⅱ、通信法規

平成１７年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部基礎工学
科電気電子情報コー
ス

第二級海上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、電気電
子基礎実験Ⅰ、エネルギー・エレクト
ロニクス実験Ⅱ、通信法規

平成２３年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部基礎工学
科電気電子情報コー
ス

第二級陸上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、電気電
子基礎実験Ⅰ、エネルギー・エレクト
ロニクス実験Ⅱ、通信法規

平成１７年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部基礎工学
科電気電子情報コー
ス

第二級陸上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、電気電
子基礎実験Ⅰ、エネルギー・エレクト
ロニクス実験Ⅱ、通信法規

平成２３年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部ものづく
り・サイエンス総合
学科

第二級陸上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、基礎電
気電子実験、エレクトロニクス実験、
通信法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部ものづく
り・サイエンス総合
学科

第二級陸上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、基礎電
気電子実験、エレクトロニクス実験、
通信法規

平成２７年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部ものづく
り・サイエンス総合
学科

第二級海上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、基礎電
気電子実験、エレクトロニクス実験、
通信法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
短期大学部ものづく
り・サイエンス総合
学科

第二級海上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、基礎電
気電子実験、エレクトロニクス実験、
通信法規

平成２７年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
日本大学短期大学部
基礎工学科電気電子
情報コース

第二級海上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、電気電
子基礎実験Ⅰ、エネルギー・エレクト
ロニクス実験Ⅱ、通信法規

平成２１年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 短大 日本大学
日本大学短期大学部
基礎工学科電気電子
情報コース

第二級陸上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、電気電
子基礎実験Ⅰ、エネルギー・エレクト
ロニクス実験Ⅱ、通信法規

平成２１年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 電子工学、電気通信法規
平成１２年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 無線システム工学、電気通信法規
平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科（平成１０年３月
までは電気工学科）

第一級陸上特殊無線技士

通信工学概論、電子回路、電子工学、
電磁波工学Ⅰ、電磁波工学Ⅱ、電気計
測、電気工学実験Ⅰ、電気工学実験
Ⅱ、電気通信法規

平成８年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学概論、電子回路、電子工学、
電磁波工学Ⅰ、電磁波工学Ⅱ、電気計
測、電気電子工学実験Ⅰ、電気電子工
学実験Ⅱ、電気通信法規

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
電子工学、電気電子工学実験Ⅰ、電気
通信法規

平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
電子工学、電気電子工学実験ⅠＡ、電
気電子工学実験ⅠＢ、電気通信法規

平成１２年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子工学実験
ⅠＡ、電気電子工学実験ⅠＢ、電気通
信法規

平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子工学実験
ⅠＡ、電気電子工学実験ⅠＢ、電気通
信法規

平成１９年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子工学実験
ⅠＡ、電気電子工学実験ⅠＢ、電気通
信法規

平成１９年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科（平成１０年３月
までは電気工学科）

第一級陸上特殊無線技士

通信工学概論、電子回路、電子工学、
電磁波工学Ⅰ、電磁波工学Ⅱ、電気計
測、電気電子工学実験Ⅰ、電気電子工
学実験Ⅱ、電気通信法規

平成９年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部創生工学科
機械・電気工学系
電気電子コース

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子計測、電
気通信法規

平成２３年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部創生工学科
機械・電気工学系
電気電子コース

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子計測、電
気通信法規

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部創生工学科
機械・電気工学系
電気電子コース

第二級海上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子計測、電
気通信法規

平成２３年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部創生工学科
機械・電気工学系
電気電子コース

第二級海上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子計測、電
気通信法規

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 無線システム工学、電気通信法規
平成１７年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利工業大学
工学部　電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子工学実験
ⅠＡ、電気電子工学実験ⅠＢ、電気通
信法規

平成１７年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利大学
工学部創生工学科
機械・電気工学系
電気電子コース

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子計測、電
気通信法規

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利大学
工学部創生工学科
機械・電気工学系
電気電子コース

第二級海上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子計測、電
気通信法規

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利大学
工学部創生工学科
電気電子分野　電気
電子工学コース

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子計測、電
気通信法規

平成２８年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利大学
工学部創生工学科
電気電子分野　電気
電子工学コース

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子計測、電
気通信法規

平成３１年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利大学
工学部創生工学科
電気電子分野　電気
電子工学コース

第二級海上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子計測、電
気通信法規

平成２８年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 足利大学
工学部創生工学科
電気電子分野　電気
電子工学コース

第二級海上特殊無線技士
無線システム工学、電気電子計測、電
気通信法規

平成３１年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 宇都宮大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 電波工学、電波法規
平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 宇都宮大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 電磁波工学、電波法規
平成１０年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 宇都宮大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
電気通信工学、応用電磁気学、高周波
回路工学

平成２７年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 宇都宮大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士 電波工学、高周波・光計測、電波法規
平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 宇都宮大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士 電磁波工学、超高周波計測、電波法規
平成１０年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 宇都宮大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
電気通信工学、応用電磁気学、高周波
回路工学

平成２７年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 宇都宮大学
工学部基盤工学科情
報電子オプティクス
コース

第三級海上特殊無線技士
電気通信工学、電気磁気学Ⅱ、高周波
回路工学

平成３１年４月から令和１５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 宇都宮大学
工学部基盤工学科情
報電子オプティクス
コース

第一級陸上特殊無線技士
電気通信工学、電気磁気学Ⅱ、高周波
回路工学

平成３１年４月から令和１５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学、電波工学、電波法規
平成７年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信工学、電波工学、電波法規
平成１３年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電子情報フロ
ンティア学科

第三級海上特殊無線技士 電波工学、電波法規
平成１８年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 電波工学、電波法規
平成２４年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 電波工学、電波法規
平成２４年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 電波工学、電波法規
平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 電波工学、電波法規
平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 電波工学、電波法規
平成２４年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 電波工学、電波法規
平成２４年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
電波工学、通信工学、電気電子計測
Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電波法規

平成７年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
電波工学、通信工学、電気電子計測
Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電波法規

平成１３年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電子情報フロ
ンティア学科

第一級陸上特殊無線技士

電波工学、情報通信メディア論、計測
工学、電子情報実験Ａ、電子情報実験
Ｂ、電子情報実験Ｃ、電子情報実験
Ｄ、電波法規

平成１８年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

電波工学、通信工学基礎、計測工学、
電気電子情報実験Ａ、電気電子情報実
験Ｂ、電気電子情報実験Ｃ、電気電子
情報実験Ｄ、電波法規

平成２４年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

電波工学、通信工学基礎、計測工学、
電気電子情報実験Ａ、電気電子情報実
験Ｂ、電気電子情報実験Ｃ、電気電子
情報実験Ｄ、電波法規

平成２４年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

電波工学、通信工学基礎、計測工学、
電気電子情報実験Ⅰ、電気電子情報実
験Ⅱ、電気電子情報実験Ⅲ、電気電子
情報実験Ⅳ、電波法規

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

電波工学、通信工学基礎、計測工学、
電気電子情報実験Ⅰ、電気電子情報実
験Ⅱ、電気電子情報実験Ⅲ、電気電子
情報実験Ⅳ、電波法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
電波工学、通信工学基礎、計測工学、
電気電子情報実験Ｂ、電気電子情報実
験Ｃ、電気電子情報実験Ｄ、電波法規

平成２４年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

電波工学、通信工学基礎、計測工学、
電気電子情報実験Ａ、電気電子情報実
験Ｂ、電気電子情報実験Ｃ、電気電子
情報実験Ｄ

平成２４年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第二級海上特殊無線技士

電波工学、通信工学基礎、計測工学、
電気電子情報実験Ａ、電気電子情報実
験Ｂ、電気電子情報実験Ｃ、電気電子
情報実験Ｄ、電波法規

平成２４年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第二級海上特殊無線技士

電波工学、通信工学基礎、計測工学、
電気電子情報実験Ⅰ、電気電子情報実
験Ⅱ、電気電子情報実験Ⅲ、電気電子
情報実験Ⅳ、電波法規

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 神奈川大学
工学部電気電子情報
工学科

第二級海上特殊無線技士

電波工学、通信工学基礎、計測工学、
電気電子情報実験Ⅰ、電気電子情報実
験Ⅱ、電気電子情報実験Ⅲ、電気電子
情報実験Ⅳ、電波法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
第二工学部電気工学
科

第三級海上特殊無線技士 通信工学、電波工学、電波法規
平成７年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
第二工学部電気電子
情報工学科

第三級海上特殊無線技士 通信工学、電波工学、電波法規
平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
第二工学部電気工学
科

第一級陸上特殊無線技士
電波工学、通信工学、電気電子計測
Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電波法規

平成７年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 神奈川大学
第二工学部電気電子
情報工学科

第一級陸上特殊無線技士
電波工学、通信工学、電気電子計測
Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電波法規

平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部第一部電気・
電子工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学Ⅰ、通信法規
平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部第一部電気・
電子工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信機器、電波工学Ⅰ、電気・電子基
礎実験、「電気電子応用実験Ⅰ（Ｃの
実験を選択）」又は「電気電子応用実
験Ⅱ（Ｃの実験を選択）」のうちの１
科目、通信法規

平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部第二部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士 電波工学Ⅰ、電波工学Ⅱ
平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気・電子工
学科（昼間主コー
ス・夜間主コース）

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学Ⅰ、通信法規
平成１２年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気・電子工
学科（昼間主コー
ス・夜間主コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学Ⅰ、電気・電子基
礎実験Ⅰ、電気・電子応用実験Ｃ、通
信法規

平成１２年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気電子情報
工学科（昼間主コー
ス・夜間主コース）

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学Ⅰ、通信法規
平成１６年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気電子情報
工学科（昼間主コー
ス・夜間主コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学Ⅰ、電気電子情報
基礎実験Ⅰ、電気電子情報応用実験
Ｃ、通信法規

平成１６年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部情報ネット・
メディア工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学Ⅰ、基礎電気回路
及び演習、情報工学実験Ⅰ、情報工学
実験Ⅱ、通信法規

平成１６年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部情報ネット・
メディア工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学Ⅰ、通信法規
平成１６年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学Ⅰ、通信法規
平成１８年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学Ⅰ、通信法規
平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、通信法規
平成２１年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、通信法規
平成２３年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学Ⅰ、電気電子情報
基礎実験Ⅰ、電気電子情報応用実験
Ｃ、通信法規

平成１８年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学Ⅰ、電気電子情報
基礎実験Ⅰ、電気電子情報応用実験
Ｃ、通信法規

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気電子情報基
礎実験Ⅰ、電気電子情報応用実験Ｃ、
通信法規

平成２１年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気電子情報基
礎実験Ⅰ、電気電子情報応用実験Ｃ、
通信法規

平成２３年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
理工学部理工学科
（電気学系）

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気電子情報基
礎実験Ⅰ、電気電子情報応用実験Ｃ、
通信法規

平成２５年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
理工学部理工学科
（電気学系）

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気電子情報基
礎実験Ⅰ、電気電子情報応用実験Ｂ、
通信法規

平成２７年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
理工学部理工学科
（電気学系）

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、通信法規
平成２５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 関東学院大学
理工学部理工学科
（電気学系）

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、通信法規
平成２９年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
「電磁波工学」又は「電磁波論」のう
ちの１科目、電波法規

平成４年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
「無線機器学」又は「電子機器学」の
うちの１科目、電波工学

昭和４０年４月から昭和４５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
「無線機器学」又は「通信工学」若し
くは「電子機器学」のうちの１科目、
電波工学

昭和４５年４月から昭和４６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
「通信工学」又は「電子機器学」のう
ちの１科目、電波工学

昭和４６年４月から昭和５１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
「通信工学」又は「電子機器学」若し
くは「情報工学第１」のうちの１科
目、電波工学

昭和５１年４月から昭和５４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
「通信工学」又は「情報工学第１」の
うちの１科目、電波工学

昭和５４年４月から昭和５８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
電波工学

昭和５８年４月から昭和６０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
「波動工学」又は「電波工学」のうち
の１科目、「電波工学」又は「電波法
規」のうちの１科目

昭和６０年４月から昭和６１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
「波動工学」又は「電磁波論」若しく
は「電波工学」のうちの１科目、電波
法規

昭和６１年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
「波動工学」又は「電磁界論」のうち
の１科目、電波法規

昭和６２年４月から平成４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
「電磁波工学」又は「電磁波論」のう
ちの１科目、電波法規

平成４年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報工学第１、電波工学、
電磁波論、電磁波線路、電気電子計
測、電気工学実験第１

昭和５７年４月から昭和５８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報工学第１、電波計測、
波動工学、電磁波論、電波工学、電気
電子計測、電気工学実験第１

昭和５９年４月から昭和６０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報工学第１、電波計測、
波動工学、電磁界論、電気電子計測、
電気工学実験第１、電波法規

昭和６３年４月から平成元年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報工学第１、電波計測、
波動工学、電磁界論、電気電子計測、
電気工学実験第１、電波法規

平成元年４月から平成２年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報工学第１、電波計測、
波動工学、電磁界論、電気電子計測、
電気工学実験第１、電波法規

平成２年４月から平成３年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報工学第１、電波計測、
電磁波工学、電磁波論、電気電子計
測、電気工学実験第１、電波法規

平成３年４月から平成４年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報工学第１、電波計測、
電磁波工学、電磁波論、電気電子計
測、電気工学実験第１、電波法規

平成６年４月から平成７年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報工学第１、電波計測、
電磁波工学、電磁波論、電気電子計
測、電気工学実験第１、電波法規

平成７年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
「電磁波工学」又は「電磁波論」のう
ちの１科目、「電気電子計測」又は
「電気工学実験第１」若しくは「電波
計測」のうちの１科目、電波法規

平成４年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「無線機器学」又は「電子機器学」の
うちの１科目、電波工学、「電子計
測」又は「応用電気計測」若しくは
「電子機器学」のうちの１科目

昭和４０年４月から昭和４５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「無線機器学」又は「通信工学」若し
くは「電子機器学」のうちの１科目、
電波工学、「電子計測」又は「応用電
気計測」若しくは「電子機器学」のう
ちの１科目

昭和４５年４月から昭和４６年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「通信工学」又は「電子機器学」のう
ちの１科目、電波工学、「電気電子計
測」又は「電気工学実験第１」若しく
は「電子機器学」のうちの１科目

昭和４６年４月から昭和５１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「通信工学」又は「電子機器学」若し
くは「情報工学第１」のうちの１科
目、電波工学、「電気電子計測」又は
「電気工学実験第１」若しくは「電子
機器学」のうちの１科目

昭和５１年４月から昭和５４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「通信工学」又は「情報工学第１」の
うちの１科目、電波工学、「電気電子
計測」又は「電気工学実験第１」のう
ちの１科目

昭和５４年４月から昭和５８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
電波工学、「電気電子計測」又は「電
気工学実験第１」若しくは「電波計
測」のうちの１科目

昭和５８年４月から昭和６０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
「波動工学」又は「電波工学」のうち
の１科目、「電気電子計測」又は「電
気工学実験第１」若しくは「電波計
測」のうちの１科目、「電波工学」又
は「電波法規」のうちの１科目

昭和６０年４月から昭和６１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
「波動工学」又は「電磁波論」若しく
は「電波工学」のうちの１科目、「電
気電子計測」又は「電気工学実験第
１」若しくは「電波計測」のうちの１
科目、電波法規

昭和６１年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
「波動工学」又は「電磁界論」のうち
の１科目、「電気電子計測」又は「電
気工学実験第１」若しくは「電波計
測」のうちの１科目、電波法規

昭和６２年４月から平成４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

「通信工学」又は「電波計測」若しく
は「情報工学第１」のうちの１科目、
「電磁波工学」又は「電磁波論」のう
ちの１科目、「電気電子計測」又は
「電気工学実験第１」若しくは「電波
計測」のうちの１科目、電波法規

平成４年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学、情報工学第１、電波計測、
波動工学、電磁界論、電気電子計測、
電気工学実験第１、電波法規

平成２年４月から平成３年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学情報工学第１、電波計測、電
磁波工学、電磁波論、電気電子計測、
電気工学実験第１、電波法規

平成３年４月から平成４年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部情報工学科 第三級海上特殊無線技士

「情報通信工学基礎」又は「通信シス
テム」若しくは「通信方式」又は「電
波計測」のうちの１科目、「電磁波
論」又は「光・波動工学」のうちの１
科目、電波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士

「情報通信工学基礎」又は「通信シス
テム」若しくは「通信方式」又は「電
波計測」のうちの１科目、「電磁波
論」又は「光・波動工学」のうちの１
科目、「電気電子計測」又は「電波計
測」のうちの１科目、電波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士

「情報通信工学基礎」又は「通信シス
テム」若しくは「通信方式」又は「電
波計測」のうちの１科目、「電磁波
論」又は「光・波動工学」のうちの１
科目、電波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 慶應義塾大学 理工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

「情報通信工学基礎」又は「通信シス
テム」若しくは「通信方式」又は「電
波計測」のうちの１科目、「電磁波
論」又は「光・波動工学」のうちの１
科目、「電気電子計測」又は「電波計
測」のうちの１科目、電波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電
磁波工学、計測工学、電気電子実験
Ⅰ、電気電子実験Ⅲ、電波法規

平成１４年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電
波法規、電磁波工学、計測工学、電気
電子システム実験Ⅰ、電気電子システ
ム実験Ⅱ

平成２３年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学基礎、情報通信工学、電
波法規、電磁波工学、計測工学、電気
電子システム実験Ⅰ、電気電子システ
ム実験Ⅱ

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学基礎論、情報通信工学、
電波法規、電磁波工学、計測工学、電
気電子システム実験Ⅰ、電気電子シス
テム実験Ⅱ

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電
磁波工学、計測工学、電気電子実験
Ⅰ、電気電子実験Ⅲ、電波法規

平成１４年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電
波法規、電磁波工学、計測工学、電気
電子システム実験Ⅰ、電気電子システ
ム実験Ⅱ

平成２３年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学基礎、情報通信工学、電
波法規、電磁波工学、計測工学、電気
電子システム実験Ⅰ、電気電子システ
ム実験Ⅱ

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学基礎論、情報通信工学、
電波法規、電磁波工学、計測工学、電
気電子システム実験Ⅰ、電気電子シス
テム実験Ⅱ

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電
磁波工学、電波法規

平成１４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学基礎、情報通信工学、電
波法規、電磁波工学

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学基礎論、情報通信工学、
電波法規、電磁波工学

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子物理
工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学基礎論、情報通信工学、
電波法規、電磁波工学、計測工学、電
気電子物理工学実験Ⅰ、電気電子物理
工学実験Ⅱ

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子物理
工学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学基礎論、情報通信工学、
電波法規、電磁波工学、計測工学、電
気電子物理工学実験Ⅰ、電気電子物理
工学実験Ⅱ

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 埼玉大学
工学部電気電子物理
工学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学基礎論、情報通信工学、
電波法規、電磁波工学

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学
工学部一部電気工学
科

第三級海上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
電波法規

平成９年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
電波法規

平成１５年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 無線機器、電波工学、電波法規
平成１８年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学
工学部一部電気工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
電気実験１、電気実験２、電気実験
３、電気実験４、電波法規

平成９年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
電気実験１、電気実験２、電気実験
３、電気実験４、電波法規

平成１５年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学、電気実験１、電
気実験２、電気実験３、電気実験４、
電波法規

平成１８年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学、電気基礎実験、
電気計測実験、電気応用実験、電気
コース実験、電波法規

平成３１年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学
工学部一部電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 無線機器、電波工学、電波法規
平成９年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士 無線機器、電波工学、電波法規
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学
工学部一部電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学、電子実験１、電
子実験２、電子実験３、電子実験４、
電波法規

平成９年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学、電子実験１、電
子実験２、電子実験３、電子実験４、
電波法規

平成１５年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

無線機器、電波工学、電子工学基礎実
験、電子工学基礎実習、電子工学コー
ス実験１、電子工学コース実験２、電
波法規

平成１９年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学、電子工学基礎実
験、電子工学コース実験１、電子工学
コース実験２、電波法規

平成２２年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学
工学部一部通信工学
科

第三級海上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
電波法規

平成９年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学
工学部情報通信工学
科（平成３０年３月
までは通信工学科）

第三級海上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
電波法規

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学
工学部一部通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
通信工学実験、製作実験１、電波法規

平成９年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
通信工学実験、製作実験１、電波法規

平成１５年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
通信工学実験、通信計測、計測システ
ム工学、電波法規

平成１９年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
通信工学実験、通信計測、電波法規

平成２２年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
通信工学実験１、通信工学実験２、通
信計測、電波法規

平成２３年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学 工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
情報通信応用実験１、情報通信応用実
験２、通信計測、電波法規

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学
工学部情報通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
情報通信応用実験１、情報通信応用実
験２、通信計測、電波法規

平成３０年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 芝浦工業大学
工学部情報通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電波工学１、電波工学２、
情報通信応用実験Ａ、情報通信応用実
験Ｂ、通信計測、電波法規

平成３１年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 成蹊大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
「情報通信工学第Ⅱ」又は「電子回路
第Ⅰ」のうちの１科目、電磁波工学、
通信法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 成蹊大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
「情報通信工学第Ⅱ」又は「電子回
路」のうちの１科目、電磁波工学、通
信法規

平成７年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 成蹊大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

「情報通信工学第Ⅱ」又は「電子回路
第Ⅰ」のうちの１科目、電磁波工学、
電気電子工学実験第Ⅰ、「電気磁気測
定法第Ⅰ」又は「電気磁気測定法第
Ⅱ」のうちの１科目、通信法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 成蹊大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

「情報通信工学第Ⅱ」又は「電子回
路」のうちの１科目、電磁波工学、電
気電子工学実験第Ⅰ、「電気磁気測定
法第Ⅰ」又は「電気磁気測定法第Ⅱ」
のうちの１科目、通信法規

平成７年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 玉川大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電磁波工
学、通信法規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 玉川大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報通信システム、電磁波
工学、通信法規

平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 玉川大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電磁波工
学、電気電子計測Ⅰ、通信法規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 玉川大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学、情報通信システム、電磁波
工学、電子計測、通信法規

平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 玉川大学
工学部知能情報シス
テム学科

第三級海上特殊無線技士
通信工学、情報通信システム、電磁波
工学、通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 玉川大学
工学部知能情報シス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、情報通信システム、電磁波
工学、電子計測、通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 玉川大学
工学部機械情報シス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信システム、電磁波工学、セン
サ工学、通信法規

平成２０年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 玉川大学
工学部機械情報シス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信システム、電磁波工学、計測
工学、通信法規

平成２４年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 玉川大学
工学部機械情報シス
テム学科

第二級海上特殊無線技士
情報通信システム、電磁波工学、セン
サ工学、通信法規

平成２０年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 玉川大学
工学部機械情報シス
テム学科

第二級海上特殊無線技士
情報通信システム、電磁波工学、計測
工学、通信法規

平成２４年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 玉川大学
工学部機械情報シス
テム学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信システム、電磁波工学、通信
法規

平成２０年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 玉川大学
工学部機械情報シス
テム学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信システム、電磁波工学、通信
法規

平成２４年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電子工学科
（Ａコース）

第三級海上特殊無線技士
無線通信工学１、無線通信工学２、電
波法

平成１１年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電子工学科
（Ｂコース）

第三級海上特殊無線技士
無線通信工学１、無線通信工学２、電
波法

平成１１年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士
無線通信システム工学、無線通信工
学、電波法

平成１５年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士
無線通信システム工学、無線通信工
学、電波法

平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電子工学科
（Ａコース）

第一級陸上特殊無線技士
無線通信工学１、無線通信工学２、電
子計測１、電波法

平成１１年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電子工学科
（Ｂコース）

第一級陸上特殊無線技士
無線通信工学１、無線通信工学２、電
子計測１、電波法

平成１１年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線通信システム工学、無線通信工
学、計測工学、電波法

平成１５年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線通信システム工学、無線通信工
学、計測工学、電波法

平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電気電子情報
工学科

第二級海上特殊無線技士
無線通信システム工学、無線通信工
学、計測工学、電波法

平成１５年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電気電子情報
工学科

第二級海上特殊無線技士
無線通信システム工学、無線通信工
学、計測工学、電波法

平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電子工学科
（第一部）

第一級陸上特殊無線技士
無線通信工学１、無線通信工学２、電
子計測１、電波法

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電子工学科
（第一部）

第三級海上特殊無線技士
無線通信工学１、無線通信工学２、電
波法

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電子工学科
（第二部）

第一級陸上特殊無線技士
無線通信工学１、無線通信工学２、電
子計測１、電波法

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部電子工学科
（第二部）

第三級海上特殊無線技士
無線通信工学１、無線通信工学２、電
波法

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部情報通信シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信システム工学、無線通信工学、計
測工学、電波法

平成２８年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部情報通信シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士
通信システム工学、無線通信工学、計
測工学、電波法

平成２８年３月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 千葉工業大学
工学部情報通信シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信システム工学、無線通信工学、電
波法

平成２８年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部一部電気・
電子工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、通信法規
平成５年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部電気電子情
報通信工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、通信法規
平成１２年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部電気電子情
報通信工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電磁波工学、通信法規
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部一部電気・
電子工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気磁気測定
法、通信法規

平成５年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部電気電子情
報通信工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気磁気測定
法、通信法規

平成１２年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部電気電子情
報通信工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電磁波工学、電磁気計測、
通信法規

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部電気電子情
報通信工学科

第二級海上特殊無線技士
通信機器、電磁波工学、電磁気計測、
通信法規

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部一部電気・
電子工学科

第二級海上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気磁気測定
法、通信法規

平成５年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部電気電子情
報通信工学科

第二級海上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気磁気測定
法、通信法規

平成１２年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部二部電気・
電子工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、通信法規
平成５年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部二部電気・
電子工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気磁気測定
法、通信法規

平成５年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 中央大学
理工学部二部電気・
電子工学科

第二級海上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気磁気測定
法、通信法規

平成５年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京科学大学
理工学部電子・情報
科学科

第三級海上特殊無線技士
電磁波論、情報通信網、通信方式Ⅰ、
通信方式Ⅱ、電気通信関係法

平成６年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京科学大学
理工学部メディアサ
イエンス学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信網、通信工学Ⅰ、通信工学
Ⅱ、移動体通信、電気通信関係法

平成９年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京科学大学
理工学部メディアサ
イエンス学科

第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、移動体通
信、コンピュータネットワーク、電気
通信関係法

平成１２年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 帝京科学大学
理工学部電子・情報
科学科

第一級陸上特殊無線技士
電磁波論、情報通信網、通信方式Ⅰ、
通信方式Ⅱ、集積システム実験、電子
計測、電気通信関係法

平成７年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京科学大学
理工学部メディアサ
イエンス学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信網、通信工学Ⅰ、通信工学
Ⅱ、移動体通信、集積システム実験、
電子計測、電気通信関係法

平成９年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京科学大学
理工学部メディアサ
イエンス学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、移動体通
信、コンピュータネットワーク、電子
計測、集積システム実験、電気通信関
係法

平成１２年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学 理工学部情報科学科 第三級海上特殊無線技士

「情報伝送システム」又は「伝送工
学」若しくは「通信方式」のうちの１
科目、電磁波工学、「電波法規」又は
「電波法及び電気通信法」のうちの１
科目

平成５年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学 理工学部情報科学科 第三級海上特殊無線技士
「伝送工学」又は「通信方式」のうち
の１科目、電磁波工学、電波法及び電
気通信法

平成７年４月から平成２３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学 理工学部情報科学科 第三級海上特殊無線技士
伝送工学、電磁波工学、計測工学、電
気磁気計測、電波法、電気通信法

平成６年４月から平成７年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学 理工学部情報科学科 第三級海上特殊無線技士
通信方式、伝送工学、電磁波工学、計
測工学、電気磁気計測、電波法、電気
通信法

平成７年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 帝京大学 理工学部情報科学科 第一級陸上特殊無線技士

「情報伝送システム」又は「伝送工
学」若しくは「通信方式」のうちの１
科目、電磁波工学、「計測論」又は
「計測工学」若しくは「電気磁気計
測」のうちの１科目、「電波法規」又
は「電波法及び電気通信法」のうちの
１科目

平成５年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学 理工学部情報科学科 第一級陸上特殊無線技士
「伝送工学」又は「通信方式」のうち
の１科目、電磁波工学、電気磁気計
測、電波法及び電気通信法

平成７年４月から平成２３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学 理工学部情報科学科 第一級陸上特殊無線技士
伝送工学、電磁波工学、計測工学、電
気磁気計測、電波法、電気通信法

平成６年４月から平成７年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学 理工学部情報科学科 第一級陸上特殊無線技士
通信方式、伝送工学、電磁波工学、計
測工学、電気磁気計測、電波法、電気
通信法

平成７年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部電気・電子
システム工学科

第三級海上特殊無線技士

「電気電子設備学Ⅰ」又は「通信方
式」若しくは「通信方式Ⅱ」のうちの
１科目、電磁波工学、「電波法規」又
は「電波法及び電気通信法」のうちの
１科目

平成５年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部電気・電子
システム工学科

第三級海上特殊無線技士
「通信方式」又は「通信方式Ⅱ」のう
ちの１科目、電磁波工学、電波法及び
電気通信法

平成７年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部電気・電子
システム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式Ⅱ、電磁波工学、電波法及び
電気通信法

平成９年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部電気・電子
システム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式２、電磁波工学、電波法及び
電気通信法

平成１２年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部電気・電子
システム工学科

第一級陸上特殊無線技士

「電気電子設備学Ⅰ」又は「通信方
式」若しくは「通信方式Ⅱ」のうちの
１科目、電磁波工学、「電気計測シス
テム」又は「電気磁気計測」若しくは
「計測システム」のうちの１科目、
「電波法規」又は「電波法及び電気通
信法」のうちの１科目

平成５年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部電気・電子
システム工学科

第一級陸上特殊無線技士

「通信方式」又は「通信方式Ⅱ」のう
ちの１科目、電磁波工学、「電気磁気
計測」又は「電気計測システム」のう
ちの１科目、電波法及び電気通信法

平成７年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部電気・電子
システム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式Ⅱ、電磁波工学、「電気磁気
計測」又は「電気計測システム」のう
ちの１科目、電波法及び電気通信法

平成９年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部電気・電子
システム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式２、電磁波工学、「電気磁気
計測」又は「電気計測システム」のう
ちの１科目、電波法及び電気通信法

平成１２年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部ヒューマン
情報システム学科

第一級陸上特殊無線技士
通信システム、電磁波科学、アナログ
回路システム、電波法及び電気通信法

平成２０年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部ヒューマン
情報システム学科

第三級海上特殊無線技士
通信システム、電磁波科学、電波法及
び電気通信法

平成２０年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部情報電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信システム、電磁波科学、電波法及
び電気通信法

平成２７年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部情報電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信システム、電磁波工学、電波法及
び電気通信法

平成２８年４月から令和１１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部情報電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信システム、電磁波工学、電子回
路、電波法及び電気通信法

平成２８年４月から令和１１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部情報科学科
（通信教育課程）

第一級陸上特殊無線技士
通信方式、電磁気学２、電子回路２、
電波法及び電気通信法

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部情報科学科
（通信教育課程）

第三級海上特殊無線技士
通信方式、電磁気学２、電波法及び電
気通信法

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京大学
理工学部　情報電子
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信システム、電磁波科学、アナログ
回路システム、電波法及び電気通信法

平成２７年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京平成大学 情報学部情報工学科 第二級海上特殊無線技士

情報機器、通信工学、センサー工学、
電波工学、物理演習、ハードウェア基
礎、ハードウェア実験Ⅰ、情報工学実
験Ⅱ、通信法規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 帝京平成大学 情報学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士

情報機器、通信工学、センサー工学、
電波工学、物理演習、ハードウェア基
礎、ハードウェア実験Ⅰ、情報工学実
験Ⅱ、通信法規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部情報通
信工学科

第二級海上特殊無線技士
通信システム、電磁波工学、計測工
学、通信法規

平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子情
報学科

第三級海上特殊無線技士
電子情報学実験第三、「アンテナ・伝
搬工学」又は「電磁波工学」のうちの
１科目、通信運用学

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士 通信システム、電磁波工学、通信法規
平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電波通
信学科

第三級海上特殊無線技士
電子機器学、「電磁波伝送論」又は
「空中線工学」のうちの１科目、電気
通信法規論第一

昭和５６年４月から昭和６１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電波通
信学科

第三級海上特殊無線技士
電子機器学第一、電波伝播学、電気通
信法規論第一

昭和４９年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電波通
信学科

第三級海上特殊無線技士
電子機器学、電波伝播学、電気通信法
規論第一

昭和５４年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子情
報学科

第三級海上特殊無線技士

「電子機器学」の１科目又は「宇宙・
海洋通信システム、宇宙・海洋通信シ
ステム演習」の２科目、「電波伝播」
又は「空中線工学」若しくは「電磁波
工学」のうちの１科目、「電気通信法
規論第一」又は「通信運用学第一」の
うちの１科目

昭和５８年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子情
報学科

第三級海上特殊無線技士
宇宙海洋通信システム、宇宙海洋通信
システム演習、電磁波工学、通信運用
学

昭和６３年４月から平成９年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信システム、電磁波工学、計測工
学、通信法規

平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電波通
信学科

第一級陸上特殊無線技士

電子機器学、「電磁波伝送論」又は
「空中線工学」のうちの１科目、「電
子計測」の１科目又は「電気計測、工
学実験第三」の２科目、電気通信法規
論第一

昭和５６年４月から昭和６１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電波通
信学科

第一級陸上特殊無線技士
電子機器学第一、電波伝播学、電気測
定学第一、工学実験第二、電気通信法
規論第一

昭和４９年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電波通
信学科

第一級陸上特殊無線技士
電子機器学、電波伝播学、電気測定学
第二、工学実験第三、電気通信法規論
第一

昭和５４年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子情
報学科

第一級陸上特殊無線技士

「電子機器学」の１科目又は「宇宙・
海洋通信システム、宇宙・海洋通信シ
ステム演習」の２科目、「電波伝播」
又は「空中線工学」若しくは「電磁波
工学」のうちの１科目、「電子計測」
の１科目又は「電気計測、工学実験第
三」の２科目、「電気通信法規論第
一」又は「通信運用学第一」のうちの
１科目

昭和５８年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子情
報学科

第一級陸上特殊無線技士

宇宙海洋通信システム、宇宙海洋通信
システム演習、電磁波工学、「電子計
測」の１科目又は「電気計測、電子情
報学実験第三」の２科目、通信運用学

昭和６３年４月から平成９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子情
報学科

第一級陸上特殊無線技士
電子情報学実験第三、「アンテナ・伝
搬工学」又は「電磁波工学」のうちの
１科目、計測工学、通信運用学

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第二級海上特殊無線技士
電子システム、「アンテナと電波」又
は「電磁波工学」のうちの１科目、計
測工学、電波法

平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第三級海上特殊無線技士 電子機器学第一、電波伝播学、電波法
昭和４９年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第三級海上特殊無線技士 電子機器学、電波伝播学、電波法
昭和５４年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
電子システム、「電磁波工学」又は
「アンテナと電波」のうちの１科目、
電波法

平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
電子システム、「電磁波工学」又は
「アンテナと電波」のうちの１科目、
電波法

平成６年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
電子システム、「電磁波工学」又は
「アンテナと電波」のうちの１科目、
電波法

平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電子機器学第一、電波伝播学、電気測
定学第二、工学実験第二、電波法

昭和４９年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電子機器学、電波伝播学、電気測定学
第二、工学実験第三、電波法

昭和５４年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

電子機器学、「電波伝播」又は「電磁
波工学」のうちの１科目、「電子計
測」の１科目又は「電気計測、工学実
験第三」の２科目、電波法

昭和５６年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電子システム、「電磁波工学」又は
「アンテナと電波」のうちの１科目、
計測工学、電波法

平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

電子機器学、「電波伝播」又は「電磁
波工学」若しくは「アンテナ工学」の
うちの１科目、「電子計測」の１科目
又は「電気計測、電子工学実験第三」
の２科目、電波法

昭和６３年４月から平成９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

電子システム、「電磁波工学」又は
「アンテナと電波」のうちの１科目、
「電子計測」の１科目又は「電気計
測、電子工学実験第三」の２科目、電
波法

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部応用電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士

電子機器学、「電磁波工学」又は「電
波伝搬」若しくは「空中線工学」のう
ちの１科目、「電子計測」の１科目又
は「電気計測、工学実験第三」の２科
目、電波法

昭和５６年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部応用電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士

電子機器学、「電磁波伝送論第一」又
は「電磁波伝送論第二」若しくは「空
中線工学」のうちの１科目、電気測定
学第二、工学実験第三、電波法

昭和５４年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部応用電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士

電子機器学、「電磁波工学」又は「電
波伝搬」若しくは「空中線工学」のう
ちの１科目、「電子計測」の１科目又
は「電気計測、工学実験第三」の２科
目、電波法

昭和５６年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部応用電
子工学科

第三級海上特殊無線技士
電子機器学、「電磁波工学」又は「電
波伝搬」若しくは「空中線工学」のう
ちの１科目、電波法

昭和５６年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部応用電
子工学科

第三級海上特殊無線技士

「電子機器学第一」又は「電子機器学
第二」のうちの１科目、「電磁波伝送
論第一」又は「電磁波伝送論第二」若
しくは「空中線工学」のうちの１科
目、電波法

昭和４９年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部応用電
子工学科

第三級海上特殊無線技士
電子機器学、「電磁波伝送論第一」又
は「電磁波伝送論第二」若しくは「空
中線工学」のうちの１科目、電波法

昭和５４年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部応用電
子工学科

第三級海上特殊無線技士
電子機器学、「電磁波工学」又は「電
波伝播」若しくは「空中線工学」のう
ちの１科目、電波法

昭和５６年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子情
報学科（夜間主コー
ス）

第三級海上特殊無線技士
電子情報学実験第三、電磁波工学、通
信運用学

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子情
報学科（夜間主コー
ス）

第三級海上特殊無線技士
電子情報学実験第三、電磁波工学、通
信運用学

昭和６３年４月から平成９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子情
報学科（夜間主コー
ス）

第一級陸上特殊無線技士
電子情報学実験第三、電磁波工学、計
測工学、通信運用学

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子情
報学科（夜間主コー
ス）

第一級陸上特殊無線技士

電子情報学実験第三、電磁波工学、
「電子計測」の１科目又は「電気計
測、電子情報学実験第三」の２科目、
通信運用学

昭和６３年４月から平成９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部通信工
学科

第三級海上特殊無線技士 電子機器学第一、電波伝播学、電波法
昭和４９年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部通信工
学科

第三級海上特殊無線技士 電子機器学、電波伝播学、電波法
昭和５４年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部通信工
学科

第三級海上特殊無線技士
電子機器学、「電波伝播」又は「電磁
波工学」のうちの１科目、電波法

昭和５６年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部通信工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電子機器学第一、電波伝播学、電気測
定学第二、工学実験第二、電波法

昭和４９年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部通信工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電子機器学、電波伝播学、電気測定学
第二、工学実験第三、電波法

昭和５４年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部通信工
学科

第一級陸上特殊無線技士

電子機器学、「電波伝播」又は「電磁
波工学」のうちの１科目、「電子計
測」の１科目又は「電気計測、工学実
験第三」の２科目、電波法

昭和５６年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科（夜間主コー
ス）

第三級海上特殊無線技士
電子機器学、「電波伝播」又は「電磁
波工学」若しくは「アンテナ工学」の
うちの１科目、電波法

昭和６３年４月から平成９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科（夜間主コー
ス）

第三級海上特殊無線技士
電子システム、「電磁波工学」又は
「アンテナと電波」のうちの１科目、
電波法

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部応用電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士

「電子機器学第一」又は「電子機器学
第二」のうちの１科目、「電磁波伝送
論第一」又は「電磁波伝送論第二」若
しくは「空中線工学」のうちの１科
目、電気測定学第二、工学実験第二、
電波法

昭和４９年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科（夜間主コー
ス）

第一級陸上特殊無線技士

電子システム、「電磁波工学」又は
「アンテナと電波」のうちの１科目、
「電子計測」の１科目又は「電気計
測、電子工学実験第三」の２科目、電
波法

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学
電気通信学部電子工
学科（夜間主コー
ス）

第一級陸上特殊無線技士

電子機器学、「電波伝播」又は「電磁
波工学」若しくは「アンテナ工学」の
うちの１科目、「電子計測」の１科目
又は「電気計測、電子工学実験第三」
の２科目、電波法

昭和６３年４月から平成９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学 情報理工学部 第一級陸上特殊無線技士
通信システム学又は電子機器システム
学、電磁波工学、計測工学または電気
電子計測、通信法規

平成２２年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学 情報理工学部 第二級海上特殊無線技士
通信システム学又は電子機器システム
学、電磁波工学、計測工学または電気
電子計測、通信法規

平成２２年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学 情報理工学部 第三級海上特殊無線技士
通信システム学又は電子機器システム
学、電磁波工学、通信法規

平成２２年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学 情報理工学域 第一級陸上特殊無線技士
通信システム学又は電子機器システム
学、電磁波工学、計測工学または電気
電子計測、通信法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学 情報理工学域 第二級海上特殊無線技士
通信システム学又は電子機器システム
学、電磁波工学、計測工学または電気
電子計測、通信法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 電気通信大学 情報理工学域 第三級海上特殊無線技士
通信システム学又は電子機器システム
学、電磁波工学、通信法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東海大学 工学部通信工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学、電波工学、電気通信法
平成８年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学 工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学、電波工学、電子情報計測、
電気通信法

平成８年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
電子機器、基礎電気磁気学・同演習、
波動理論、法規

平成８年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
電子機器、基礎電気磁気学・同演習、
波動理論、電気電子計測、法規

平成８年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信機器、衛星通信、電磁波の基礎、
高周波回路、計測の基礎、電気電子工
学実験１、電気電子工学実験３、電気
通信法

平成２２年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信機器、衛星通信、電気磁気学３、
伝送回路、電磁波工学、計測の基礎、
電気電子工学実験１、電気電子工学実
験３、電気通信法、

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信機器、電磁波工学基礎、伝送工
学、計測工学基礎、電気・電子情報工
学基礎実験、電気・電子情報工学実験
Ａ、電気通信法

令和４年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信機器、電磁波の基礎、高周波回
路、計測の基礎、電気電子工学実験
１、電気電子工学実験３、電気通信法

平成２２年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東海大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

通信機器、電気磁気学３、伝送回路、
電磁波工学、計測の基礎、電気電子工
学実験１、電気電子工学実験３、電気
通信法、

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

通信機器、電磁波工学基礎、伝送工
学、計測工学基礎、電気・電子情報工
学基礎実験、電気・電子情報工学実験
Ａ、電気通信法

令和４年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
第二工学部電気工学
科通信工学専攻

第三級海上特殊無線技士 通信工学、電波工学、電気通信法
平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
第二工学部電気工学
科通信工学専攻

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、電波工学、電子情報計測、
電気通信法

平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
第二工学部電気工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信システム工学、応用電波工
学、電気通信法

平成１３年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
第二工学部電気工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信システム工学、応用電波工
学、電子情報計測、電気通信法

平成１３年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
第二工学部電気工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報通信システム工学、応用電波工
学、電子情報計測、電気通信法

平成１３年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
第二工学部情報シス
テム学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信システム工学、応用電波工
学、電気通信法

平成１４年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
第二工学部情報シス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信システム工学、応用電波工
学、電子情報計測、電気通信法

平成１４年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東海大学
第二工学部情報シス
テム学科

第二級海上特殊無線技士
情報通信システム工学、応用電波工
学、電子情報計測、電気通信法

平成１４年４月から平成２５年４月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
電子情報学部エレク
トロニクス学科

第三級海上特殊無線技士 電子機器、電波工学、電波法規
平成１３年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
電子情報学部エレク
トロニクス学科

第一級陸上特殊無線技士
電子機器、電波工学、電子情報計測、
電子系基礎実験Ⅰ、電子系基礎実験
Ⅱ、電波法規

平成１３年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
電子情報学部エレク
トロニクス学科

第二級海上特殊無線技士
電子機器、電波工学、電子系基礎実験
Ⅰ、電子系基礎実験Ⅱ、電波法規

平成１３年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
電子情報学部コミュ
ニケーション工学科

第三級海上特殊無線技士 通信工学、電波工学、電気通信法
平成１３年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
電子情報学部コミュ
ニケーション工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、電波工学、電子情報計測、
電気通信法

平成１３年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
電子情報学部コミュ
ニケーション工学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、電波工学、電子情報計測、
電気通信法

平成１３年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
情報理工学部情報通
信電子工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、電子通信機器、電波工学、
電子通信工学基礎実験Ⅰ、電子通信工
学基礎実験Ⅱ、電子通信工学実験Ⅰ、
電子通信工学実験Ⅱ、電気通信法

平成１８年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東海大学
情報理工学部情報通
信電子工学科

第二級海上特殊無線技士

通信工学、電子通信機器、電波工学、
電子通信工学基礎実験Ⅰ、電子通信工
学基礎実験Ⅱ、電子通信工学実験Ⅰ、
電子通信工学実験Ⅱ、電気通信法

平成１８年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
情報デザイン工学部
情報システム学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信システム工学、応用電波工
学、電子情報計測、電気通信法

平成１８年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
情報デザイン工学部
情報システム学科

第二級海上特殊無線技士
情報通信システム工学、応用電波工
学、電子情報計測、電気通信法

平成１８年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東海大学
情報デザイン工学部
情報システム学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信システム工学、応用電波工
学、電気通信法

平成１８年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工業大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士

通信方式、電気工学実験第二、電力・
電子工学実験第一、電磁波、電磁波伝
送工学及び電波法、電気・電子計測、
電気工学実験第一

平成５年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工業大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士

通信方式、電気工学実験第二（Ｌ１ゼ
ミ）、電力・電子工学実験第一、電磁
波、電磁波伝送工学及び電波法、電
気・電子計測、電気工学実験第一

平成９年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工業大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士

通信方式、電気電子工学実験第一、電
気電子工学実験第二（Ｌ１ゼミ）、電
気電子工学実験第三、電磁波、電磁波
伝送工学及び電波法

平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信方式、電気工学実験第二、電力・
電子工学実験第一、電磁波伝送工学及
び電波法、電磁波、電気・電子計測、
電気工学実験第一

平成５年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信方式、電気電子工学実験第二（Ｌ
１ゼミ）、電力・電子工学実験第一、
電磁波伝送工学及び電波法、電磁波、
電気・電子計測、電気工学実験第一

平成９年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信方式、電気電子工学実験第一、電
気電子工学実験第二（Ｌ１ゼミ）、電
気電子工学実験第三、電磁波、電気・
電子計測、電磁波伝送工学及び電波法

平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 東京工芸大学 工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電子通信シ
ステム、電波工学、電気計測Ⅰ、電気
計測Ⅱ、応用電子計測、電子情報工学
基礎実験Ⅰ、電子情報工学基礎実験
Ⅱ、電子情報工学基礎実験Ⅲ、電子情
報工学実験Ⅰ、電子情報工学実験Ⅱ、
通信法規

平成８年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工芸大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電子通信シ
ステム、電波工学、電気計測Ⅰ、電気
計測Ⅱ、応用電子計測、電子情報工学
基礎実験Ⅰ、電子情報工学基礎実験
Ⅱ、電子情報工学基礎実験Ⅲ、電子情
報工学実験Ⅰ、電子情報工学実験Ⅱ、
通信法規

平成１２年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京工芸大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士

通信工学、電子通信システム、電波工
学、電気計測、応用電子計測、電子情
報工学基礎実験Ⅰ、電子情報工学基礎
実験Ⅱ、電子情報工学基礎実験Ⅲ、電
子情報工学実験Ⅰ、電子情報工学実験
Ⅱ、通信法規

平成１３年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工芸大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電子通信シ
ステム、電波工学、通信法規

平成８年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工芸大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電子通信シ
ステム、電波工学、通信法規

平成１２年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工芸大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電子通信システム、電波工
学、通信法規

平成１３年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工芸大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電子通信シ
ステム、電波工学、電気計測Ⅰ、電気
計測Ⅱ、応用電子計測、電子情報工学
基礎実験Ⅰ、電子情報工学基礎実験
Ⅱ、電子情報工学基礎実験Ⅲ、電子情
報工学実験Ⅰ、電子情報工学実験Ⅱ、
通信法規

平成８年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工芸大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電子通信シ
ステム、電波工学、電気計測Ⅰ、電気
計測Ⅱ、応用電子計測、電子情報工学
基礎実験Ⅰ、電子情報工学基礎実験
Ⅱ、電子情報工学基礎実験Ⅲ、電子情
報工学実験Ⅰ、電子情報工学実験Ⅱ、
通信法規

平成１２年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京工芸大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、電子通信システム、電波工
学、電気計測、応用電子計測、電子情
報工学基礎実験Ⅰ、電子情報工学基礎
実験Ⅱ、電子情報工学基礎実験Ⅲ、電
子情報工学実験Ⅰ、電子情報工学実験
Ⅱ、通信法規

平成１３年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京工芸大学
工学部システム電子
情報学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、電子通信システム、電波工
学、電気電子計測、応用電子計測、電
子情報工学基礎実験Ⅰ、電子情報工学
基礎実験Ⅱ、電子情報工学実験Ⅰ、電
子情報工学実験Ⅱ、通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 東京工芸大学
工学部システム電子
情報学科

第二級海上特殊無線技士

通信工学、電子通信システム、電波工
学、電気電子計測、応用電子計測、電
子情報工学基礎実験Ⅰ、電子情報工学
基礎実験Ⅱ、電子情報工学実験Ⅰ、電
子情報工学実験Ⅱ、通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 東京工芸大学
工学部システム電子
情報学科

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電子通信システム、電波工
学、通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部電気通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
無線システム工学、画像工学、アンテ
ナ工学、電波伝搬工学、通信法規

平成４年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部電気通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、画像工学、アンテ
ナ工学、電波伝搬工学、高周波測定、
通信法規

平成４年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
無線システム工学、画像工学、アンテ
ナ工学、電波伝搬工学、通信法規

平成５年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナ工学、電波伝搬工学、通
信法規

平成７年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナ工学、電波伝搬工学、通
信法規

平成８年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナおよび電波伝搬、通信法
規

平成９年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部情報通信工学
科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、マルチメ
ディア通信工学、高周波の基礎、通信
法規

平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、画像工学、アンテ
ナ工学、電波伝搬工学、高周波測定、
通信法規

平成５年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナ工学、電波伝搬工学、高
周波測定、通信法規

平成７年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナ工学、電波伝搬工学、高
周波回路および測定、通信法規

平成８年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナおよび電波伝搬、高周波
回路および測定、通信法規

平成９年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部情報通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、マルチメ
ディア通信工学、高周波の基礎、計測
制御工学、通信法規

平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬とアンテナ工
学、通信法規

平成４年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 無線機器学、電磁波工学、通信法規
平成９年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電磁波工学、通信法規
平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電磁波工学、通信法規
平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬とアンテナ工
学、電子計測、高周波測定、通信法規

平成４年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第一部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電磁波工学、電子計測、
高周波回路、通信法規

平成９年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電磁波工学、電気電子計
測、高周波回路、通信法規

平成１９年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電磁波工学、電気電子計
測、高周波回路、通信法規

平成２０年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電磁波工学、電子計測、高
周波回路、通信法規

平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電磁波工学、電子計測、高
周波回路、通信法規

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電磁波工学、電子計測、高
周波回路、通信法規

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電磁波工学、電子計測、高
周波回路、通信法規

平成３０年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電磁波工学、電子計測、高
周波回路、通信法規

平成３１年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電磁波工学、電子計測、高
周波回路、通信法規

令和２年４月から令和６年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電磁波工学、電子計測、高
周波回路、通信法規

令和３年４月から令和７年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電磁波工学、電子計測、高
周波回路、通信法規

令和４年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電磁波工学、通信法規、
平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電磁波工学、通信法規
平成３０年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電磁波工学、通信法規
平成３１年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電磁波工学、通信法規
令和２年４月から令和６年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電磁波工学、通信法規
令和３年４月から令和７年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部電子システム
工学科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電磁波工学、通信法規
令和４年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電気通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
無線システム工学、画像工学、アンテ
ナ工学、電波伝搬工学、通信法規

平成４年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電気電
子工学科

第三級海上特殊無線技士
無線機器学、光・電磁波工学、通信法
規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電気通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、画像工学、アンテ
ナ工学、電波伝搬工学、高周波測定、
通信法規

平成４年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナ工学、電波伝搬工学、通
信法規

平成５年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナおよび電波伝搬、通信法
規

平成１０年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、通信法規

平成１４年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法規

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、通信法規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、通信法規

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、通信法規

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、通信法規

平成３０年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、通信法規

平成３１年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、通信法規

令和２年４月から令和６年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、通信法規

令和３年４月から令和７年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、通信法規

令和４年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナ工学、電波伝搬工学、高
周波測定、通信法規

平成５年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナ工学、電波伝搬工学、高
周波回路および測定、通信法規

平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法規

平成１４年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法規

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線システム工学、マルチメディア工
学、アンテナおよび電波伝搬、電子計
測、通信法規

平成１０年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法規

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法
規、

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法規

平成３０年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法規

平成３１年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法規

令和２年４月から令和６年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法規

令和３年４月から令和７年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部情報通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスシステム工学、通信システ
ム、電波工学、計測と制御、通信法規

令和４年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電子工
学科

第三級海上特殊無線技士 無線機器学、電磁波工学、通信法規
平成１０年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬とアンテナ工
学、通信法規

平成４年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬とアンテナ工
学、電子計測Ⅰ、電子計測Ⅱ、高周波
測定、通信法規

平成４年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電磁波工学、電子計測、
高周波回路、通信法規

平成１０年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬とアンテナ工
学、電子計測、高周波測定、通信法規

平成７年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電気電
子工学科

第三級海上特殊無線技士
無線機器学、光・電磁波工学、通信法
規

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電気電
子工学科

第三級海上特殊無線技士
無線機器学、光・電磁波工学、通信法
規

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電気電
子工学科

第三級海上特殊無線技士
無線機器学、光・電磁波工学、通信法
規、

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電気電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、光・電磁波工学、電気電
子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、高周波回
路、通信法規

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電気電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、光・電磁波工学、電気電
子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、高周波回
路、通信法規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電気電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、光・電磁波工学、電気電
子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、高周波回
路、通信法規

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京電機大学
工学部第二部電気電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、光・電磁波工学、電気電
子計測Ⅰ、電子電子計測Ⅱ、高周波回
路、通信法規、

平成２９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京都立大学
工学部電気工学科第
一部

第三級海上特殊無線技士
通信方式、電波光波工学第二、電波法
規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京都立大学
工学部電気工学科第
一部

第一級陸上特殊無線技士

通信方式、電波光波工学第二、「電気
工学実験第二（Ｃ：情報・通信分野を
選択）」又は「電気工学実験第三
（Ｃ：情報・通信分野を選択）」のう
ちの１科目、電波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 東京都立大学
工学部電気工学科第
二部

第三級海上特殊無線技士
通信方式、電波光波工学第二、電波法
規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 東京都立大学
工学部電気工学科第
二部

第一級陸上特殊無線技士

通信方式、電波光波工学第二、「電気
工学実験第二（Ｃ：情報・通信分野を
選択）」又は「電気工学実験第三
（Ｃ：情報・通信分野を選択）」のう
ちの１科目、電波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 東京都立大学
工学部電子・情報工
学科第一部

第三級海上特殊無線技士
通信方式、電波光波工学第二、電波法
規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 東京都立大学
工学部電子・情報工
学科第一部

第一級陸上特殊無線技士

通信方式、電波光波工学第二、「電子
情報工学実験第二（Ｃ：情報・通信分
野を選択）」又は「電子情報工学実験
第三（Ｃ：情報・通信分野を選択）」
のうちの１科目、電波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 東京都立大学
工学部電子・情報工
学科第二部

第三級海上特殊無線技士
通信方式、電波光波工学第二、電波法
規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 東京都立大学
工学部電子・情報工
学科第二部

第一級陸上特殊無線技士

通信方式、電波光波工学第二、「電子
情報工学実験第二（Ｃ：情報・通信分
野を選択）」又は「電子情報工学実験
第三（Ｃ：情報・通信分野を選択）」
のうちの１科目、電波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
伝送工学、電気通信工学Ⅱ、電気工学
実験Ⅱ、マイクロ波工学、電波法

平成４年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京理科大学
理工学部電気電子情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
伝送工学、電気通信工学Ⅱ、電気工学
実験Ⅱ、マイクロ波工学、電波法

平成１４年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
理工学部電気電子情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
伝送工学、電気通信工学Ⅱ、電気工学
実験Ⅱ、マイクロ波工学、電波システ
ム工学、電波法

平成１５年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
理工学部電気電子情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
電気工学実験Ⅱ、伝送工学Ⅰ、伝送工
学Ⅱ、電気通信工学Ⅱ、電波システム
工学、マイクロ波工学、電波法

平成２７年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
理工学部電気電子情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
電気工学実験Ⅱ、伝送工学Ⅰ、伝送工
学Ⅱ、電気通信工学Ⅱ、電波システム
工学、マイクロ波工学、電波法

平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
理工学部電気電子情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
電気工学実験２、伝送工学１、伝送工
学２、電気通信工学２、電波システム
工学、マイクロ波工学、電波法

令和２年４月から令和１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
理工学部電気電子情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士

伝送工学、電気通信工学Ⅱ、電気工学
実験Ⅱ、電波システム工学、マイクロ
波工学、電気磁気測定Ⅰ、電子計測、
電気工学実験Ⅰ、電波法

平成１５年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
理工学部電気電子情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士

電気磁気測定Ⅰ、電気工学実験Ⅰ、電
気工学実験Ⅱ、伝送工学Ⅰ、伝送工学
Ⅱ、電気通信工学Ⅱ、電波システム工
学、マイクロ波工学、電子計測、電波
法

平成２７年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
理工学部電気電子情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士

電気磁気測定Ⅰ、電気工学実験Ⅰ、電
気工学実験Ⅱ、伝送工学Ⅰ、伝送工学
Ⅱ、電気通信工学Ⅱ、電波システム工
学、マイクロ波工学、電子計測、電波
法

平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京理科大学
理工学部電気電子情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士

電気磁気測定１、電気工学実験１、電
気工学実験２、伝送工学１、伝送工学
２、電気通信工学２、電波システム工
学、マイクロ波工学、電子計測、電波
法

令和２年４月から令和１３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第一部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信機器学Ⅰ、通信機器学Ⅱ、電波工
学、電波法規

昭和６２年４月から昭和６３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第一部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式Ⅰ、通信方式Ⅱ、アンテナ・
伝搬、電波法規

昭和６３年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第一部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式１、通信方式２、アンテナ・
伝搬、電気計測１、電気計測２、電波
法規

平成１４年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第一部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式１、通信方式２、アンテナ・
伝搬、電波法規

平成２２年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第一部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式１、通信方式２、アンテナ・
伝搬、電波法規

平成２７年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第一部電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器学Ⅰ、通信機器学Ⅱ、電波工
学、電気磁気測定、電波法規

昭和６２年４月から昭和６３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第一部電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式Ⅰ、通信方式Ⅱ、マイクロ
波・光波伝送、アンテナ・伝搬、電気
計測Ⅰ、電気計測Ⅱ、電波法規

昭和６３年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第一部電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式１、通信方式２、マイクロ
波・光波電送、アンテナ・伝搬、電気
計測１、電気計測２、電波法規

平成１４年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第一部電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式１、通信方式２、マイクロ
波・光波伝送、アンテナ・伝搬、電気
計測１、電気計測２、電波法規

平成２２年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第一部電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式１、通信方式２、マイクロ波
工学、アンテナ・伝搬、計測工学１、
計測工学２、電波法規

平成２７年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第二部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士 電気通信工学、電波工学、電波法規
平成元年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第二部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
電気通信工学Ⅰ、電気通信工学Ⅱ、ア
ンテナと電波伝搬、電波法規

平成８年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第二部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
電気通信工学１、電気通信工学２、ア
ンテナと電波伝搬、電波法規

平成１５年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第二部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
電気通信工学、アンナテと電波伝搬、
電波法規

平成１９年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第二部電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
電気通信工学、アンテナと電波伝搬、
電波法規

平成２０年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第二部電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電気通信工学、電波工学、電気磁気測
定、電波法規

平成元年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第二部電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電気通信工学Ⅰ、電気通信工学Ⅱ、ア
ンテナと電波伝搬、電気磁気計測Ⅰ、
電気磁気計測Ⅱ、電波法規

平成８年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第二部電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電気通信工学１、電気通信工学２、ア
ンテナと電波伝搬、電気磁気計測１、
電気磁気計測２、電波法規

平成１５年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第二部電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電気通信工学、アンテナと電波伝搬、
電気磁気計測１、電気磁気計測２、電
波法規

平成１９年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学
工学部第二部電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電気通信工学、アンテナと電波伝搬、
電気磁気計測、電波法規

平成２０年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信方式１、通信方式２、マイクロ波
工学、アンテナ・伝搬、計測工学１、
計測工学２、電波法規

平成２８年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信方式１、通信方式２、マイクロ波
工学、アンテナ・伝搬、計測工学、電
波法規

令和２年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東京理科大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信方式１、通信方式２、アンテナ・
伝搬、電波法規

平成２８年４月から令和１４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
無線機器学、電波工学Ⅰ、電波工学
Ⅱ、電波法規無線施設管理

昭和６３年４月から平成６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電波工学Ⅰ、電波工学
Ⅱ、電気電子工学実験Ⅱ、電波法規無
線施設管理

昭和６３年４月から平成６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
無線機器学、電波工学Ⅰ、電波工学
Ⅱ、電波法規無線施設管理

平成３年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東洋大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信機器学、電磁波工学、電波法規無
線施設管理

平成６年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
無線通信機器、電磁波工学、電波法規
無線施設管理

平成１３年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電波工学Ⅰ、電波工学
Ⅱ、電気電子工学実験Ⅱ、電波法規無
線施設管理

平成３年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器学、電磁波工学、電気電子工
学実験Ｂ、電波法規無線施設管理

平成６年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線通信機器、電磁波工学、電気電子
工学実験Ⅱ、電波法規無線施設管理

平成１３年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
無線通信機器、電波工学、電波法規無
線施設管理

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線通信機器、電波工学、電気電子情
報実験Ｂ、電波法規無線施設管理

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学
理工学部電気電子情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
無線通信機器、電波工学、電波法規無
線施設管理

平成２１年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学
理工学部電気電子情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
無線通信機器、電波工学、電波法規無
線施設管理

平成２９年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 東洋大学
理工学部電気電子情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線通信機器、電波工学、電気電子情
報実験Ｂ、電波法規無線施設管理

平成２１年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 東洋大学
理工学部電気電子情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線通信機器、電波工学、電気電子情
報実験Ｂ、電波法規無線施設管理

平成２９年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
「電子機器学」又は「通信工学Ⅱ」の
うちの１科目、電波工学、計測工学、
電気通信法規

平成７年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
「電子機器学」又は「通信工学Ⅱ」の
うちの１科目、電波工学Ⅱ、計測工
学、電気通信法規

平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 日本工業大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
「電子機器学」又は「通信工学Ⅱ」の
うちの１科目、電波工学、電気通信法
規

平成７年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本工業大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
「電子機器学」又は「通信工学Ⅱ」の
うちの１科目、電波工学Ⅱ、電気通信
法規

平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 日本工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
「電子機器学」又は「通信工学Ⅱ」の
うちの１科目、電波工学、計測工学、
電気通信法規

平成７年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
「電子機器学」又は「通信工学Ⅱ」の
うちの１科目、電波工学Ⅱ、計測工
学、電気通信法規

平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 無線機器、電磁波工学Ⅰ、通信法規
昭和５０年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅰ、電磁波工学Ⅰ、通信法規
昭和５４年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波工学Ⅰ、通信法規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、通信法規

平成１５年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、通信法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、通信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、通信法規

平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器、電磁波工学Ⅰ、電気工学実
験Ⅰ、電気工学実験Ⅱ、電気・電子工
学実験、通信法規

昭和５０年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、電磁波工学Ⅰ、電気工学
実験Ⅰ、電気工学実験Ⅱ、電気工学実
験Ⅲ、通信法規

昭和５４年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波工学Ⅰ、電気工学実験Ⅰ、電気工学
実験Ⅱ、電気工学実験Ⅲ、通信法規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、電気工学実験Ⅰ、電気工学
実験Ⅱ、電気工学実験Ⅲ、通信法規

平成１５年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、電気工学実験Ⅰ、電気工学
実験Ⅱ、電気工学実験Ⅲ、通信法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、電気ものづくり実験、電気
工学実験Ⅱ、電気工学実験Ⅲ、通信法
規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、電気ものづくり実験、電気
工学実験Ⅱ、電気工学実験Ⅲ、通信法
規

平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
無線機器、電磁波工学Ⅰ、電気工学実
験Ⅰ、電気工学実験Ⅱ、電気・電子工
学実験、通信法規

昭和５０年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、電磁波工学Ⅰ、電気工学
実験Ⅰ、電気工学実験Ⅱ、電気工学実
験Ⅲ、通信法規

昭和５４年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波工学Ⅰ、電気工学実験Ⅰ、電気工学
実験Ⅱ、電気工学実験Ⅲ、通信法規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、電気工学実験Ⅰ、電気工学
実験Ⅱ、通信法規

平成１５年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、電気工学実験Ⅰ、電気工学
実験Ⅱ、通信法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、電気ものづくり実験、電気
工学実験Ⅱ、通信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
ワイヤレスコミュニケーション、電磁
波の基礎、電気ものづくり実験、電気
工学実験Ⅱ、通信法規

平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士 無線通信工学、通信法規
昭和５３年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、通信法
規

平成１０年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線通信システム、通信システム基
礎、通信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線通信システム、通信システム基
礎、通信法規

平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
電波応用、無線通信工学、通信工学実
験、電子工学実験、通信法規

昭和５３年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
電波応用、無線通信工学、通信工学基
礎、電子工学実験Ⅱ、電子工学実験
Ⅳ、通信法規

平成１０年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
電磁波応用、無線通信システム、通信
システム基礎、電子工学実験Ⅱ、電子
工学実験Ⅳ、通信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
電磁波応用、無線通信システム、通信
システム基礎、電子工学実験Ⅱ、電子
工学実験Ⅳ、通信法規

平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
電波応用、無線通信工学、通信工学実
験、電子工学実験、通信法規

昭和５３年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
電波応用、無線通信工学、通信工学基
礎、電子工学実験Ⅱ、電子工学実験
Ⅳ、通信法規

平成１０年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
無線通信システム、通信システム基
礎、電子工学実験Ⅱ、電子工学実験
Ⅳ、通信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学 理工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
無線通信システム、通信システム基
礎、電子工学実験Ⅱ、電子工学実験
Ⅳ、通信法規

平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部電子情報工
学科

第三級海上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、通信法
規

平成１３年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部電子情報工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電波応用、無線通信工学、通信工学基
礎、電子工学実験Ⅱ、電子工学実験
Ⅳ、通信法規

平成１３年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部電子情報工
学科

第一級陸上特殊無線技士
電波応用、無線通信工学、通信工学基
礎、電子情報工学実験Ⅱ、電子情報工
学実験Ⅳ、通信法規

平成１４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部電子情報工
学科

第二級海上特殊無線技士
電波応用、無線通信工学、通信工学基
礎、電子工学実験Ⅱ、電子工学実験
Ⅳ、通信法規

平成１３年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部電子情報工
学科

第二級海上特殊無線技士
無線通信工学、通信工学基礎、電子情
報工学実験Ⅱ、電子情報工学実験Ⅳ、
通信法規

平成１４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部応用情報工
学科

第一級陸上特殊無線技士
特殊無線概論、情報工学実験Ⅰ、情報
工学実験Ⅱ、情報工学実験Ⅲ

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部応用情報工
学科

第一級陸上特殊無線技士
特殊無線概論、情報工学実験Ⅰ、情報
工学実験Ⅱ、情報工学実験Ⅲ

平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部応用情報工
学科

第二級海上特殊無線技士
特殊無線概論、情報工学実験Ⅰ、情報
工学実験Ⅱ

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部応用情報工
学科

第二級海上特殊無線技士
特殊無線概論、情報工学実験Ⅰ、情報
工学実験Ⅱ

平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部応用情報工
学科

第三級海上特殊無線技士 特殊無線概論
平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 日本大学
理工学部応用情報工
学科

第三級海上特殊無線技士 特殊無線概論
平成３０年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 明星大学
理工学部総合理工学
科電気電子工学系

第一級陸上特殊無線技士
応用電磁気学、情報通信論、通信網
論、電気電子計測、情報通信実験、通
信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 明星大学
理工学部総合理工学
科電気電子工学系

第一級陸上特殊無線技士
応用電磁気学、情報通信論、通信網
論、電気電子計測、情報通信実験、通
信法規

平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 明星大学
理工学部総合理工学
科電気電子工学系

第一級陸上特殊無線技士
応用電磁気学、情報通信論、通信網
論、電気電子計測、情報通信実験、通
信法規

令和３年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 明星大学
理工学部総合理工学
科電気電子工学系

第二級海上特殊無線技士
応用電磁気学、情報通信論、通信網
論、電気電子計測、情報通信実験、通
信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 明星大学
理工学部総合理工学
科電気電子工学系

第二級海上特殊無線技士
応用電磁気学、情報通信論、通信網
論、電気電子計測、情報通信実験、通
信法規

平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 明星大学
理工学部総合理工学
科電気電子工学系

第三級海上特殊無線技士 応用電磁気学、通信網論、通信法規
平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 明星大学
理工学部総合理工学
科電気電子工学系

第三級海上特殊無線技士 応用電磁気学、通信網論、通信法規
平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 明星大学
理工学部総合理工学
科電気電子工学系

第三級海上特殊無線技士 応用電磁気学、通信網論、通信法規
令和３年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 明星大学
理工学部総合理工学
科電子電子工学系

第二級海上特殊無線技士
応用電磁気学、情報通信論、通信網
論、電気電子計測、情報通信実験、通
信法規

令和３年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 山梨大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信Ⅱ、電気応用実験、光・電磁
波工学、電気・電子工学実験Ⅰ、通信
法規

平成１５年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

関東総合通信局 大学 山梨大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士
情報通信Ⅱ、電気応用実験、光・電磁
波工学、電気・電子工学実験Ⅰ、通信
法規

平成１５年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

関東総合通信局 大学 山梨大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報通信Ⅱ、電気応用実験、電磁気学
Ⅱ、電気電子工学実験Ⅰ、通信法規

平成２４年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 山梨大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信Ⅱ、電気応用実験、電磁気学
Ⅱ、電気電子工学実験Ⅰ、通信法規

平成２４年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 国士舘大学
理工学部理工学科電
子情報学系

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波・光工学、電磁
波工学、電波法規、電子情報実験Ａ

平成３１年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

関東総合通信局 大学 国士舘大学
理工学部理工学科電
子情報学系

第二級海上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波・光工学、電磁
波工学、電波法規、電子情報実験Ａ

平成３１年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 高校
新潟県立上越総
合技術高等学校

電子情報科 第二級海上特殊無線技士
電子回路、通信技術、実習及び工業技
術基礎

平成１５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 高校
新潟県立上越総
合技術高等学校

電子情報科 第三級陸上特殊無線技士
電子回路、通信技術、実習及び工業技
術基礎

平成１５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 高校
新潟県立上越総
合技術高等学校

電気情報科 第二級海上特殊無線技士
電子技術、通信技術、実習、工業技術
基礎

平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 高校
新潟県立上越総
合技術高等学校

電気情報科 第三級陸上特殊無線技士
電子技術、通信技術、実習、工業技術
基礎

平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 高校

新潟県立長岡工
業高等学校

電子科 第二級海上特殊無線技士
工業技術基礎、電子回路、電子計測制
御、通信技術、実習

平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

信越総合通信局 高校

新潟県立長岡工
業高等学校

電子科 第二級海上特殊無線技士
工業技術基礎、電子回路、電子計測制
御、通信技術、実習

平成２５年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 高校

新潟県立長岡工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士
工業技術基礎、電子回路、通信技術、
実習

平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 高校

新潟県立長岡工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士
工業技術基礎、電子回路、通信技術、
実習

平成２５年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 高校
新潟県立長岡工
業高等学校

電気電子科（電子制
御コース）

第二級海上特殊無線技士
工業技術基礎、電子回路、電子計測制
御、通信技術、実習

平成２６年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 高校
新潟県立長岡工
業高等学校

電気電子科（電子制
御コース）

第三級陸上特殊無線技士
工業技術基礎、電子回路、通信技術、
実習

平成２６年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 高校
新潟県立長岡工
業高等学校

電気電子工学科　電
子制御コース

第二級海上特殊無線技士
工業技術基礎、電子回路、電子計測制
御、通信技術、実習

平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 高校
新潟県立長岡工
業高等学校

電気電子工学科　電
子制御コース

第三級陸上特殊無線技士
工業技術基礎、電子回路、通信技術、
実習

平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学
諏訪東京理科大
学

システム工学部電子
システム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電波システム工学及び電
波法

平成１４年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学
諏訪東京理科大
学

システム工学部電子
システム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、Ⅱ、電波システム工学、
電子計測、電子システム工学実験Ⅰ、
Ⅱ、電波法

平成１４年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

信越総合通信局 大学
諏訪東京理科大
学

システム工学部電子
システム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰａ、Ⅰｂ、Ⅱ、電波システ
ム工学、電子計測、電子システム工学
実験Ⅰ、Ⅱ、電波法

平成１８年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学

公立諏訪東京理
科大学（平成３
０年３月までは
諏訪東京理科大
学）

工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学１、通信工学２、電波システ
ム工学、電子計測、電気電子工学実験
１、電気電子工学実験２、電波法

平成２６年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学

公立諏訪東京理
科大学（平成３
０年３月までは
諏訪東京理科大
学）

工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学２、電波システム工学、電波
法

平成２６年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学

公立諏訪東京理
科大学（平成３
０年３月までは
諏訪東京理科大
学）

工学部コンピュータ
メディア工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学１、通信工学２、電波システ
ム工学、電子計測、コンピュータメ
ディア工学実験１、コンピュータメ
ディア工学実験２、電波法

平成２６年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学

公立諏訪東京理
科大学（平成３
０年３月までは
諏訪東京理科大
学）

工学部コンピュータ
メディア工学科

第三級海上特殊無線技士
通信工学２、電波システム工学、電波
法

平成２６年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学
公立諏訪東京理
科大学

工学部情報応用工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学１、通信工学２、電波システ
ム工学、電気電子計測、情報応用工学
実験１Ａ、情報応用工学実験１Ｂ、電
波法

平成３０年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学
公立諏訪東京理
科大学

工学部機械電気工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学１、通信工学２、電波システ
ム工学、電気電子計測、電気電子工学
実験１、電気電子工学実験２、電波法

平成３０年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎又は通信方式、波動情報工
学、電気計測、電気電子工学基礎実
験、電波・電気通信法規

平成１０年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎又は通信方式、波動情報工
学、電気計測、電気電子工学実験Ⅰ、
電波・電気通信法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

信越総合通信局 大学 新潟大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎又は通信方式、波動情報工
学、電気計測、電気電子工学実験Ⅰ、
電波・電気通信法規

平成２４年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信基礎又は通信方式、波動情報工
学、電気計測、電気電子工学基礎実
験、電波・電気通信法規

平成１０年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信基礎又は通信方式、波動情報工
学、電気計測、電気電子工学実験Ⅰ、
電波・電気通信法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信基礎又は通信方式、波動情報工
学、電気計測、電気電子工学実験Ⅰ、
電波・電気通信法規

平成２４年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信基礎又は通信方式、波動情報工
学、電気計測、電気電子工学基礎実
験、電波・電気通信法規

平成１０年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士
情報通信方式、波動情報工学、電気計
測、電気電子工学基礎実験、電波・電
気通信法規

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士
情報通信システム、波動情報工学、電
気計測、情報工学実験Ⅰ、電波・電気
通信法規

平成１７年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士
情報通信システム、波動情報工学、電
気計測、情報工学実験Ⅰ、電波・電気
通信法規

平成２４年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学 工学部情報工学科 第二級海上特殊無線技士
通信基礎又は通信方式、波動情報工
学、電気計測、電気電子工学基礎実
験、電波・電気通信法規

平成１０年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

信越総合通信局 大学 新潟大学 工学部情報工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信方式、波動情報工学、電気計
測、電気電子工学基礎実験、電波・電
気通信法規

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学 工学部情報工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信システム、波動情報工学、電
気計測、情報工学実験Ⅰ、電波・電気
通信法規

平成１７年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学 工学部情報工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信システム、波動情報工学、電
気計測、情報工学実験Ⅰ、電波・電気
通信法規

平成２４年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学
工学部工学科電子情
報通信プログラム

第二級海上特殊無線技士
通信方式基礎、電磁気学Ⅱ、電気計
測、電子情報通信実験ⅠＡ、電子情報
通信実験ⅠＢ、電波・電気通信法規

平成２９年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学
工学部工学科電子情
報通信プログラム

第二級海上特殊無線技士

通信方式基礎、電磁気学Ⅱ、電気計
測、電子情報通信実験Ⅰ、電子情報通
信実験Ⅱ、電子情報通信実験Ⅲ、電
波・電気通信法規

令和３年４月から令和１３年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学
工学部工学科電子情
報通信プログラム

第一級陸上特殊無線技士
通信方式基礎、電磁気学Ⅱ、電気計
測、電子情報通信実験ⅠＡ、電子情報
通信実験ⅠＢ、電波・電気通信法規

平成２９年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟大学
工学部工学科電子情
報通信プログラム

第一級陸上特殊無線技士

通信方式基礎、電磁気学Ⅱ、電気計
測、電子情報通信実験Ⅰ、電子情報通
信実験Ⅱ、電子情報通信実験Ⅲ、電
波・電気通信法規

令和３年４月から令和１３年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟工科大学
工学部情報電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎、伝送システム、電気電子計
測、情報電子実験Ⅰ、情報電子実験Ⅳ
及び電波法規

平成１５年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟工科大学
工学部情報電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 通信基礎、伝送システム及び電波法規
平成１５年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

信越総合通信局 大学 新潟工科大学 工学部工学科 第三級海上特殊無線技士 通信基礎、伝送システム、電波法規
平成２７年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 新潟工科大学
工学部工学科情報通
信コース

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎、伝送システム、電気電子計
測、知能機械・情報通信学系実験Ⅱ、
情報通信コース実験Ⅰ、電波法規

平成２７年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 信州大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学概論、通信工学、電磁波
工学、電気電子計測、電波法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 信州大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学概論、通信工学、電磁波
工学、電波法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 信州大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学概論、通信工学、電磁波
工学、電波法規

平成２５年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 信州大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学概論、通信工学、電磁波
工学、電気電子計測、電波法規

平成２５年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

信越総合通信局 大学 信州大学
工学部電子情報シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
ディジタル通信システム、電磁波工
学、電波法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

信越総合通信局 大学 信州大学
工学部電子情報シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士
ディジタル通信システム、通信工学、
電磁波工学、電気電子計測、電波法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
石川県立水産高
等学校

無線通信科通信技術
コース

第二級海上特殊無線技士
電気通信理論、無線工学、実習、無線
通信

昭和６０年４月から平成７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 高校
石川県立能都北
辰高等学校

情報通信科無線通信
コース

第二級海上特殊無線技士
電気通信理論、無線工学、総合実習、
無線通信

平成５年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

北陸総合通信局 高校
石川県立能都北
辰高等学校

情報通信科無線通信
コース

第二級海上特殊無線技士
電気通信理論、通信工学、総合実習、
通信技術

平成６年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
金沢市立工業高
等学校

電子情報科 第二級海上特殊無線技士 工業技術基礎、実習、電子技術
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
金沢市立工業高
等学校

電子情報科 第三級陸上特殊無線技士 工業技術基礎、実習、電子技術
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
富山県立海洋高
等学校

海洋技術スポーツ科
マリンスポーツコー
ス

第三級陸上特殊無線技士 通信工学、総合実習
平成１８年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
富山県立海洋高
等学校

海洋技術スポーツ科
マリンスポーツコー
ス

第三級陸上特殊無線技士 通信工学、総合実習
平成２１年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
富山県立海洋高
等学校

海洋技術スポーツ科
マリンスポーツコー
ス

第二級海上特殊無線技士 通信工学、総合実習
平成１８年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
富山県立海洋高
等学校

海洋技術スポーツ科
マリンスポーツコー
ス

第二級海上特殊無線技士 通信工学、総合実習
平成２１年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
富山県立滑川高
等学校

海洋科 第二級海上特殊無線技士 水産基礎、総合実習、課題研究
平成２２年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 高校
富山県立滑川高
等学校

海洋科 第二級海上特殊無線技士 水産海洋基礎、総合実習、課題研究
平成２５年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
富山県立滑川高
等学校

海洋科 第三級陸上特殊無線技士 水産基礎、総合実習、課題研究
平成２２年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
富山県立滑川高
等学校

海洋科 第三級陸上特殊無線技士 水産海洋基礎、総合実習、課題研究
平成２５年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立奥越明
成高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電気基礎
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立奥越明
成高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電気回路
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立科学技
術高等学校

情報工学科 第二級海上特殊無線技士 情報技術基礎、生産システム技術
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立科学技
術高等学校

情報工学科 第二級海上特殊無線技士 工業情報数理、生産技術
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立科学技
術高等学校

情報工学科 第三級陸上特殊無線技士 情報技術基礎、生産システム技術
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立科学技
術高等学校

情報工学科 第三級陸上特殊無線技士 工業情報数理、生産技術
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 高校
福井県立坂井高
等学校

電気・情報システム
科　電気コース

第二級海上特殊無線技士 通信技術、電気基礎、電子技術
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立坂井高
等学校

電気・情報システム
科　電気コース

第二級海上特殊無線技士 通信技術、電気回路、電子技術
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立坂井高
等学校

電気・情報システム
科　電気コース

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電気基礎
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立坂井高
等学校

電気・情報システム
科　電気コース

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電気回路
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立武生工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 電気基礎、電子技術
平成３１年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立武生工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、電子技術
平成３１年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立武生商
工高等学校

電気情報科 第二級海上特殊無線技士 電気基礎、電子技術
令和２年４月から令和６年３月までの教育課程
に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立武生商
工高等学校

電気情報科 第二級海上特殊無線技士 電気回路、電子技術
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立武生商
工高等学校

電気情報科 第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、電子技術
令和２年４月から令和６年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 高校
福井県立武生商
工高等学校

電気情報科 第三級陸上特殊無線技士 電気回路、電子技術
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立若狭東
高等学校

電気・機械科　電気
コース

第二級海上特殊無線技士 電気基礎、電子技術
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立若狭東
高等学校

電気・機械科　電気
コース

第二級海上特殊無線技士 電気回路、電子技術
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立若狭東
高等学校

電気・機械科　電気
コース

第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、電子技術
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
福井県立若狭東
高等学校

電気・機械科　電気
コース

第三級陸上特殊無線技士 電気回路、電子技術
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 高校
石川県立羽咋工
業高等学校

電気科　エネルギー
システムコース

第三級陸上特殊無線技士
電気回路　通信技術 令和４年４月から令和１４年３月までの教育課

程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢大学
理工学域電子情報通
信学類　電気電子
コース

第一級陸上特殊無線技士
無線通信システムＡ、無線通信システ
ムＢ、電磁波工学Ｂ、電気電子工学実
験第１、電波・電気通信法令

令和４年４月から令和１５年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢大学
理工学域電子情報通
信学類　電気電子
コース

第二級海上特殊無線技士
無線通信システムＡ、無線通信システ
ムＢ、電磁波工学Ｂ、電気電子工学実
験第１、電波・電気通信法令

令和４年４月から令和１５年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢大学
理工学域電子情報通
信学類　情報通信
コース

第一級陸上特殊無線技士
無線通信システムＡ、無線通信システ
ムＢ、電磁波工学Ｂ、情報通信工学実
験第１、電波・電気通信法令

令和４年４月から令和１５年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 金沢大学
理工学域電子情報通
信学類　情報通信
コース

第二級海上特殊無線技士
無線通信システムＡ、無線通信システ
ムＢ、電磁波工学Ｂ、情報通信工学実
験第１、電波・電気通信法令

令和４年４月から令和１５年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気計測、工学
基礎実験Ⅰ、工学基礎実験Ⅱ、工学基
礎実験Ⅲ、電気通信法令

平成７年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
電子応用、電波工学、電気計測、工学
基礎実験Ⅰ、工学基礎実験Ⅱ、工学基
礎実験Ⅲ、電気通信法令

平成１１年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、電気通信法令
平成７年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 電子応用、電波工学、電気通信法令
平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気計測、工学
基礎実験Ⅰ、工学基礎実験Ⅱ、工学基
礎実験Ⅲ、電気通信法令

平成７年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
電子応用、電波工学、電気計測、工学
基礎実験Ⅰ、工学基礎実験Ⅱ、工学基
礎実験Ⅲ、電気通信法令

平成１１年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電波工学、
電子基礎計測、電子応用計測、工学基
礎・実験Ⅰ、工学基礎・実験Ⅱ、工学
基礎・実験Ⅲ、電子工学実験Ａ、電子
工学実験Ｂ、電気通信法令

平成２年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気計測、工学
基礎実験Ⅰ、工学基礎実験Ⅱ、工学基
礎実験Ⅲ、電気通信法令

平成７年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
電子応用、電波工学、電子計測又は電
気計測、工学基礎実験Ⅰ、工学基礎実
験Ⅱ、工学基礎実験Ⅲ、電気通信法令

平成１１年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電波工学、
電気通信法令

平成２年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、電気通信法令
平成７年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士 電子応用、電波工学、電気通信法令
平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電波工学、
電子基礎計測、電子応用計測、工学基
礎・実験Ⅰ、工学基礎・実験Ⅱ、工学
基礎・実験Ⅲ、電子工学実験Ａ、電子
工学実験Ｂ、電気通信法令

平成２年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気計測、工学
基礎実験Ⅰ、工学基礎実験Ⅱ、工学基
礎実験Ⅲ、電気通信法令

平成７年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
電子応用、電波工学、電子計測又は電
気計測、工学基礎実験Ⅰ、工学基礎実
験Ⅱ、工学基礎実験Ⅲ、電気通信法令

平成１１年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

情報通信機器、電波工学、電気電子計
測、工学専門実験・演習Ⅰ、工学専門
実験・演習Ⅱ、工学専門実験・演習
Ⅲ、電気通信法令

平成１６年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

情報通信機器、電波工学、電気電子計
測、専門実験・演習Ⅰ、専門実験・演
習Ⅱ、専門実験・演習Ⅲ、電気通信法
令

平成２０年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

情報通信システム、電波工学、電気電
子計測、電気電子専門実験・演習Ａ、
電気電子専門実験・演習Ｂ、電気通信
法令

平成２４年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報通信システム、電波工学、電気電
子計測、電気電子工学専門実験Ａ、電
気電子工学専門実験Ｂ、電気通信法令

平成３０年４月から令和１４年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信機器、電波工学、電気電子計
測、工学専門実験・演習Ⅰ、工学専門
実験・演習Ⅱ、工学専門実験・演習
Ⅲ、電気通信法令

平成１６年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信機器、電波工学、電気電子計
測、専門実験・演習Ⅰ、専門実験・演
習Ⅱ、専門実験・演習Ⅲ、電気通信法
令

平成２０年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信システム、電波工学、電気電
子計測、電気電子専門実験・演習Ａ、
電気電子専門実験・演習Ｂ、電気通信
法令

平成２４年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信システム、電波工学、電気電
子計測、電気電子工学専門実験Ａ、電
気電子工学専門実験Ｂ、電気通信法令

平成３０年４月から令和１４年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部情報通信工学
科

第二級海上特殊無線技士

情報通信機器、電波工学、情報通信計
測、工学専門実験・演習Ⅰ、工学専門
実験・演習Ⅱ、工学専門実験・演習
Ⅲ、電気通信法令

平成１６年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部情報通信工学
科

第二級海上特殊無線技士

情報通信機器、電波工学、情報通信計
測、専門実験・演習Ⅰ、専門実験・演
習Ⅱ、専門実験・演習Ⅲ、電気通信法
令

平成２０年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部情報通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信機器、電波工学、情報通信計
測、工学専門実験・演習Ⅰ、工学専門
実験・演習Ⅱ、工学専門実験・演習
Ⅲ、電気通信法令

平成１６年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部情報通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信機器、電波工学、情報通信計
測、専門実験・演習Ⅰ、専門実験・演
習Ⅱ、専門実験・演習Ⅲ、電気通信法
令

平成２０年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信システム、電波工学、電子通
信計測、電子情報通信専門実験・演習
Ａ、電子情報通信専門実験・演習Ｂ、
電気通信法令

平成２４年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 金沢工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信システム、電波工学、電子通
信計測、電子情報通信専門実験・演習
Ａ、電子情報通信専門実験・演習Ｂ、
電気通信法令

平成２４年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送工学、電磁波工学第１、電磁
波工学第２及び演習、電波法規

平成元年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送工学、電磁波工学第１、電磁
波工学第２、電波法規

平成５年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報伝送工学、電磁波工学第１、電磁
波工学第２及び演習、電気計測工学第
１、電子情報工学実験第１、電子情報
工学実験第２、電子情報工学実験第
３、電子情報工学実験第４、電波法規

平成元年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報伝送工学、電磁波工学第１、電磁
波工学第２、電気計測工学第１、電子
情報工学実験第１、電子情報工学実験
第２、電子情報工学実験第３、電子情
報工学実験第４、電波法規

平成５年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学、環境電磁工学、電波
法規

平成９年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学１、電磁波工学２、電
波法規

平成１３年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学１、電磁波工学２、電
波法規

平成２０年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学１、電磁波工学２、電
波・電気通信法規

平成２２年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部工学科電気電
子工学コース

第三級海上特殊無線技士
通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学、電波・電気通信法規

平成２７年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学、環境電磁工学、電気
電子計測工学、電気電子実験第１、電
気電子実験第２、電気電子実験第３、
電気電子実験第４、電波法規

平成９年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学１、電磁波工学２、電
気電子計測工学、電気電子実験１、電
気電子実験２、電気電子実験３、電気
電子実験４、電波法規

平成１３年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学１、電磁波工学２、電
気電子計測工学、電気電子実験１、電
気電子実験２、電波法規

平成１９年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学１、電磁波工学２、電
気電子計測工学、電気電子実験１、電
気電子実験２、電波法規

平成２０年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学１、電磁波工学２、電
気電子計測工学、電気電子実験１、電
気電子実験２、電波・電気通信法規

平成２２年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学、電気電子計測工学、
電気電子実験１、電気電子実験２、電
波・電気通信法規

平成２７年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学１、電磁波工学２、電
気電子計測工学、電気電子実験１、電
気電子実験２、電波法規

平成２０年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学１、電磁波工学２、電
気電子計測工学、電気電子実験１、電
気電子実験２、電波・電気通信法規

平成２２年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学、電気電子計測工学、
電気電子実験１、電気電子実験２、電
波・電気通信法規

平成２７年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部工学科電気電
子工学コース

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学、電気電子計測工学、
電気電子実験１、電気電子実験２、電
波・電気通信法規

平成３０年４月から令和１３年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山大学
工学部工学科電気電
子工学コース

第二級海上特殊無線技士

通信システム、通信方式、信号処理工
学、電磁波工学、電気電子計測工学、
電気電子実験１、電気電子実験２、電
波・電気通信法規

平成３０年４月から令和１３年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 富山県立大学
工学部情報システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報システム工学実験１、情報システ
ム工学実験２、情報システム工学実験
３、信号伝送理論、電波情報工学、無
線伝送方式、電波・電気通信法規

平成１８年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山県立大学
工学部情報システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報システム工学実験１、情報システ
ム工学実験２、情報システム工学実験
３、情報伝送理論、電波情報工学、無
線伝送方式、電波・電気通信法規

平成２４年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山県立大学
工学部情報システム
工学科

第二級海上特殊無線技士

信号伝送理論、電波情報工学、無線伝
送方式、情報システム工学実験１、情
報システム工学実験２、情報システム
工学実験３、電波・電気通信法規

平成１８年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山県立大学
工学部情報システム
工学科

第二級海上特殊無線技士

情報伝送理論、電波情報工学、無線伝
送方式、情報システム工学実験１、情
報システム工学実験２、情報システム
工学実験３、電波・電気通信法規

平成２４年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山県立大学
工学部電子・情報工
学科

第一級陸上特殊無線技士

情報伝送理論、電波情報工学、無線伝
送方式、情報システム工学実験１、情
報システム工学実験２、情報システム
工学実験３、電波・電気通信法規

平成２６年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山県立大学
工学部電子・情報工
学科

第一級陸上特殊無線技士

伝送工学１、電波情報工学、無線伝送
方式、電子・情報工学実験１、電子・
情報工学実験２、電子・情報工学実験
３、計測工学、電波・電気通信法規

平成２９年４月から令和１２年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山県立大学
工学部電子・情報工
学科

第二級海上特殊無線技士

情報伝送理論、電波情報工学、無線伝
送方式、情報システム工学実験１、情
報システム工学実験２、情報システム
工学実験３、電波・電気通信法規

平成２６年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 富山県立大学
工学部電子・情報工
学科

第二級海上特殊無線技士

伝送工学１、電波情報工学、無線伝送
方式、電子・情報工学実験１、電子・
情報工学実験２、電子・情報工学実験
３、計測工学、電波・電気通信法規

平成２９年４月から令和１２年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山県立大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

計測工学、電波・電気通信法規、電気
電子工学実験１、電気電子工学実験
２、電気電子工学実験３、通信方式、
電波工学

令和２年４月から令和１５年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 富山県立大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

計測工学、電波・電気通信法規、電気
電子工学実験１、電気電子工学実験
２、電気電子工学実験３、通信方式、
電波工学

令和２年４月から令和１５年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学 工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士

ディジタル通信、情報伝送工学、電磁
波工学、アナログ電子回路、計測工
学、電子工学実験第一、電子工学実験
第二、電子工学実験第三、電波法規、
電気通信法規

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
ディジタル通信、情報伝送工学、電磁
波工学、電波法規

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

ディジタル通信、情報伝送工学、電磁
波工学、アナログ電子回路、計測工
学、電子工学実験第一、電子工学実験
第二、電子工学実験第三、電波法規

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、アナログ電子回路、
計測工学、電気・電子工学実験Ⅰ、電
気・電子工学実験Ⅱ、電気・電子工学
実験Ⅲ、電波法規、電気通信法規

平成１１年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、計測工学、電気・電
子工学実験Ⅰ、電気・電子工学実験
Ⅱ、電気・電子工学実験Ⅲ、電波・電
気通信法規

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、計測工学、電気・電
子工学実験Ⅰ、電気・電子工学実験
Ⅱ、電気・電子工学実験Ⅲ、電波・電
気通信法規

平成２１年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、計測工学、電気・電
子工学実験Ⅰ、電気・電子工学実験
Ⅱ、電気・電子工学実験Ⅲ、電波・電
気通信法規

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、電波法規

平成１１年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、電波・電気通信法規

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、電波・電気通信法規

平成２１年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、電波・電気通信法規

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、アナログ電子回路、
計測工学、電気・電子工学実験Ⅰ、電
気・電子工学実験Ⅱ、電気・電子工学
実験Ⅲ、電波法規

平成１１年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、計測工学、電気・電
子工学実験Ⅰ、電気・電子工学実験
Ⅱ、電気・電子工学実験Ⅲ、電波・電
気通信法規

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、計測工学、電気・電
子工学実験Ⅰ、電気・電子工学実験
Ⅱ、電気・電子工学実験Ⅲ、電波・電
気通信法規

平成２１年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気・電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、情報ネットワーク基
礎、電磁波工学、計測工学、電気・電
子工学実験Ⅰ、電気・電子工学実験
Ⅱ、電気・電子工学実験Ⅲ、電波・電
気通信法規

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、情報伝送システム、電
磁波工学、計測工学、電気電子情報工
学実験Ⅰ、電気電子情報工学実験Ⅱ、
電気電子情報工学実験Ⅲ、電波・電気
通信法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気電子情報
工学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学、情報伝送システム、電
磁波工学、計測工学、電気電子情報工
学実験Ⅰ、電気電子情報工学実験Ⅱ、
電気電子情報工学実験Ⅲ、電波・電気
通信法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学、情報伝送システム、電
磁波工学、電波・電気通信法規

平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第二級海上特殊無線技士
電子機器、超高周波工学、無線通信工
学、電気計測、無線測定、電波法規

昭和５７年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第二級海上特殊無線技士
無線機器、無線通信工学Ⅱ、電子計測
Ⅰ、電子計測Ⅱ、無線測定、電波法規

昭和５９年４月から平成元年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第二級海上特殊無線技士
無線機器、空中線系・電波伝搬、電気
計測Ⅰ、電気計測Ⅱ、無線測定、電波
法規

昭和６１年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第二級海上特殊無線技士
無線機器、空中線系・電波伝搬、電子
計測、無線測定、電波法規

昭和６２年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第二級海上特殊無線技士
無線機器、空中線系・電波伝搬、電気
電子計測、無線測定、電波法規

昭和６３年４月から平成９年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第二級海上特殊無線技士
無線機器、空中線系・電波伝搬、電気
電子計測、無線測定、電気通信法規

平成６年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第三級海上特殊無線技士 電子機器、無線通信工学、電波法規
昭和５７年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第三級海上特殊無線技士 無線機器、無線通信工学Ⅱ、電波法規
昭和５９年４月から平成元年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第三級海上特殊無線技士
無線機器、空中線系・電波伝搬、電波
法規

昭和６１年４月から平成９年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第三級海上特殊無線技士
無線機器、空中線系・電波伝搬、電気
通信法規

平成６年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第一級陸上特殊無線技士
電子機器、超高周波工学、無線通信工
学、電気計測、電波法規

昭和５７年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、無線通信工学Ⅰ、無線通信
工学Ⅱ、電気計測Ⅰ、電気計測Ⅱ、無
線測定、電波法規

昭和５９年４月から平成元年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第一級陸上特殊無線技士

無線機器、無線通信工学Ⅰ、無線通信
工学Ⅱ、空中線系・電波伝搬、電気計
測Ⅰ、電気計測Ⅱ、無線測定、電波法
規

昭和６１年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、無線通信工学Ⅰ、無線通信
工学Ⅱ、空中線系・電波伝搬、電子計
測、無線測定、電波法規

昭和６２年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、無線通信工学Ⅰ、無線通信
工学Ⅱ、空中線系・電波伝搬、電気電
子計測、無線測定、電波法規

昭和６３年４月から平成９年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気工学科
（電子工学専攻）

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、無線通信工学Ⅰ、無線通信
工学Ⅱ、空中線系・電波伝搬、電気電
子計測、無線測定、電気通信法規

平成６年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
無線機器、空中線系・電波伝搬、電気
電子計測、無線測定、電気通信法規

平成１３年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
無線機器、空中線系・電波伝搬、電気
電子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、無線測
定、電気通信法規

平成１４年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、無線通信工学Ⅰ、無線通信
工学Ⅱ、空中線系・電波伝搬、電気電
子計測、無線測定、電気通信法規

平成１３年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

無線機器、無線通信工学Ⅰ、無線通信
工学Ⅱ、空中線系・電波伝搬、電気電
子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、無線測
定、電気通信法規

平成１４年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部宇宙通信工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、電波伝播、アンテナ工学、
電気電子計測、マイクロ波・ミリ波工
学、電気通信法規

平成１３年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部宇宙通信工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、電波伝播、アンテナ工
学、電気電子計測、マイクロ波・ミリ
波工学、電気通信法規

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部宇宙通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、宇宙通信システム、電波伝
播、アンテナ工学、電気電子計測、マ
イクロ波・ミリ波工学、電気通信法規

平成１３年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部宇宙通信工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、宇宙通信システム、電波
伝播、アンテナ工学、電気電子計測、
マイクロ波・ミリ波工学、電気通信法
規

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部宇宙情報科学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、宇宙通信システム、アンテ
ナと電波伝搬、電気電子計測Ⅰ、電気
電子計測Ⅱ、無線測定、電気通信法規

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部宇宙情報科学
科

第二級海上特殊無線技士
無線機器、宇宙通信システム、アンテ
ナと電波伝搬、電気電子計測Ⅰ、電気
電子計測Ⅱ、無線測定、電気通信法規

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線機器、通信基礎、アンテナと電波
伝搬、電気電子計測Ⅰ、電気電子計測
Ⅱ、無線測定、電気通信法規

平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

北陸総合通信局 大学 福井工業大学
工学部電気電子情報
工学科

第二級海上特殊無線技士
無線機器、通信基礎、アンテナと電波
伝搬、電気電子計測Ⅰ、電気電子計測
Ⅱ、無線測定、電気通信法規

平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 高校
愛知県立豊田工
業高等学校

電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信技術､電子回路､実習､電子計測制
御､工業基礎

平成１４年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立豊田工
業高等学校

電子工学科 第三級陸上特殊無線技士
通信技術､電子回路､実習､電子計測制
御､工業基礎

平成１４年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立豊田工
科高等学校

電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信技術､電子回路､実習､電子計測制
御､工業技術基礎

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立豊田工
科高等学校

電子工学科 第三級陸上特殊無線技士
通信技術､電子回路､実習､電子計測制
御､工業技術基礎

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立東山工
業高等学校

電子工学科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習及び工業技術基礎
平成１６年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立東山工
業高等学校

電子工学科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎、実習
平成２０年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立東山工
業高等学校

電子工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習及び工業技術基礎
平成１６年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立東山工
業高等学校

電子工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎、実習
平成２０年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立三谷水
産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、
通信技術

平成６年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 高校
愛知県立三谷水
産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論、総合実習
平成１５年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立三谷水
産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士
移動体通信工学、課題研究、海洋通信
技術

平成２５年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立名南工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士
通信技術、電子技術、電気実習、工業
基礎

平成１１年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立名南工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子技術、実習、工業基礎
平成１１年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立名古屋
工科高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士
通信技術、電子技術、実習、工業技術
基礎

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立名古屋
工科高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士
通信技術、電子技術、実習、工業技術
基礎

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東海総合通信局 高校
岐阜県立高山工
業高等学校

電子機械科（情報・
通信系）

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業基礎、電子実習
平成１０年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
岐阜県立高山工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術及び工業技術基礎
平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東海総合通信局 高校
岐阜県立高山工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術及び工業技術基礎
平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 高校
静岡県立掛川工
業高等学校

電気科類型Ｂ（電子
情報類型）

第三級陸上特殊無線技士 電子回路、通信技術、工業基礎
平成８年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立掛川工
業高等学校

電子電気科類型Ｂ
（電子情報類型）

第三級陸上特殊無線技士 電子回路、通信技術、工業基礎
平成１０年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立掛川工
業高等学校

電子電気科類型Ｂ
（電子情報類型）

第三級陸上特殊無線技士 電子回路、通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立修善寺
工業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 電子技術及び工業技術基礎
平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立修善寺
工業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術及び工業技術基礎
平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立沼津工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士
電子回路、通信技術、工業基礎、職業
研究Ⅱ

平成９年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立沼津工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士
電子回路、通信技術、工業技術基礎、
職業研究Ⅱ

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立伊豆総
合高等学校

電気電子工学科 第二級海上特殊無線技士 電子技術及び工業技術基礎
平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立伊豆総
合高等学校

電気電子工学科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術及び工業技術基礎
平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 高校
静岡県立伊豆総
合高等学校

電気電子工学科電子
通信コース

第二級海上特殊無線技士 電子回路、通信技術及び工業技術基礎
平成２１年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立伊豆総
合高等学校

電気電子工学科電子
通信コース

第三級陸上特殊無線技士 電子回路、通信技術及び工業技術基礎
平成２１年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立伊豆総
合高等学校

工業科　電気電子類
型

第二級海上特殊無線技士 工業技術基礎　電子技術
平成２９年４月から令和１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立伊豆総
合高等学校

工業科　電気電子類
型

第三級陸上特殊無線技士 電子技術及び工業技術基礎
平成２９年４月から令和１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知産業大学工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知産業大学工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知産業大学工
業高等学校

電子科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知産業大学工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
静岡県立島田工
業高等学校

情報電子科 第三級陸上特殊無線技士 電子回路、通信技術、工業技術基礎
平成２４年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 高校
愛知県立刈谷工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成２４年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立刈谷工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成２７年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立刈谷工
科高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立刈谷工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成２４年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立刈谷工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成２７年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立刈谷工
科高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成３１年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立豊橋工
科高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 電気基礎、電子技術、通信技術
令和２年４月から令和３０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立豊橋工
科高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、電子技術、通信技術
令和２年４月から令和３０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知県立豊橋工
科高等学校

ロボット工学科 第二級海上特殊無線技士 生産システム技術、電子技術
令和２年４月から令和３０年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 高校
愛知県立豊橋工
科高等学校

ロボット工学科 第三級陸上特殊無線技士 生産システム技術、電子技術
令和２年４月から令和３０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知産業大学三
河高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 電気回路、電子技術
令和４年４月から令和３０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
愛知産業大学三
河高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電気回路、電子技術
令和４年４月から令和３０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
名古屋工業高等
学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習、電子技術
令和４年４月から令和３０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
名古屋工業高等
学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
令和４年４月から令和３０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
名古屋工業高等
学校

情報技術科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習
令和４年４月から令和３０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 高校
名古屋工業高等
学校

情報技術科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
令和４年４月から令和３０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、電磁波工学Ⅰ、電気
情報工学実験Ⅰ、電気情報工学実験
Ⅱ、電気情報工学実験Ⅲ、電磁計測
Ⅰ、電波法規

平成４年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、電気磁気学Ⅱ、電気
情報工学実験Ⅰ、電気情報工学実験
Ⅱ、電気情報工学実験Ⅲ、電磁計測、
電波法規

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、電磁波工学、電気情
報工学実験Ⅰ、電気情報工学実験Ⅱ、
電気情報工学実験Ⅲ、電磁計測、電波
法規

平成１１年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気情
報工学科

第二級海上特殊無線技士

マイクロ波工学、電磁波工学Ⅰ、電気
情報工学実験Ⅰ、電気情報工学実験
Ⅱ、電気情報工学実験Ⅲ、電波法規、
電気通信事業法

平成４年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気情
報工学科

第二級海上特殊無線技士

マイクロ波工学、電気磁気学Ⅱ、電気
情報工学実験Ⅰ、電気情報工学実験
Ⅱ、電気情報工学実験Ⅲ、電波法規、
電気通信事業法

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気情
報工学科

第二級海上特殊無線技士

マイクロ波工学、電磁波工学、電気情
報工学実験Ⅰ、電気情報工学実験Ⅱ、
電気情報工学実験Ⅲ、電波法規、電気
通信事業法

平成１１年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
マイクロ波工学、電磁波工学Ⅰ、電気
情報工学実験Ⅱ、電気情報工学実験
Ⅲ、電波法規

平成４年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
マイクロ波工学、電気磁気学Ⅱ、電気
情報工学実験Ⅱ、電気情報工学実験
Ⅲ、電波法規

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
マイクロ波工学、電磁波工学、電気情
報工学実験Ⅱ、電気情報工学実験Ⅲ、
電波法規

平成１１年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、電磁波工学、通信系
応用実験、通信系専門実験、電気電子
計測、電気電子工学基礎実験及び電波
法規

平成１６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第一部電気電
子工学科

第三級海上特殊無線技士
マイクロ波工学、電磁波工学、通信系
応用実験、通信系専門実験及び電波法
規

平成１６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第二部電気情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士
マイクロ波工学、電磁波工学、電気系
工学実験Ⅰ、電気系工学実験Ⅱ、電気
系工学実験Ⅲ、電磁計測、電波法規

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第二部電気情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、電磁波工学、電気情
報工学実験Ⅰ、電気情報工学実験Ⅱ、
電気情報工学実験Ⅲ、電磁計測、電波
法規

平成１０年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第二部電気情
報工学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、電磁波工学、電気情
報工学実験Ⅰ、電気情報工学実験Ⅱ、
電気情報工学実験Ⅲ、電磁計測、電波
法規

平成４年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第二部電気情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
マイクロ波工学、電磁波工学、電気情
報工学実験Ⅱ、電気情報工学実験Ⅲ、
電波法規

平成１０年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部第二部電気情
報工学科

第三級海上特殊無線技士
マイクロ波工学、電磁波工学、電気情
報工学実験Ⅱ、電気情報工学実験Ⅲ、
電波法規

平成４年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部電気・機械工
学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、電気電子工学専門実
験、電磁波工学、電気電子工学応用実
験、電気電子計測、電気電子工学基礎
実験、電波法規

平成２８年４月から令和１３年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋工業大学
工学部電気・機械工
学科

第二級海上特殊無線技士
マイクロ波工学、電気電子工学専門実
験、電磁波工学、電気電子工学応用実
験、電波法規

平成２８年４月から令和１３年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学 工学部電気学科 第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学第２、電子回路工学及び
演習、電磁波工学、センシングシステ
ム工学、電子情報回路工学及び演習、
電気・電子工学実験第１、電気・電子
工学実験第２、電気及び通信法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学第２、電子回路工学及び
演習、電磁波工学、センシングシステ
ム工学、電子情報回路工学及び演習、
電気・電子工学実験第１、電気・電子
工学実験第２、電気及び通信法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学 工学部電子情報学科 第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学第２、電子回路工学及び
演習、電磁波工学、センシングシステ
ム工学、電子情報回路工学及び演習、
電気・電子工学実験第１、電気・電子
工学実験第２、電気及び通信法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学
工学部電気電子・情
報工学科（電気電子
工学コース）

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学第２、電子回路工学及び
演習、電磁波工学、センシングシステ
ム工学、電子情報回路工学及び演習、
電気・電子工学実験第１、電気・電子
工学実験第２、電気及び通信法規

平成７年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 大学 名古屋大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信方式、電子回路工学及び演
習、電磁波工学、センシングシステム
工学、ディジタル回路及び演習、電
気・電子工学実験第１、電気・電子工
学実験第２、電気及び通信法規

平成２３年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学 工学部電気学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信工学第２、電子回路工学及び
演習、電磁波工学、電気及び通信法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信工学第２、電子回路工学及び
演習、電磁波工学、電気及び通信法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学 工学部電子情報学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信工学第２、電子回路工学及び
演習、電磁波工学、電気及び通信法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学
工学部電気電子・情
報工学科（電気電子
工学コース）

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学第２、電子回路工学及び
演習、電磁波工学、電気及び通信法規

平成７年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士
無線通信方式、電子回路工学及び演
習、電磁波工学、電気及び通信法規

平成２３年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信方式、電子回路工学及び演
習、電磁波工学、センシングシステム
工学、ディジタル回路及び演習、電気
電子情報工学実験第１、電気電子情報
工学実験第２、電気及び通信法規

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 名古屋大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士
無線通信方式、電子回路工学及び演
習、電磁波工学、電気及び通信法規

平成２９年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 大学 三重大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電
磁波工学、電気電子計測、電気電子工
学実験Ⅰ、電気電子工学実験Ⅱ、電波
法規

平成８年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 三重大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学､通信システムとネット
ワーク､電磁波工学､電気電子計測､電気
電子工学実験Ⅰ､電気電子工学実験Ⅱ､
電波法規

平成１４年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 三重大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、通信システムとネット
ワーク、電磁波工学、電気電子計測、
電気電子工学基礎実験、電気電子工学
応用実験、電波法規

平成２１年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 三重大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、通信システムとネット
ワーク、光・電磁波工学、電気電子工
学応用実験、電気電子計測、電気電子
計測実験、電波法規

平成２６年４月から令和１１年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 三重大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電
磁波工学、電気電子工学実験Ⅱ、電波
法規

平成８年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 三重大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学､通信システムとネット
ワーク､電磁波工学､電気電子工学実験
Ⅱ､電波法規

平成１４年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 三重大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学、通信システムとネット
ワーク、電磁波工学、電気電子工学応
用実験、電波法規

平成２１年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 三重大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学、通信システムとネット
ワーク、光・電磁波工学、電気電子工
学応用実験、電気電子計測、電気電子
計測実験、電波法規、電気通信法規

平成２６年４月から令和１１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 大学 三重大学
工学部総合工学科電
気電子工学コース

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、通信システムとネット
ワーク、光・電磁波工学、電気計測、
電波法規、電気計測実験、電気電子実
験Ⅱ

平成３１年４月から令和１５年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 三重大学
工学部総合工学科電
気電子工学コース

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学、通信システムとネット
ワーク、光・電磁波工学、電気計測、
電波法規、電気通信法規、電気計測実
験、電気電子実験Ⅱ

平成３１年４月から令和１５年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 愛知工業大学
工学部第一部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信システム、電磁波工学、電子
計測Ⅰ、電子計測Ⅱ、電子工学実験Ⅱ
Ａ、電子工学実験ⅡＢ、電波・通信法
規

平成７年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 愛知工業大学
工学部第一部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信システム、電磁波工学、電
気・電子計測Ⅰ、電気・電子計測Ⅱ、
電子工学実験ⅡＡ、電子工学実験Ⅱ
Ｂ、電波・通信法規

平成１０年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 愛知工業大学
工学部第一部電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
無線通信システム、電磁波工学、電
波・通信法規

平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 愛知工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

無線通信システム、電磁波工学、電
気・電子計測Ⅰ、電気・電子計測Ⅱ、
電子工学実験ⅡＡ、電子工学実験Ⅱ
Ｂ、電波・通信法規

平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 愛知工業大学
工学部電気学科電子
工学専攻

第一級陸上特殊無線技士

無線通信システム、電磁波工学、電
気・電子計測Ⅰ、電気・電子計測Ⅱ、
電子工学実験ⅡＡ、電子工学実験Ⅱ
Ｂ、電波・通信法規

平成１６年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 大学 愛知工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線通信システム、電磁波工学、電
波・通信法規

平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 愛知工業大学
工学部電気学科電子
工学専攻

第三級海上特殊無線技士
無線通信システム、電磁波工学、電
波・通信法規

平成１６年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 愛知工業大学
工学部電気学科電子
情報工学専攻

第一級陸上特殊無線技士

通信システムⅡ、電磁波工学、電気電
子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電子情報
工学実験４、電子情報工学実験５、電
波・通信法規

平成２１年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 愛知工業大学
工学部電気学科電子
情報工学専攻

第一級陸上特殊無線技士

通信システムⅠ、通信システムⅡ、電
磁波工学、電気電子計測、電子情報工
学実験４、電子情報工学実験５、電
波・通信法規

平成２９年４月から令和１３年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 愛知工業大学
工学部電気学科電子
情報工学専攻

第二級海上特殊無線技士

通信システムⅡ、電磁波工学、電気電
子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電子情報
工学実験４、電子情報工学実験５、電
波・通信法規

平成２１年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 愛知工業大学
工学部電気学科電子
情報工学専攻

第二級海上特殊無線技士

通信システムⅠ、通信システムⅡ、電
磁波工学、電気電子計測、電子情報工
学実験４、電子情報工学実験５、電
波・通信法規

平成２９年４月から令和１３年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 中部大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

電子応用工学、電波工学、マイクロ波
工学、電気計測、電子工学実験Ⅰ、電
子工学実験Ⅱ、電子工学実験Ⅲ、通信
法規

平成４年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

東海総合通信局 大学 中部大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

電子応用工学、電波工学、マイクロ波
工学、電気計測、電子工学実験Ⅰ、電
子工学実験Ⅱ、電子工学実験Ⅲ、通信
法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 大学 中部大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

電子応用工学、電磁波工学、アンテナ
工学、マイクロ波工学、電気計測、電
子工学実験ⅠＡ、電子工学実験ⅠＢ、
電子工学実験ⅡＡ、電子工学実験Ⅱ
Ｂ、電子工学実験ⅢＡ、電子工学実験
ⅢＢ、通信法規

平成７年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 中部大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
電子応用工学、電波工学、マイクロ波
工学、通信法規

平成４年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

東海総合通信局 大学 中部大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
電子応用工学、電波工学、マイクロ波
工学、通信法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 中部大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
電子応用工学、電磁波工学、アンテナ
工学、マイクロ波工学、通信法規

平成７年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 中部大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

電子応用工学、電磁波工学、アンテナ
工学、マイクロ波工学、電気計測、電
子情報工学実験ⅠＡ、電子情報工学実
験ⅠＢ、電子情報工学実験ⅡＡ、電子
情報工学実験ⅡＢ、電子情報工学実験
ⅢＡ、電子情報工学実験ⅢＢ、通信法
規

平成１６年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 中部大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信ネットワーク、電磁波工学、ワイ
ヤレス通信､電気計測、電子情報工学実
験ⅠＡ、電子情報工学実験ⅠＢ、電子
情報工学実験ⅡＡ、電子情報工学実験
ⅡＢ、電子情報工学実験Ⅲ、通信法規

平成１８年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

東海総合通信局 大学 中部大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信ネットワーク､電磁波工学､ワイヤ
レス通信､通信法規

平成１８年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

東海総合通信局 大学 中部大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

通信システム、電磁波工学、ワイヤレ
ス通信、電気計測、電気電子工学実験
Ａ、電気電子工学実験Ｂ、電気電子工
学実験Ｃ、電気電子工学実験Ｄ、電気
電子工学実験Ｅ、通信法規

平成３０年４月から令和１４年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 中部大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、電磁波工学、ワイヤレ
ス通信、電気計測、電気電子工学実験
Ａ、電気電子工学実験Ｂ、電気電子工
学実験Ｃ、電気電子工学実験Ｄ、電気
電子工学実験Ｅ、通信法規

平成３０年４月から令和１４年３月までの教育
課程に開設した科目

東海総合通信局 大学 中京大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
無線通信工学、電波工学、電気電子計
測、電気電子工学実験３、電波法規

平成２５年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

東海総合通信局 大学 中京大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 無線通信工学、電波工学、電波法規
平成２５年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立工業高
等学校

電子コミュニケー
ション科

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業基礎
平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立工業高
等学校

電子コミュニケー
ション科

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立工業高
等学校

電子コミュニケー
ション科

第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立工業高
等学校

電子コミュニケー
ション科

第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２９年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
京都府立工業高
等学校

環境デザイン科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成３０年４月から令和１２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立工業高
等学校

環境デザイン科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成３０年４月から令和１２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立田辺高
等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業基礎
平成１１年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立田辺高
等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立田辺高
等学校

電気技術科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎、実習
平成２７年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立田辺高
等学校

電気技術科 第二級海上特殊無線技士 通信技術　工業技術基礎　実習
平成３１年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立田辺高
等学校

電気技術科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２７年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
京都府立田辺高
等学校

電気技術科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術　工業技術基礎
平成３１年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立国際情
報高等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業基礎
平成１２年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田工
業高等学校（定
時制）

機械・電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２６年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田工
業高等学校（定
時制）

機械・電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２６年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田高
等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田高
等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田高
等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田高
等学校

機械科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田高
等学校

機械科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立瀬田高
等学校

機械科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立長浜北
星高等学校

総合学科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習
平成２４年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立長浜北
星高等学校

総合学科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習
平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立長浜北
星高等学校

総合学科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立長浜北
星高等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
平成２４年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立長浜北
星高等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
平成１７年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立長浜北
星高等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立八幡工
業高等学校

機械科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術
平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
滋賀県立八幡工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術
平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立八幡工
業高等学校

情報電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術
平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立八幡工
業高等学校

建築科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術
平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
滋賀県立八幡工
業高等学校

環境化学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術
平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
神戸市立科学技
術高等学校

電気情報工学科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業基礎、電気情報実習
平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
神戸市立科学技
術高等学校

電気情報工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業基礎
平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
神戸市立神戸工
科高等学校

工業技術科（電気
コース）

第三級陸上特殊無線技士
通信技術又は電子技術及び情報技術基
礎の２科目、工業技術基礎

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校 星翔高等学校 電子科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校 星翔高等学校 電子工学科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校 星翔高等学校 電子工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校 星翔高等学校 電気工学科 第二級海上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校 星翔高等学校 電気工学科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
大阪市立都島工
業高等学校

電気電子工学科電子
情報工業コース

第二級海上特殊無線技士
電子回路、通信技術、工業技術基礎、
電気電子工学実習

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
大阪市立都島工
業高等学校

電気電子工学科電子
情報工業コース

第二級海上特殊無線技士 情報システム、工業技術基礎
平成２９年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪市立都島工
業高等学校

電気電子工学科電子
情報工業コース

第三級陸上特殊無線技士
電子回路、通信技術、工業技術基礎、
電気電子工学実習

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
大阪市立都島工
業高等学校

電気電子工学科電子
情報工業コース

第三級陸上特殊無線技士 情報システム、工業技術基礎
平成２９年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪市立都島工
業高等学校

電気電子工学科電力
システム工業コース

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２９年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪市立都島工
業高等学校

電気電子工学科電力
システム工業コース

第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２９年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪市立東淀工
業高等学校

電気工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、工業基礎、電気・電波関係
法規

平成１３年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪市立東淀工
業高等学校

電気工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、工業技術基礎、電気・電波
関係法規

平成１５年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪市立東淀工
業高等学校

電気工学科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、工業基礎、電気・電波関係
法規

平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪市立東淀工
業高等学校

電気工学科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、工業技術基礎、電気・電波
関係法規

平成１５年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪電気通信大
学高等学校

電子工業科 第三級陸上特殊無線技士 電子回路、電気基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
大阪電気通信大
学高等学校

工学科 第三級陸上特殊無線技士 電子回路、電気基礎
平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
令和３年４月から令和９年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 電子回路、工業技術基礎
令和３年４月から令和９年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２３年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２４年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１９年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２３年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２４年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１９年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
業高等学校

電子工業科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立茨木工
業高等学校

電子工業科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業基礎
平成１１年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子制御実習
平成２２年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子制御実習
平成１７年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子制御実習
平成２２年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子制御実習
平成１７年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子制御実習
平成２６年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士
通信技術
電子制御実習

平成３１年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士
通信技術
電子制御実習

平成３１年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子制御実習
平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子制御実習
平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電気技術専科
（深化コース）

第三級陸上特殊無線技士 電子技術、電気技術実習
平成２６年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電気技術専科
（深化コース）

第三級陸上特殊無線技士
電子技術
電気技術実習

平成３１年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電気技術専科
（深化コース）

第二級海上特殊無線技士
電子技術
無線工学
電気技術実習

令和４年４月から令和８年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科
（深化コース）

第三級陸上特殊無線技士
通信技術
電子制御実習

令和４年４月から令和８年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
科高等学校

電気系電子制御専科
（深化コース）

第二級海上特殊無線技士
通信技術
電子計測制御
電子制御実習

令和４年４月から令和８年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術又は電子技術、工業基礎
平成１１年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業基礎
平成１２年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業基礎
平成１４年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立今宮工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪府立佐野工
科高等学校

電気系電子制御科
（専科）

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立佐野工
科高等学校

電気系電子制御科
（専科）

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２３年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立佐野工
科高等学校

電気系電子制御科
（専科）

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成３１年４月から令和１３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工科
高等学校

電気系電子制御専科 第二級海上特殊無線技士
通信技術、電子技術、電子回路、工業
技術基礎

平成１７年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工科
高等学校

電気系電子制御専科 第二級海上特殊無線技士 通信技術　電子技術　工業技術基礎
平成２７年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工科
高等学校

電気系電子制御専科 第二級海上特殊無線技士 通信技術　電子技術　工業技術基礎
令和２年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工科
高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工科
高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成１９年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工科
高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成２２年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工科
高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術　電子技術　工学技術基礎
平成２７年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工科
高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術　電子技術　工学技術基礎
令和２年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工科
高等学校

電気系電子制御専科
（Ｅ２コース）

第二級海上特殊無線技士
通信技術、電子技術、電子回路、工業
技術基礎

平成１９年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工科
高等学校

電気系電子制御専科
（Ｅ２コース）

第二級海上特殊無線技士
通信技術、電子技術、電子回路、工業
技術基礎

平成２２年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立堺工業
高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１６年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立城東工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子技術、電気技術実習
平成２４年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立城東工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子技術、電気技術実習
平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立城東工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士
通信技術
電気技術実習

平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立城東工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子情報通信実習
平成２４年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪府立城東工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士
通信技術、電子技術、電子情報通信実
習

平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立城東工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士
通信技術
電子情報通信実習

平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立城東工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電子技術、電気技術実習
平成２５年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立城東工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士
通信技術、電子技術、電子情報通信実
習

平成２５年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立城東工
業高等学校

電子情報科 第三級陸上特殊無線技士 電子回路、工業基礎
平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立城東工
業高等学校

電子情報科 第三級陸上特殊無線技士 電子回路、通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立成城工
業高等学校

情報技術科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業基礎
平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立成城工
業高等学校

情報技術科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立成城高
等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電気基礎実習
平成１８年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪府立成城高
等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電気基礎実習
平成１９年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立成城高
等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電気基礎実習
平成１７年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立成城高
等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電気基礎実習
平成２４年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立成城高
等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電気基礎実習
平成２５年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立成城高
等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、電気基礎実習
平成２８年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立成城高
等学校

総合学科 第三級陸上特殊無線技士
電気基礎実習Ⅰ、電気基礎実習Ⅱ、通
信技術

平成２９年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立西野田
工科高等学校

電気系電気技術専科 第二級海上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立西野田
工科高等学校

電気系電気技術専科 第二級海上特殊無線技士
電子技術、工業技術基礎、電気技術実
習

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立西野田
工科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪府立西野田
工科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士
電子技術、工業技術基礎、電気技術実
習

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立西野田
工科高等学校

電気系電子制御専科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立西野田
工科高等学校

電気系電子制御専科 第二級海上特殊無線技士
通信技術、工業技術基礎、電子制御実
習

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立西野田
工科高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立西野田
工科高等学校

電気系電子制御専科 第三級陸上特殊無線技士
通信技術、工業技術基礎、電子制御実
習

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立藤井寺
工科高等学校

電気系電子情報通信
科（専科）

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立藤井寺
工科高等学校

電気系電子情報通信
科（専科）

第三級陸上特殊無線技士 電子技術、電気回路
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立藤井寺
工科高等学校

電気系電気技術科
（専科）

第三級陸上特殊無線技士 電子技術、電気回路
令和４年４月から令和１４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立布施工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士
通信技術、電子回路、電子情報通信実
習

平成２２年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪府立布施工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士
通信技術、電子回路、電子情報通信実
習

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立布施工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士
通信技術、電子回路、電子情報通信実
習

令和３年４月から令和６年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立布施工
科高等学校

電気系電子情報通信
科（専科）

第三級陸上特殊無線技士
通信技術、電子回路、電子情報通信実
習

平成１７年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 ディジタル通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 ディジタル通信技術、工業技術基礎
平成１７年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２１年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２１年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２２年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２２年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２５年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２５年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１９年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２０年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電気技術専科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２６年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１９年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２０年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
大阪府立淀川工
科高等学校

電気系電子情報通信
専科

第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２６年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
奈良県立王寺工
業高等学校

科学技術科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業基礎、実習、課題研究
平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
奈良県立王寺工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業基礎
平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
奈良県立王寺工
業高等学校

情報電子工学科 第二級海上特殊無線技士
電子計測制御、通信技術、工業技術基
礎

平成１７年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
奈良県立王寺工
業高等学校

情報電子工学科 第二級海上特殊無線技士
電子計測制御、通信技術、工業技術基
礎

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
奈良県立王寺工
業高等学校

情報電子工学科 第二級海上特殊無線技士
電子計測制御、通信技術、工業技術基
礎

令和４年４月から令和１６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
奈良県立王寺工
業高等学校

総合電気工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
奈良県立王寺工
業高等学校

総合電気工学科 第二級海上特殊無線技士
通信技術、電子計測制御、工業技術基
礎

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
奈良県立王寺工
業高等学校

電気工学科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２４年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
奈良県立奈良工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、電気実習、課題研究
平成１１年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
奈良県立奈良工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、電気実習
平成１２年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
奈良県立奈良朱
雀高等学校

情報工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、情報工学実習
平成１９年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
奈良県立奈良朱
雀高等学校

情報工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２３年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
尼崎市立尼崎産
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
尼崎市立尼崎産
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
尼崎市立尼崎双
星高等学校

電気情報科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成２３年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
尼崎市立尼崎双
星高等学校

電気情報科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子技術、工業技術基礎
平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
尼崎市立尼崎双
星高等学校

電気情報科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎、電子技術
平成２９年４月から令和１６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
尼崎市立尼崎双
星高等学校

電気情報科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２３年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
尼崎市立尼崎双
星高等学校

電気情報科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
尼崎市立尼崎双
星高等学校

電気情報科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２９年４月から令和１６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立小野工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立小野工
業高等学校

電子科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子計測制御、実習
平成１７年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立小野工
業高等学校

電子科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子計測制御、実習
平成２３年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立小野工
業高等学校

電子科 第二級海上特殊無線技士 通信技術・電子計測制御・実習
平成２８年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立相生産
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立相生産
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術又は電子技術、工業技術基礎
平成１６年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立相生産
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成２６年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立相生産
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
兵庫県立東播工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業基礎
平成１２年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立東播工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立東播工
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
令和２年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立東播工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎、実習
平成２２年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立東播工
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎、実習
令和２年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立尼崎工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立兵庫工
業高等学校

電子科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子計測制御、実習
平成１４年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立兵庫工
業高等学校

電子工学科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、電子計測制御、実習
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立兵庫工
業高等学校

電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
平成１４年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
兵庫県立兵庫工
業高等学校

電子工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立豊岡実
業高等学校

電気科 第二級海上特殊無線技士 電子技術、工業基礎
平成１３年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立豊岡実
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業基礎
平成１３年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立豊岡総
合高等学校

電機応用工学科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立豊岡総
合高等学校

電機応用工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立龍野実
業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立龍野北
高等学校

電気情報システム科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２０年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立龍野北
高等学校

電気情報システム科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成２５年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
兵庫県立龍野北
高等学校

電気情報システム科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術又は電子技術、工業技術基礎
平成２０年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 高校
兵庫県立龍野北
高等学校

電気情報システム科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術又は電子技術、工業技術基礎
平成２５年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 高校
和歌山県立紀北
工業高等学校

電気科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
和歌山県立田辺
工業高等学校

電気電子科 第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高校
和歌山県立田辺
工業高等学校

電気電子科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 高専
神戸市立工業高
等専門学校

電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学、電波工学、電波法規
平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

近畿総合通信局 高専
神戸市立工業高
等専門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学、電気磁気学特論、電波工
学、電子計測、電子工学実験実習、電
波法規

平成８年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 高専
神戸市立工業高
等専門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学、電波工学、電子計測、電子
工学実験実習、電波法規

平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 短大
産業技術短期大
学

電気電子工学科 第三級海上特殊無線技士 無線工学、電波法規
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 短大
産業技術短期大
学

電気電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学、電気計測、電気基礎実験、
電波法規

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子工学
科第一部

第三級海上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬論、電気実験
Ⅰ、電波法規

昭和４９年４月から昭和５４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子工学
科第一部

第二級陸上特殊無線技士
無線機器学、航法機器学、電波伝搬
論、電気実験Ⅰ、電気実験Ⅱ、電波法
規

昭和４９年４月から昭和５４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子情報
学科第一部

第三級海上特殊無線技士
アナログ通信システム、アンテナ・電
磁波伝搬論、電波法規

平成１２年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子情報
学科第一部

第三級海上特殊無線技士
情報通信システムⅠ、情報伝送論Ⅰ、
電子情報実験、電波法規

平成２年４月から平成７年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子情報
学科第一部

第三級海上特殊無線技士
アナログ通信システム、アンテナ・電
磁波伝搬論、電子情報実験Ⅰ、電波法
規

平成６年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子情報
学科第一部

第二級陸上特殊無線技士
アナログ通信システム、アンテナ・電
磁波伝搬論、基礎電子工学実験、電子
工学実験Ⅰ、電波法規

平成１２年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子情報
学科第一部

第二級陸上特殊無線技士
情報通信システムⅠ、情報伝送論Ⅰ、
電子情報実験、電子通信実験、電波法
規

平成２年４月から平成７年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子情報
学科第一部

第二級陸上特殊無線技士
アナログ通信システム、アンテナ・電
磁波伝搬論、電子情報実験Ⅰ、電子通
信実験Ⅰ、電波法規

平成６年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子工学
科第二部

第三級海上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬論、電気実験
Ⅰ、電波法規

昭和４９年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子工学
科第二部

第二級陸上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬論、電気実験
Ⅰ、電波法規

昭和４９年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子情報
学科第二部

第三級海上特殊無線技士
アナログ通信システム、アンテナ・電
磁波伝搬論、電子情報実験Ⅰ、電波法
規

平成６年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子情報
学科第二部

第三級海上特殊無線技士
情報通信システム、情報伝送論Ⅰ、電
子情報実験、電波法規

平成２年４月から平成７年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子情報
学科第二部

第二級陸上特殊無線技士
アナログ通信システム、アンテナ・電
磁波伝搬論、電子情報実験Ⅰ、電子通
信実験Ⅰ、電波法規

平成６年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

近畿総合通信局 短大
大阪電気通信大
学

短期大学部電子情報
学科第二部

第二級陸上特殊無線技士
情報通信システム、情報伝送論Ⅰ、電
子情報実験、電波法規

平成２年４月から平成７年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 大学 関西大学
システム理工学部電
気電子情報工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信方式Ⅰ、通信方式Ⅱ、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、通信機器、電気電子
情報工学実験Ⅰ、電気電子情報工学実
験Ⅱ、電気通信及び電波法規

平成１９年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 関西大学
システム理工学部電
気電子情報工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信方式Ⅰ、通信方式Ⅱ、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、通信機器、電気電子
情報工学実験Ⅰ、電気電子情報工学実
験Ⅱ、電気通信及び電波法規

平成３０年４月から令和１３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 関西大学
システム理工学部電
気電子情報工学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式Ⅰ、通信方式Ⅱ、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、通信機器、電気通信
及び電波法規

平成１９年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 関西大学
システム理工学部電
気電子情報工学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式Ⅰ、通信方式Ⅱ、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、通信機器、電気通信
及び電波法規

平成３０年４月から令和１３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 関西大学
システム理工学部電
気電子情報工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信方式Ⅰ、通信方式Ⅱ、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、通信機器、電気電子
情報工学実験Ⅰ、電気電子情報工学実
験Ⅱ、電気通信及び電波法規

平成２４年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 関西大学
システム理工学部電
気電子情報工学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式Ⅰ、通信方式Ⅱ、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、通信機器、電気通信
及び電波法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信基礎論又は情報伝送工学、電波工
学１又は電波工学２、電波法規

平成７年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信基礎論又は情報伝送工学、電気電
子工学実習、電波工学又はアンテナ・
伝搬工学、電波法規

平成２７年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論、情報伝送工学、電気電子
工学実習Ａ、電波工学１、電波工学
２、電気電子計測１、電気電子工学実
験Ｂ、電気電子計測２、電波法規

平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論、＠情報伝送工学、電気電
子工学実験２、電波工学１、＠電波工
学２、電気計測工学１、電気電子工学
実験１、電気計測工学２、電波法規

平成７年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論、＠情報伝送工学、電気電
子工学実験２、電波工学１、＠電波工
学２、電気計測工学１、電気電子工学
実験１、電気電子計測２、電波法規

平成９年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論、＠情報伝送工学、電気電
子工学実験２、電波工学１、＠電波工
学２、電気電子計測１、電気電子工学
実験１、電気電子計測２、電波法規

平成１０年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論又は情報伝送工学、電気電
子工学実習Ａ、電波工学１又は電波工
学２、電気電子計測、電気電子工学実
験Ａ、電気電子工学実験Ｂ、電波法規

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論又は情報伝送工学、電気電
子工学実習Ａ、電波工学又は電波工学
２、電気電子計測、電気電子工学実験
Ａ、電気電子工学実験Ｂ、電波法規

平成２３年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論又は情報伝送工学、電気電
子工学実習Ａ、電波工学又はアンテ
ナ・伝搬工学、電気電子計測、電気電
子工学実験Ａ、電気電子工学実験Ｂ、
電波法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論又は情報伝送工学、電気電
子工学実習Ａ、電波工学又はアンテ
ナ・伝搬工学、電気電子計測、電気電
子工学実験Ａ、電気電子工学実験Ｂ、
電波法規

平成２５年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論又は情報伝送工学、電気電
子工学実習、電波工学又はアンテナ・
伝搬工学、電気電子計測、電気電子工
学基礎実験、電気電子工学実験、電波
法規

平成２７年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気工学科、
電子工学科及び電気
工学第二学科

第三級海上特殊無線技士 通信方式、電磁波動論、電波法規
昭和６１年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気工学科、
電子工学科及び電気
工学第二学科

第三級海上特殊無線技士 通信基礎論、電磁波動論、電波法規
昭和６２年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気工学科、
電子工学科及び電気
工学第二学科

第三級海上特殊無線技士
通信基礎論、＠情報伝送工学、電波工
学１、＠電波工学２、電波法規

昭和６３年４月から平成１０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気工学科、
電子工学科及び電気
工学第二学科

第一級陸上特殊無線技士

通信方式、電気電子工学実験第二、電
磁波動論、電気計測工学第一、電気電
子工学実験第一、電気計測工学第二、
電波法規

昭和６１年４月から平成２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気工学科、
電子工学科及び電気
工学第二学科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論、電気電子工学実験第二、
電磁波動論、電気計測工学第一、電気
電子工学実験第一、電気計測工学第
二、電波法規

昭和６２年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気工学科、
電子工学科及び電気
工学第二学科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論、電気電子工学実験第二、
電波工学第一、電気計測工学第一、電
気電子工学実験第一、電気計測工学第
二、電波法規

昭和６３年４月から平成６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気工学科、
電子工学科及び電気
工学第二学科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論、電気電子工学実験２、電
波工学１、電気計測工学第一、電気電
子工学実験１、電気計測工学２、電波
法規

平成３年４月から平成７年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 大学 京都大学
工学部電気工学科、
電子工学科及び電気
工学第二学科

第一級陸上特殊無線技士

通信基礎論、＠情報伝送工学、電気電
子工学実験２、電波工学１、＠電波工
学２、電気計測工学１、電気電子工学
実験１、電気計測工学２、電波法規

平成４年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 近畿大学
生物理工学部電子シ
ステム情報工学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送論Ⅰ、情報伝送論Ⅱ、応用電
子回路、電磁気学Ⅱ、通信法規

平成９年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
生物理工学部電子シ
ステム情報工学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送論、情報通信工学、応用電子
回路、電磁気学Ⅱ、電気通信法規

平成１３年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
生物理工学部電子シ
ステム情報工学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送論、情報通信工学、アナログ
回路、電磁気学Ⅱ、光・マイクロ波工
学、電気通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
生物理工学部電子シ
ステム情報工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報伝送論Ⅰ、情報伝送論Ⅱ、応用電
子回路、電磁気学Ⅱ、生体・物理計
測、電子工学基礎実験、電子工学実
験、通信法規

平成９年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
生物理工学部電子シ
ステム情報工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報伝送論、情報通信工学、応用電子
回路、電磁気学Ⅱ、生体物理計測学、
電子工学基礎実験、電子工学実験、電
気通信法規

平成１３年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
生物理工学部電子シ
ステム情報工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報伝送論、情報通信工学、アナログ
回路、電磁気学Ⅱ、光・マイクロ波工
学、生体・電子計測、電子工学基礎実
験、電子工学実験及び電気通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学 理工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
電子デバイス、通信方式、電磁波工
学、電波法規

平成６年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学 理工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
移動体情報通信システム、通信方式、
電磁波工学、マイクロ波工学、電波法
規

平成１１年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 近畿大学 理工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
移動体通信システム、通信方式、電磁
波工学、マイクロ波工学、電波法規

平成１３年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学 理工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
電子デバイス、通信方式、電磁波工
学、電子計測、電子工学実験Ⅰ、電子
工学実験Ⅲ、電波法規

平成６年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学 理工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

移動体情報通信システム、通信方式、
電磁波工学、マイクロ波工学、電子計
測Ⅰ、電子計測Ⅱ、電子工学実験Ⅰ、
電子工学実験Ⅲ、電波法規

平成１１年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電気計測、電気電子工学実験Ⅰ、
電気電子工学実験Ⅱ、情報・通信実
験、電波関係法規

平成１８年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電気計測、電気電子工学実験Ⅰ、
電気電子工学実験Ⅱ、情報・通信実
験、電波関係法規

平成２２年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電気計測、電気電子工学実習、電
気電子工学実験、エレクトロニクス・
情報通信実験、電波関係法規

平成２５年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電気計測、電気電子工学実習、電
気電子工学実験、エレクトロニクス・
情報通信実験、電波関係法規

平成２７年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電気計測、電気電子工学実習、電
気電子工学実験、エレクトロニクス・
情報通信実験、電波関係法規

平成３１年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電波関係法規

平成１８年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電波関係法規

平成２２年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電気計測、電波関係法規

平成２５年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電気計測、電波関係法規

平成２７年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電波関係法規

平成３１年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第二級海上特殊無線技士

移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電気計測、電気電子工学実習、電
気電子工学実験、エレクトロニクス・
情報通信実験、電波関係法規

平成２７年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部電気電子工
学科

第二級海上特殊無線技士

移動体通信工学、通信方式、電磁波工
学、電気電子工学実習、電気電子工学
実験、エレクトロニクス・情報通信実
験、電波関係法規

平成３１年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 近畿大学
理工学部　電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

移動体通信システム、通信方式、電磁
波工学、マイクロ波工学、電子計測
（１）、電子計測（２）、電子工学実
験（１）、電子工学実験（２）、電波
法規

平成１３年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、光電磁波工
学、電気計測、電気工学実験Ⅳ、電波
法規

平成９年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、光電磁波工
学、電気電子計測、電気工学実験Ⅳ、
電波法規

平成１３年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電波法規
平成９年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、光電磁波工
学、電気電子計測、電気工学実験Ⅳ、
電波法規

平成１７年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、光電磁波工
学、電気電子計測、電気工学実験Ⅳ、
電波法規

平成１４年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電波法規
平成１７年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電波法規
平成１４年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信システム、電磁波工学、電気電子
計測、情報通信工学実験、電波法規

平成２２年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 摂南大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電気電子計
測、電波法規

平成２３年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ　通信工学Ⅱ　電気電子計
測　電波法規

平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士 通信システム、電磁波工学、電波法規
平成２２年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電波法規
平成２３年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 摂南大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅱ　通信工学Ⅰ　電波法規
平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
電気通信システム、アンテナ工学、電
波・通信法規

平成６年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
電波・通信法規

平成１２年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

電気通信システム、アンテナ工学、基
礎電気計測、電気工学実験ａ、電気工
学実験ｂ、センサ工学、電波・通信法
規

平成６年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
基礎電気計測、電気工学実験ａ、電気
工学実験ｂ、センサ工学、電波・通信
法規

平成１２年４月から平成１３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
基礎電気計測、電気工学実験Ⅱ、電気
工学実験ｂ、センサ工学、電波・通信
法規

平成１３年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
電波・通信法規

平成１４年４月から平成２１年７月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
基礎電気計測、電気電子システム実験
Ⅱ、電気電子システム実験Ⅲ、センサ
工学、電波・通信法規

平成１４年４月から平成２１年７月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
基礎電気計測、電気電子システム実験
ａ、電気電子システム実験ｃ、センサ
工学、電波・通信法規

平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
基礎電気計測、電気電子システム実験
ａ、電気電子システム実験ｃ、センサ
工学、電波・通信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
基礎電気計測、電気電子システム実験
ａ、電気電子システム実験ｃ、センサ
工学、電波・通信法規

令和３年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
基礎電気計測、電気電子システム実験
ａ、電気電子システム実験ｃ、センサ
工学、電波・通信法規

平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
基礎電気計測、電気電子システム実験
ａ、電気電子システム実験ｃ、センサ
工学、電波・通信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電気電子シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信工学、アンテナ・伝送工学、
基礎電気計測、電気電子システム実験
ａ、電気電子システム実験ｃ、センサ
工学、電波・通信法規

令和３年４月から令和１１年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線工学Ⅱ、電磁波工学Ⅰ、電磁波工
学Ⅱ、電波・通信法規

平成６年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線通信工学Ⅱ、電磁波工学Ⅰ、電磁
波工学Ⅱ、電波・通信法規

平成９年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
無線通信工学Ⅱ、電磁波工学、電波・
通信法規

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

無線工学Ⅰ、無線工学Ⅱ、電磁波工学
Ⅰ、電磁波工学Ⅱ、電気計測Ⅰ、電気
計測Ⅱ、電子工学実験Ⅰａ、電子工学
実験Ⅰｂ、電子工学実験Ⅱａ、電子工
学実験Ⅱｂ、電波・通信法規

平成６年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学Ⅰ、無線通信工学Ⅱ、電
磁波工学Ⅰ、電磁波工学Ⅱ、電気計測
Ⅰ、電気計測Ⅱ、電子工学実験Ⅰａ、
電子工学実験Ⅰｂ、電子工学実験Ⅱ
ａ、電子工学実験Ⅱｂ、電波・通信法
規

平成９年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学Ⅰ、無線通信工学Ⅱ、電
磁波工学、電気計測Ⅰ、電気計測Ⅱ、
電子工学実験Ⅰａ、電子工学実験Ⅰ
ｂ、電子工学実験Ⅱａ、電子工学実験
Ⅱｂ、電波・通信法規

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第三級海上特殊無線技士
無線通信工学Ⅱ、電磁波工学、電波・
通信法規

平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第三級海上特殊無線技士
無線通信工学、電磁波工学、電波・通
信法規

平成１５年４月から平成２１年７月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学Ⅰ、無線通信工学Ⅱ、電
磁波工学、電気計測Ⅰ、電気計測Ⅱ、
電子情報通信実験Ⅰａ、電子情報通信
実験Ⅰｂ、電子情報通信実験Ⅱａ、電
子情報通信実験Ⅱｂ、電波・通信法規

平成１４年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学、電磁波工学、電気計測
Ⅰ、電気計測Ⅱ、電子情報通信実験Ⅰ
ａ、電子情報通信実験Ⅰｂ、電子情報
通信実験Ⅱａ、電子情報通信実験Ⅱ
ｂ、電波・通信法規

平成１５年４月から平成２１年７月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学、電磁波工学、電気計
測、電子情報通信実験ⅠＡ、電子情報
通信実験ⅠＢ、電子情報通信実験Ⅱ
Ａ、電子情報通信実験ⅡＢ、電波・通
信法規

平成１９年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学、電磁波工学、電気計
測、電子情報通信実験Ⅰａ、電子情報
通信実験Ⅰｂ、電子情報通信実験Ⅱ
ａ、電子情報通信実験Ⅱｂ、電波・通
信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学、電磁波工学、電気計
測、電子情報通信実験Ⅰ、電子情報通
信実験Ⅱ、電子情報通信実験Ⅲ、エレ
クトロニクスプラクティス、電波・通
信法規

平成２６年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第二級海上特殊無線技士

無線通信工学、電磁波工学、電気計
測、電子情報通信実験Ⅰａ、電子情報
通信実験Ⅰｂ、電子情報通信実験Ⅱ
ａ、電子情報通信実験Ⅱｂ、電波・通
信法規

平成１９年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第二級海上特殊無線技士

無線通信工学、電磁波工学、電気計
測、電子情報通信実験Ⅰａ、電子情報
通信実験Ⅰｂ、電子情報通信実験Ⅱ
ａ、電子情報通信実験Ⅱｂ、電波・通
信法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報通信
工学科

第二級海上特殊無線技士

無線通信工学、電磁波工学、電気計
測、電子情報通信実験Ⅰ、電子情報通
信実験Ⅱ、電子情報通信実験Ⅲ、エレ
クトロニクスプラクティス、電波・通
信法規

平成２６年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学、電磁波工学、電気計
測、電子情報システム実験Ⅰ、電子情
報システム実験Ⅱ、電子情報システム
実験Ⅲ、エレクトロニクスプラクティ
ス、電波・通信法規

平成３１年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪工業大学
工学部電子情報シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

無線通信工学、電磁波工学、電気計
測、電子情報システム実験Ⅰ、電子情
報システム実験Ⅱ、電子情報システム
実験Ⅲ、エレクトロニクスプラクティ
ス、電波・通信法規

平成３１年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪産業大学
工学部電子情報通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士
応用通信工学、電磁波工学、電子情報
通信工学実験１、電子情報通信工学実
験２、電波・通信事業法規

平成１８年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 大学 大阪産業大学
工学部電子情報通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報通信機器、光・電磁波工学、電気
電子情報工学基礎実験、電気電子工学
実験、電子情報工学実験、電波・通信
事業法規

平成３０年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪産業大学
工学部電子情報通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信機器、光・電磁波工学、電気
電子情報工学基礎実験、電気電子工学
実験、電波・通信事業法規

平成３０年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪産業大学
工学部電子情報通信
工学科

第二級海上特殊無線技士
応用通信工学、電磁波工学、電子情報
通信工学実験１、電子情報通信工学実
験２、電波・通信事業法規

平成１８年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 大学 大阪産業大学
工学部電子情報通信
工学科

第二級海上特殊無線技士

情報通信機器、光・電磁波工学、電気
電子情報工学基礎実験、電気電子工学
実験、電子情報工学実験、電波・通信
事業法規

平成３０年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪産業大学
工学部電子情報通信
工学科

第二級海上特殊無線技士
情報通信機器、光・電磁波工学、電気
電子情報工学基礎実験、電気電子工学
実験、電波・通信事業法規

平成３０年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 大阪大学
工学部電子情報エネ
ルギー工学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式Ⅱ、電磁波工学Ⅱ、国内電波
法規

平成８年４月から平成２１年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪大学
工学部電子情報エネ
ルギー工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信方式Ⅱ、電磁波工学Ⅱ、電子情報
エネルギー工学実験第１部、電子情報
エネルギー工学実験第２部、電子情報
エネルギー工学実験第３部、通信測定
法、国内電波法規

平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大阪大学
工学部電子情報エネ
ルギー工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信方式Ⅱ、電磁波工学Ⅱ、電子情報
エネルギー工学創成実験、電子情報エ
ネルギー工学専門実験第１部、電子情
報エネルギー工学専門実験第２部、通
信測定法、国内電波法規

平成１３年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部通信工学科 第三級海上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬論、通信工学実
験、通信技術法規（通信技術専攻）又
は電波法規（電波通信専攻）

昭和４９年４月から昭和５５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部通信工学科 第三級海上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬論、通信工学実
験、電波法規

昭和５５年４月から昭和６０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部通信工学科 第三級海上特殊無線技士
通信機器、電波伝搬論、通信工学実
験、電波法規

昭和６０年４月から平成６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部通信工学科 第三級海上特殊無線技士
通信機器Ⅱ、電波伝搬論、アンテナ工
学、通信工学実験、電波法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬論、通信工学実
験、通信技術法規、電波法規

昭和４９年４月から昭和５５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士
無線機器学、電波伝搬論、通信工学実
験、電波法規

昭和５５年４月から昭和６０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波伝搬論、通信工学実
験、電波法規

昭和６０年４月から平成６年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部通信工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信機器Ⅰ、通信機器Ⅱ、衛星通信工
学、電波伝搬論、アンテナ工学、通信
工学実験、電波法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部第１部通信工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信機器Ⅱ、電波伝搬論、アンテナ工
学、通信工学実験、電波法規

平成１０年４月から平成１２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部第１部通信工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信機器Ⅱ、電波伝搬論、アンテナ工
学、電波法規

平成１２年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部第１部通信工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器Ⅰ、通信機器Ⅱ、衛星通信工
学、電波伝搬論、アンテナ工学、通信
工学実験、電波法規

平成１０年４月から平成１２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部第１部通信工
学科

第一級陸上特殊無線技士

通信機器Ⅰ、通信機器Ⅱ、衛星通信工
学、電波伝搬論、アンテナ工学、通信
工学応用実験Ⅰ、通信工学応用実験
Ⅱ、電波法規

平成１２年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部第２部電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

アナログ通信システム、情報伝送論、
ディジタル通信システム、電磁波工
学、電気基礎実験１（実習を含む）、
電気基礎実験２（実習を含む）、電子
計測学及び電波法規

平成１４年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

工学部第２部電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
アナログ通信システム、電磁波工学及
び電波法規

平成１４年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

情報通信工学部通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信機器１、通信機器２、衛星通信工
学、電波伝搬論、アンテナ工学、通信
工学応用実験１、通信工学応用実験
２、電波法規

平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

情報通信工学部通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報伝送工学１、情報伝送工学２、移
動通信工学、電磁波工学１、電磁波工
学２、情報通信工学応用実験１、情報
通信工学応用実験２、電波法規

平成１８年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

情報通信工学部通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報伝送工学１，情報伝送工学２，移
動通信工学、電磁波工学１，電磁波工
学２，
情報通信工学応用実験１，情報通信工
学応用実験２，電波法規

平成２３年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

情報通信工学部通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報伝送工学１、情報伝送工学２、移
動通信工学、電磁波工学１、電磁波工
学２、情報通信工学実験１、情報通信
工学実験２、電波法規

平成２７年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

情報通信工学部通信
工学科

第三級海上特殊無線技士
通信機器２、電波伝搬論、アンテナ工
学、電波法規

平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

情報通信工学部通信
工学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送工学２、電磁波工学１、電磁
波工学２、電波法規

平成１８年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

情報通信工学部通信
工学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送工学２，電磁波工学１，電磁
波工学２，電波法規

平成２３年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

情報通信工学部通信
工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報伝送工学、デジタル伝送工学、モ
バイル通信、ワイヤレス通信、アンテ
ナ工学、情報通信工学実験１、報通信
工学実験２、電波法規

令和２年４月から令和９年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学
大阪電気通信大
学

情報通信工学部通信
工学科

第三級海上特殊無線技士
デジタル伝送工学，アンテナ工学，ワ
イヤレス通信，電波法規

令和２年４月から令和９年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大和大学
理工学部　理工学科
電気電子工学専攻

第一級陸上特殊無線技士

無線工学特論、光・電波工学、電気電
子計測、電気電子工学実験Ⅰ、電気電
子工学実験Ⅱ、電気電子工学実習、電
波・電気通信法規

令和２年４月から令和６年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 大学 大和大学
理工学部　理工学科
電気電子工学専攻

第二級海上特殊無線技士

無線工学特論、光・電波工学、電気電
子計測、電気電子工学実験Ⅰ、電気電
子工学実験Ⅱ、電気電子工学実習、電
波・電気通信法規

令和２年４月から令和６年３月までの教育課程
に開設した科目

近畿総合通信局 大学 兵庫県立大学
工学部電子情報電気
工学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、アンテナ電波伝搬、
情報通信工学、デジタル通信システ
ム、
電気電子計測Ⅰ、電波法規

平成１９年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 兵庫県立大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、アンテナ電波伝搬、
情報通信工学、デジタル通信システ
ム、
基礎電気電子計測、電波法規

平成２１年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 兵庫県立大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、アンテナ電波伝搬、
情報通信工学、デジタル通信システ
ム、
基礎電気電子計測、電波法規

令和３年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 兵庫県立大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

マイクロ波工学、アンテナ電波伝搬、
情報通信工学、デジタル通信システ
ム、
基礎電気電子計測、電波法規

平成３０年４月から令和１１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 兵庫県立大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士
マイクロ波工学、アンテナ電波伝搬、
デジタル通信システム、電波法規

平成１９年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 兵庫県立大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士
マイクロ波工学、アンテナ電波伝搬、
デジタル通信システム、電波法規

令和３年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 兵庫県立大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士
マイクロ波工学、アンテナ電波伝搬、
デジタル通信システム、電波法規

平成３０年４月から令和１１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学 理工学部光工学科 第二級海上特殊無線技士
信号解析、光電磁波回路、光工学実験
Ⅰ、光工学実験Ⅱ、電気通信法規

平成１２年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学 理工学部光工学科 第二級海上特殊無線技士
信号処理、電磁波論、光工学実験Ⅰ、
光工学実験Ⅱ、電気通信法規

平成８年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学 理工学部光工学科 第三級海上特殊無線技士
信号解析、光電磁波回路、電気通信法
規

平成１２年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学 理工学部光工学科 第三級海上特殊無線技士 信号処理、電磁波論、電気通信法規
平成８年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学 理工学部光工学科 第一級陸上特殊無線技士
信号解析、通信基礎論、光電磁波回
路、光工学実験Ⅰ、光工学実験Ⅱ、光
工学実験Ⅲ、電気通信法規

平成１２年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学 理工学部光工学科 第一級陸上特殊無線技士
光通信理論、信号処理、電磁波論、光
工学実験Ⅰ、光工学実験Ⅱ、光工学実
験Ⅲ、電気通信法規

平成８年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電子光情報
工学科

第二級海上特殊無線技士
信号解析、光電磁波回路、電子光情報
工学実験Ⅰ、電子光情報工学実験Ⅱ、
電気通信法規

平成１３年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電子光情報
工学科

第二級海上特殊無線技士
信号解析、光電磁波回路、電子光情報
工学実験Ⅰ、電子光情報工学実験Ⅱ、
情報通信法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電子光情報
工学科

第三級海上特殊無線技士
信号解析、光電磁波回路、電気通信法
規

平成１３年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電子光情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

信号解析、通信基礎論、光電磁波回
路、電子光情報工学実験Ⅰ、電子光情
報工学実験Ⅱ、電子光情報工学実験
Ⅲ、電気通信法規

平成１３年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電子光情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

信号解析、情報通信基礎論、光電磁波
回路、電子光情報工学実験Ⅰ、電子光
情報工学実験Ⅱ、電子光情報工学実験
Ⅲ、情報通信法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第二級海上特殊無線技士
信号解析、マイクロ波工学、電気電子
工学実験Ⅰ、電気電子工学実験Ⅱ、電
気通信法規

平成１２年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第二級海上特殊無線技士
通信システム、マイクロ波工学、電気
電子工学実験Ⅰ、電気電子工学実験
Ⅱ、電気通信法規

平成５年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第二級海上特殊無線技士
アナログ信号処理、通信工学、マイク
ロ波工学、電気電子工学実験Ⅰ、電気
電子工学実験Ⅱ、情報通信法規

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第二級海上特殊無線技士
アナログ信号処理、通信工学、電磁波
工学、電気電子工学実験Ⅰ、電気電子
工学実験Ⅱ、情報通信法規

平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第二級海上特殊無線技士
アナログ信号処理、通信工学、マイク
ロ波工学、電気電子工学実験Ⅰ、電気
電子工学実験Ⅱ、情報通信法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第二級海上特殊無線技士
アナログ信号処理、通信工学、マイク
ロ波工学、電気電子工学実験Ⅰ、電気
電子工学実験Ⅱ、情報通信法規

平成２１年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第二級海上特殊無線技士
信号処理、通信工学、電磁波工学、電
気電子工学実験Ⅰ、電気電子工学実験
Ⅲ、情報通信法規

平成２８年４月から令和１１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
信号解析、マイクロ波工学、電気通信
法規

平成１２年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信システム、マイクロ波工学、電気
通信法規

平成５年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第三級海上特殊無線技士
アナログ信号処理、通信工学、マイク
ロ波工学、情報通信法規

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

信号解析、通信基礎論、マイクロ波工
学、電気電子工学実験Ⅰ、電気電子工
学実験Ⅱ、電気電子工学実験Ⅲ、電気
通信法規

平成１２年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

通信システム、通信ネットワーク、マ
イクロ波工学、電気電子工学実験Ⅰ、
電気電子工学実験Ⅱ、電気電子工学実
験Ⅲ、電気通信法規

平成５年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

アナログ信号処理、通信工学、マイク
ロ波工学、電気電子工学実験Ⅰ、電気
電子工学実験Ⅱ、電気電子工学実験
Ⅲ、情報通信法規

平成２０年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

アナログ信号処理、通信工学、電磁波
工学、電気電子工学実験Ⅰ、電気電子
工学実験Ⅱ、電気電子工学実験Ⅲ、情
報通信法規

平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

アナログ信号処理、通信工学、マイク
ロ波工学、電気電子工学実験Ⅰ、電気
電子工学実験Ⅱ、電気電子工学実験
Ⅲ、情報通信法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

アナログ信号処理、通信工学、マイク
ロ波工学、電気電子工学実験Ⅰ、電気
電子工学実験Ⅱ、電気電子工学実験
Ⅲ、情報通信法規

平成２１年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 立命館大学
理工学部電気電子工
学科

第一級陸上特殊無線技士

信号処理、通信工学、電磁波工学、電
気電子工学実験Ⅰ、電気電子工学実験
Ⅱ、電気電子工学実験Ⅲ、情報通信法
規

平成２８年４月から令和１１年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第三級海上特殊無線技士
通信理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、電波法規

平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第三級海上特殊無線技士
情報理論、通信方式概論、電磁気学、
電磁波工学、電波法規

平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第三級海上特殊無線技士
情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、電磁波工学、電波法
規

平成２２年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第三級海上特殊無線技士
情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光・電磁波工学、電
波・電気通信事業法規

平成２３年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第一級陸上特殊無線技士
通信理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光メカトロニクス実
験Ⅰ、計測工学、電波法規

平成８年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第一級陸上特殊無線技士
情報理論、通信方式概論、電磁気学、
電磁波工学、光メカトロニクス実験
Ⅰ、計測工学、電波法規

平成１３年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光・電磁波工学、光
メカトロニクス実験Ａ、光メカトロニ
クス実験Ｂ、センサ工学、電波・電気
通信事業法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光・電磁波工学、光
メカトロニクス実験Ａ、光メカトロニ
クス実験Ｂ、センサ工学、電波・電気
通信事業法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第三級海上特殊無線技士
情報理論、通信方式概論、電磁気学、
電磁波工学、電波法規

平成１３年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第三級海上特殊無線技士
情報理論、通信方式概論、電磁気学、
電磁波工学、電波法規

平成１３年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第三級海上特殊無線技士
情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、電磁波工学、電波法
規

平成２２年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第三級海上特殊無線技士
情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光・電磁波工学、電
波・電気通信事業法規

平成２３年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第一級陸上特殊無線技士
情報理論、通信方式概論、電磁気学、
電磁波工学、情報通信システム実験、
計測工学、電波法規

平成１３年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第一級陸上特殊無線技士
情報理論、通信方式概論、電磁気学、
電磁波工学、情報通信システム実験、
センサ工学、電波法規

平成１３年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、電磁波工学、情報通
信システム実験、センサ工学、電波法
規

平成２２年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光・電磁波工学、情
報通信システム実験、
センサ工学、電波・電気通信事業法規

平成２３年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光・電磁波工学、情
報通信システム実験、センサ工学、電
波・電気通信事業法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学、
光・電磁波工学、情報通信システム実
験、計測とセンサ、電波・電気通信事
業法規

平成２５年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、無線通信システム、電磁気
学、電磁波工学、情報システム実験、
計測とセンサ、電波・電気通信事業法
規

平成２６年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光・電磁波工学、情
報通信システム実験、
センサ工学、電波・電気通信事業法規

平成２３年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光・電磁波工学、情
報通信システム実験、センサ工学、電
波・電気通信事業法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学、
光・電磁波工学、情報通信システム実
験、計測とセンサ、電波・電気通信事
業法規

平成２５年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部情報
通信システム学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、無線通信システム、電磁気
学、電磁波工学、情報システム実験、
計測とセンサ、電波・電気通信事業法
規

平成２６年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、電磁波工学、光メカ
トロニクス実験Ａ、光メカトロニクス
実験Ｂ、センサ工学、電波法規

平成２２年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光・電磁波工学、光
メカトロニクス実験Ａ、光メカトロニ
クス実験Ｂ、センサ工学、電波・電気
通信事業法規

平成２３年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学、
光・電磁波工学、光メカトロニクス実
験Ａ、光メカトロニクス実験Ｂ、計測
とセンサ、電波・電気通信事業法規

平成２５年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、無線通信システム、電磁気
学、電磁波工学、計測システム実験
Ａ、計測とセンサ、電波・電気通信事
業法規

平成２６年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学
Ⅰ、電磁気学Ⅱ、光・電磁波工学、光
メカトロニクス実験Ａ、光メカトロニ
クス実験Ｂ、センサ工学、電波・電気
通信事業法規

平成２３年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、通信方式概論、電磁気学、
光・電磁波工学、光メカトロニクス実
験Ａ、光メカトロニクス実験Ｂ、計測
とセンサ、電波・電気通信事業法規

平成２５年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部光メ
カトロニクス学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、無線通信システム、電磁気
学、電磁波工学、計測システム実験
Ａ、計測とセンサ、電波・電気通信事
業法規

平成２６年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、無線通信システム、電磁気
学、電磁波工学、情報システム実験ま
たは計測システム実験Ａ、計測とセン
サ、電波・電気通信事業法規

平成２７年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、無線通信システム、電磁気
学または物性電磁気学Ⅰ、電磁波工
学、情報システム実験または計測シス
テム実験Ａ、計測とセンサ、電波・電
気通信事業法規

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

情報理論、無線通信システム、電磁気
学Ⅰ、電磁波工学、情報システム実験
または電気電子工学実験Ａ、計測シス
テム、電波・電気通信事業法規

令和２年４月から令和１０年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、無線通信システム、電磁気
学、電磁波工学、情報システム実験ま
たは計測システム実験Ａ、計測とセン
サ、電波・電気通信事業法規

平成２７年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、無線通信システム、電磁気
学または物性電磁気学Ⅰ、電磁波工
学、情報システム実験または計測シス
テム実験Ａ、計測とセンサ、電波・電
気通信事業法規

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

近畿総合通信局 大学 和歌山大学
システム工学部シス
テム工学科

第二級海上特殊無線技士

情報理論、無線通信システム、電磁気
学Ⅰ、電磁波工学、情報システム実験
または電気電子工学実験Ａ、計測シス
テム、電波・電気通信事業法規

令和２年４月から令和１０年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 高校 関西高等学校
ＥＩエンジニア科Ｉ
ＣＴクリエイター
コース

第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習
平成２８年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 高校 関西高等学校
ＥＩエンジニア科Ｉ
ＣＴクリエイター
コース

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
平成２８年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 高校 関西高等学校
ＥＩエンジニア科ア
スリートコース

第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習
令和５年４月から令和１０年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 高校 関西高等学校
ＥＩエンジニア科ア
スリートコース

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習
令和５年４月から令和１０年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 高校
鳥取県立境水産
高等学校

水産学科情報通信科
（情報通信コース）

第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、
通信技術

平成７年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 高校
鳥取県立境水産
高等学校

水産学科情報通信科
（情報通信コース）

第三級陸上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、
通信技術

平成７年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

情報工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学、計測工学、情報工学実験
Ⅰ、通信工学特論

平成５年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

情報工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学、通信工学特論
平成５年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

電気工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学特論、通信工学、電気計測、
電気工学実験Ⅰ

平成４年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

電気工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学特論、通信工学、電気計測、
電気工学実験Ⅰ

平成５年４月から平成１９年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

電気工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学特論、通信工学
平成４年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

電気工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学特論、通信工学
平成５年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

情報工学科 第二級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅰ、電子計測、情報工学
実験Ⅱ、情報通信工学Ⅱ

平成１２年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

情報工学科 第三級海上特殊無線技士 情報通信工学Ⅰ、情報通信工学Ⅱ
平成１２年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

電気電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学特論、通信工学、電気電子計
測、電気電子工学実験Ⅰ

平成１５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

電気電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学特論、通信工学
平成１５年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

総合理工学科電気電
子システム系　エレ
クトロニクスプログ
ラム

第三級海上特殊無線技士 通信工学特論
平成２８年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 高専
津山工業高等専
門学校

総合理工学科電気電
子システム系　エレ
クトロニクスプログ
ラム

第二級陸上特殊無線技士
通信工学特論、電気電子計測Ⅰ、総合
理工実験実習

平成２８年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学基礎論Ⅰ、マイクロ波工学、
計測システム、情報工学実験、電波法
規

平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信基礎論、マイクロ波工学、計
測システム、情報工学実験、電気通信
法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学基礎論、マイクロ波工学、パ
ワーエレクトロニクス、情報工学実験
Ⅱ、電波法規

平成９年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム、マイクロ波工
学、電波法規

平成１１年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信基礎論、マイクロ波工学、電
気通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第三級海上特殊無線技士
ワイヤレスシステム、マイクロ波工
学、電気通信法規

平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士
情報通信基礎論、ワイヤレスシステ
ム、マイクロ波工学、計測システム、
情報工学実験、電波法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学基礎論Ⅱ、ワイヤレスシステ
ム、マイクロ波工学、計測システム、
情報工学実験、電波法規

平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学基礎論Ⅰ、ワイヤレスシステ
ム、マイクロ波工学、計測システム、
情報工学実験、電気通信法規

平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士

通信工学基礎論、ワイヤレスシステ
ム、マイクロ波工学、パワーエレクト
ロニクス、衛星通信工学、電子計測、
情報工学実験Ⅱ、電波法規

平成９年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学基礎論、ワイヤレスシステ
ム、マイクロ波工学、電子計測、情報
工学実験Ⅱ、電波法規

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第一級陸上特殊無線技士
情報通信基礎論、ワイヤレスシステ
ム、マイクロ波工学、計測システム、
情報工学実験、電気通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、計測シス
テム、電子工学実験Ⅰ、電波法規

平成１３年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学基礎論、パワーエレクトロニ
クス、マイクロ波工学、電子工学実験
Ⅰ、電波法規

平成９年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学、マイクロ波工学、電波法規
平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、電気通信
法規

平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

通信工学基礎論、衛星通信工学、ワイ
ヤレスシステム、パワーエレクトロニ
クス、マイクロ波工学、電子計測、電
子工学実験Ⅰ、電波法規

平成９年４月から平成１４年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、計測シス
テム、電子工学実験Ⅰ、電波法規

平成１３年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、計測シス
テム、電子工学実験Ⅰ、電気通信法規

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、計測シス
テム、電子工学実験Ⅰ、電気通信法規

平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、電子計
測、電子工学実験Ⅰ、電波法規

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第三級海上特殊無線技士
情報通信基礎論、マイクロ波工学、電
波法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学基礎論Ⅰ、マイクロ波工学、
計測システム、情報工学実験、電気通
信法規

平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学 工学部情報工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信基礎論、マイクロ波工学、計
測システム、情報工学実験、電波法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 岡山理科大学
工学部電気電子シス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、電気電子
計測、電気電子工学実験Ⅱ、電波法規

平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学
工学部電気電子シス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、電気電子
計測、電気電子工学実験Ⅱ、電波法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学
工学部電気電子シス
テム学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、電気電子
計測、電気電子工学実験Ⅱ、電波法規

平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学
工学部電気電子シス
テム学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、電気電子
計測、電気電子工学実験Ⅱ、電波法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学
工学部電気電子シス
テム学科

第三級海上特殊無線技士 通信工学、マイクロ波工学、電波法規
平成２４年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学
工学部電気電子シス
テム学科

第三級海上特殊無線技士 通信工学、マイクロ波工学、電波法規
平成１９年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学
工学部電気電子シス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、電気電子
計測、電気電子工学実験Ⅱ、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 岡山理科大学
工学部電気電子シス
テム学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、電気電子
計測、電気電子工学実験Ⅱ、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 岡山理科大学
工学部電気電子シス
テム学科

第三級海上特殊無線技士 通信工学、マイクロ波工学、電波法規
平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 近畿大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
電子機器工学、電磁波工学、マイクロ
波工学、電子計測、電気通信法規

平成９年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 近畿大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報通信機器、電磁波工学、マイクロ
波通信、電子計測、電気通信法規

平成１４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 近畿大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
電子機器工学、電磁波工学、マイクロ
波工学、電気通信法規

平成９年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 近畿大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信機器、電磁波工学、マイクロ
波通信、電気通信法規

平成１４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 近畿大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
電子機器工学、電磁波工学、マイクロ
波工学、電子計測、電気通信法規

平成９年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 近畿大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信機器、電磁波工学、マイクロ
波通信、電子計測、電気通信法規

平成１４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 島根大学
総合理工学部電子制
御システム工学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、遠隔計測、応用電子計測、
マイクロ波工学、基礎実験、＠電磁気
計測、無線法規、電気通信法規

平成９年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 島根大学
総合理工学部電子制
御システム工学科

第二級海上特殊無線技士

通信工学、遠隔計測、応用電子計測、
マイクロ波工学、電子制御システム工
学実験Ⅰ、＠電磁気計測、無線法規、
電気通信法規

平成１２年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 島根大学
総合理工学部機械・
電気電子工学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、電磁波工学、電磁気計測、
無線法規

平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学 島根大学
総合理工学部電子制
御システム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、応用電子
計測、無線法規

平成９年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 島根大学
総合理工学部機械・
電気電子工学科

第三級海上特殊無線技士 通信工学、電磁波工学、無線法規
平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学 島根大学
総合理工学部電子制
御システム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、応用電子
計測、遠隔計測、基礎実験、＠電磁気
計測、無線法規

平成９年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 島根大学
総合理工学部電子制
御システム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、マイクロ波工学、応用電子
計測、遠隔計測、電子制御システム工
学実験Ⅰ、＠電磁気計測、無線法規

平成１２年４月から平成１６年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 島根大学
総合理工学部機械・
電気電子工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、電磁波工学、電磁気計測、
無線法規

平成１３年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学 広島電機大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅱ、電波工学、電波法規
昭和５９年４月から平成８年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島電機大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅱ、電波工学、電気通信法規
平成５年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 広島電機大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電子応用工学Ⅰ、電子応
用工学Ⅱ、電波工学、マイクロ波工
学、電気計測、電波法規

昭和６３年４月から平成８年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島電機大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電子応用工学Ⅰ、電子応
用工学Ⅱ、電波工学、マイクロ波工
学、電気計測、電気通信法規

平成５年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島電機大学 工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電子応用工学Ⅰ、電波工
学、電気計測、電気通信法規

平成５年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅱ、電波工学、電波法規
昭和５９年４月から平成８年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅱ、電波工学、電気通信法規
平成５年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電子応用工学Ⅰ、電子応
用工学Ⅱ、電波工学、マイクロ波工
学、電気計測、電波法規

昭和６３年４月から平成８年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅱ、電子応用工学Ⅰ、電子応
用工学Ⅱ、電波工学、マイクロ波工
学、電気計測、電気通信法規

平成５年４月から平成９年３月までの教育課程
に開設した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信機器学、電磁界理論、超高周波工
学、電子計測、電子応用計測、電気通
信法規

平成６年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部メディア情報
通信学科

第三級海上特殊無線技士
情報通信機器、アンテナ理論、電気通
信法規

平成１４年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部メディア情報
通信学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信機器、アンテナ理論、超高周
波、電子計測、ディジタル計測、電気
通信法規

平成１４年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信機器、アンテナ理論、電気電子計
測Ⅰ、電気通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信機器、アンテナ理論、電気通信法
規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、アンテナ理論、超高周波、
電気電子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電
気通信法規

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信機器学、電磁界理論、電気通信法
規

平成６年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学

広島国際学院大
学（平成１１年
３月までは広島
電機大学）

工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信機器学、電磁界理論、電子計測、
電気通信法規

平成６年４月から平成１７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学
広島国際学院大
学

工学部メディア情報
通信学科

第二級海上特殊無線技士
情報通信機器、アンテナ理論、電子計
測、電気通信法規

平成１４年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島大学
工学部第二類（電気
系）

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電磁波伝送工学、電気通信
法規

平成７年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

中国総合通信局 大学 広島大学
工学部第二類（電
気・電子・システ
ム・情報系）

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電磁波伝送工学及び電気通
信法規

平成１３年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 広島大学
工学部第二類（電気
系）

第一級陸上特殊無線技士
電子機器、通信工学、電磁波伝送工
学、電気電子計測、電気通信法規

平成７年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島大学
工学部第二類（電
気・電子・システ
ム・情報系）

第一級陸上特殊無線技士
電子機器、通信工学、電磁波伝送工
学、電気電子計測、電気通信法規

平成１３年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島大学
工学部第二類（電
気・電子・システ
ム・情報系）

第二級海上特殊無線技士
電子機器、通信工学、電磁波伝送工
学、電気電子計測、電気通信法規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島大学
工学部第二類（電気
電子・システム情報
系）

第一級陸上特殊無線技士
電子機器、通信工学、電磁波伝送工
学、電気電子計測、電気通信法規

平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島大学
工学部第二類（電気
電子・システム情報
系）

第二級海上特殊無線技士
電子機器、通信工学、電磁波伝送工
学、電気電子計測、電気通信法規

平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島大学
工学部第二類（電気
電子・システム情報
系）

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電磁波伝送工学、電気通信
法規

平成３０年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信システム工学、応用電波工学、高
周波工学、電気通信法規

平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信システム工学、応用電波工学、高
周波工学、計測工学、電気工学実験
Ⅱ、電気通信法規

平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気・デジタ
ルシステム工学科

第二級海上特殊無線技士
通信システム工学、応用電波工学、高
周波工学、電気通信法規

平成１２年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気・ディジ
タルシステム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信システム工学、応用電波工学、高
周波工学、電気通信法規

平成１２年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気・ディジ
タルシステム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信システム工学、応用電波工学、高
周波工学、計測工学、電気工学実験
Ⅱ、電気通信法規

平成１２年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気通信法規

平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気通信法規

平成１２年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子・光シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気通信法規

平成１２年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子・光シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電子計測、電子・光システム工学
実験Ⅰ、電子工学実験Ⅲ、電気通信法
規

平成１２年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気・ディジ
タルシステム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信システム工学、応用電波工学、高
周波工学、計測工学、電気工学実験
Ⅱ、電気通信法規

平成１６年４月から平成１８年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子・光シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電子計測、電子・光システム工学
実験Ⅰ、電子・光システム工学実験
Ⅳ、電気通信法規

平成１４年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気通信法規

平成２８年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電子計測、電子工学実験Ａ、電
子・光システム工学実験Ⅳ、電気通信
法規

平成１９年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電子計測、電子情報工学実験Ａ、
電子工学実験Ｄ、電気通信法規

平成２０年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電子計測、電子情報工学実験Ａ、
電子情報工学実験Ｄ、電気通信法規

平成２１年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電子計測、電子情報工学実験Ａ、
電子情報工学実験Ｄ、電気通信法規

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電子計測、電子情報工学実験Ａ、
電子情報工学実験Ｄ、電気通信法規

平成２８年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学 工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
通信システム工学、応用電波工学、高
周波工学、電気通信法規

平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電子計測、電子工学実験Ⅰ、電子
工学実験Ⅲ、電気通信法規

平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学 工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気通信法規

平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気・デジタ
ルシステム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信システム工学、応用電波工学、高
周波工学、計測工学、電気工学実験
Ⅲ、電気工学実験Ⅳ、電気通信法規

平成１８年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気・デジタ
ルシステム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、計測工学、電気工学実験Ｃ、電気
工学実験Ｄ、電気通信法規

平成２０年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気・デジタ
ルシステム工学科

第二級海上特殊無線技士
通信システム工学、応用電波工学、高
周波工学、電気通信法規

平成１８年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気・デジタ
ルシステム工学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気通信法規

平成２０年４月から平成２２年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、計測工学、電気工学実験Ｃ、電気
工学実験Ｄ、電気通信法規

平成２２年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気・電子計測、電気工学実験
Ｃ、電気工学実験Ｄ、電気通信法規

平成２３年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気・電子計測、電気システム実
験Ｃ、電気システム実験Ｄ、電気通信
法規

平成２４年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気・電子計測、電気システム実
験Ｃ、電気システム実験Ｄ、電気通信
法規

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、電磁波工学、高周波工学、
電気・電子計測、電気システム実験
Ｃ、電気システム実験Ｄ、電気通信法
規

平成２８年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気システム
工学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気通信法規

平成２２年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気システム
工学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気通信法規

平成２６年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気システム
工学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、電磁波工学、高周波工学、
電気通信法規

平成２８年４月から令和５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電気通信法規

令和２年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、応用電波工学、高周波工
学、電子計測、社会実践科目Ｃ・Ｄ・
Ｇ・Ｈ、電気通信法規

令和２年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、電磁波工学、高周波工学、
電気電子計測、電気応用実験Ｃ、電気
応用実験Ｄ、電気通信法規

令和２年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 広島工業大学
工学部電気システム
工学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、電磁波工学、高周波工学、
電気通信法規

令和２年４月から令和１２年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、電波工学、電波法規・無
線工学

平成７年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電子機器
学、電波工学、電気計測Ⅰ、電気計測
Ⅱ、電子・電気工学実験Ⅰ、電子・電
気工学実験Ⅳ、電子・電気工学実験
Ⅴ、電波法規・無線工学

平成７年４月から平成１５年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、電子・電気計測Ⅰ、電子・電
気計測Ⅱ、電子・電気工学実験、電子
通信システム実験Ⅰ、電子通信システ
ム実験Ⅱ、電気通信事業法・電波法

平成１９年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・電気工
学科

第二級海上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、電子・電気計測Ⅰ、電子・電
気計測Ⅱ、電子・電気工学実験、電子
通信システム実験Ⅱ、電気通信事業
法・電波法

平成１９年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
無線工学、通信工学、電波工学、電気
通信事業法・電波法

平成１９年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・電気工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電波工学、電波法規・無線
工学

平成１５年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・ロボッ
ト工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、計測工学、センサー工学、電
子通信・ロボットシステム実験、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅰ、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅱ、電気
通信事業法・電波法

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・ロボッ
ト工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、計測工学、センサー工学、電
子通信・ロボットシステム実験、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅰ、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅱ、電気
通信事業法・電波法

平成２２年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・ロボッ
ト工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、計測工学、センサー工学、電
子通信・ロボットシステム実験、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅰ、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅱ、電気
通信事業法・電波法

平成２３年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・ロボッ
ト工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、計測工学、センサー工学、電
子通信・ロボットシステム実験、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅰ、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅱ、電気
通信事業法・電波法

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・ロボッ
ト工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、計測工学、センサー工学、電
子通信・ロボットシステム実験、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅰ、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅱ、電気
通信事業法・電波法

平成２５年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・ロボッ
ト工学科

第二級海上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、計測工学、センサー工学、電
子通信・ロボットシステム実験、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅱ、電気
通信事業法・電波法

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・ロボッ
ト工学科

第二級海上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、計測工学、センサー工学、電
子通信・ロボットシステム実験、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅱ、電気
通信事業法・電波法

平成２２年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・ロボッ
ト工学科

第二級海上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、計測工学、センサー工学、電
子通信・ロボットシステム実験、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅱ、電気
通信事業法・電波法

平成２３年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・ロボッ
ト工学科

第二級海上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、計測工学、センサー工学、電
子通信・ロボットシステム実験、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅱ、電気
通信事業法・電波法

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・ロボッ
ト工学科

第二級海上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、計測工学、センサー工学、電
子通信・ロボットシステム実験、電子
通信・ロボット設計製作実験Ⅱ、電気
通信事業法・電波法

平成２５年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、電子機器学、電波工学、電
気計測、電子計測、電子・電気工学実
験、電子・光システム実験Ⅰ、電子・
光システム実験Ⅱ、電波法規・無線工
学

平成１５年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部電子・電気工
学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、電子機器学、電波工学、電
気計測、電子計測、電子・電気工学実
験、電子通信・光システム実験Ⅰ、電
子通信・光システム実験Ⅱ、電波法
規・無線工学

平成１６年４月から平成２０年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部スマートシス
テム学科

第二級海上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、スマートシステム基礎実験、
スマートシステム応用実験Ⅰ、スマー
トシステム応用実験Ⅱ、電気通信事業
法・電波法

平成２６年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部スマートシス
テム学科

第二級海上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、スマートシステム基礎実験
Ⅰ、スマートシステム基礎実験Ⅱ、ス
マートシステム応用実験Ⅰ、スマート
システム応用実験Ⅱ、電気通信事業
法・電波法

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部スマートシス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、スマートシステム基礎実験、
スマートシステム応用実験Ⅰ、スマー
トシステム応用実験Ⅱ、電気通信事業
法・電波法

平成２６年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学
工学部スマートシス
テム学科

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、スマートシステム基礎実験
Ⅰ、スマートシステム基礎実験Ⅱ、ス
マートシステム応用実験Ⅰ、スマート
システム応用実験Ⅱ、電気通信事業
法・電波法

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学 福山大学

工学部スマートシス
テム学科（電子シス
テムコース、電気工
学コース）

第二級海上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、スマートシステム基礎実験
Ⅰ、スマートシステム基礎実験Ⅱ、ス
マートシステム応用実験、電子工学応
用実験、電気通信事業法・電波法

令和２年４月から令和７年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学 福山大学

工学部スマートシス
テム学科（電子シス
テムコース、電気工
学コース）

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電子機器学、通信工学、電
波工学、スマートシステム基礎実験
Ⅰ、スマートシステム基礎実験Ⅱ、ス
マートシステム応用実験、電子工学応
用実験、電気通信事業法・電波法

令和２年４月から令和７年３月までの教育課程
に開設した科目

中国総合通信局 大学
山口東京理科大
学

工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

電気通信工学、電気工学通論、高周波
回路、電磁気学Ⅱ、電気電子計測、電
気工学実験Ⅰ、電気工学実験Ⅱ、電波
法

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学
山口東京理科大
学

工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

電気通信工学、電気工学通論、高周波
回路、電磁気学Ⅱ、電気電子計測、電
気工学実験Ⅰ、電気工学実験Ⅱ、電波
法

平成２２年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学
山口東京理科大
学

工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

電気通信工学、電気工学通論、高周波
回路、電磁気学Ⅱ、電気電子計測、電
気工学実験Ⅰ、電気工学実験Ⅱ、電波
法

平成２７年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学
山口東京理科大
学

工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

電気通信工学、電気工学特別講義、高
周波回路、電磁気学Ⅱ、電気電子計
測、電気工学実験Ⅰ、電気工学実験
Ⅱ、電波法

平成３０年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

中国総合通信局 大学
山口東京理科大
学

工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
電気通信工学、電気工学通論、高周波
回路、電磁気学Ⅱ、電波法

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学
山口東京理科大
学

工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
電気通信工学、電気工学通論、高周波
回路、電磁気学Ⅱ、電波法

平成２２年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

中国総合通信局 大学
山口東京理科大
学

工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
電気通信工学、電気工学通論、高周波
回路、電磁気学Ⅱ、電波法

平成２７年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

中国総合通信局 大学
山口東京理科大
学

工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
電気通信工学、電気工学特別講義、高
周波回路、電磁気学Ⅱ、電波法

平成３０年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
香川県立多度津
水産高等学校

海洋技術科マリンラ
イフコース

第二級海上特殊無線技士 通信技術
平成１１年４月から平成１５年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
香川県立多度津
水産高等学校

海洋技術科マリンラ
イフコース

第二級海上特殊無線技士 通信工学
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

四国総合通信局 高校
香川県立多度津
水産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論、通信技術
平成６年４月から平成１３年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高岡高
等学校宇佐分校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士 電子技術、電子計測制御、通信技術
平成６年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高岡高
等学校宇佐分校

情報通信工学科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、電気基礎、
無線通信

平成４年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高岡高
等学校宇佐分校

情報通信工学科 第三級陸上特殊無線技士 電子技術、電気基礎、通信技術
平成６年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高岡高
等学校宇佐分校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士 無線機器、電気通信理論、通信法規
昭和５０年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高岡高
等学校宇佐分校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士 無線工学、電気通信理論、無線通信
昭和５７年４月から平成３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 高校
高知県立高岡高
等学校宇佐分校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、電気基礎、
無線通信

平成元年４月から平成６年３月までの教育課程
に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高岡高
等学校宇佐分校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線機器、電気通信理論、電気理論、
通信法規

昭和３７年４月から昭和５２年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高知海
洋高等学校

マリン工学科（情報
通信コース）

第二級海上特殊無線技士
通信工学、通信技術（工業）、総合実
習、通信技術（水産）

平成９年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

四国総合通信局 高校
高知県立高知海
洋高等学校

マリン工学科（情報
通信コース）

第三級陸上特殊無線技士
通信工学、通信技術（工業）、総合実
習、通信技術（水産）

平成９年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

四国総合通信局 高校
高知県立高知海
洋高等学校

マリン技術科 第二級海上特殊無線技士 海上通信技術
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高知海
洋高等学校

海洋学科 第二級海上特殊無線技士 海上通信技術
平成１８年４月から平成２４年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高知海
洋高等学校

海洋学科航海コース 第二級海上特殊無線技士 海上通信技術
平成２２年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高知海
洋高等学校

海洋学科航海コース 第二級海上特殊無線技士 海上通信技術
平成３０年４月から令和１２年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立高知海
洋高等学校

海洋学科機関コース 第二級海上特殊無線技士 海上通信技術
平成２２年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 高校
高知県立高知海
洋高等学校

海洋学科機関コース 第二級海上特殊無線技士 海上通信技術
平成３０年４月から令和１２年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、工業基礎、
無線通信

昭和６２年４月から平成６年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
通信機器、空中線伝播、高周波測定、
国内電波法規

昭和３７年４月から昭和５１年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士 機器、電子工学２、測定、通信法規
昭和４９年４月から昭和５５年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
機器、電子工学２、総合実習、通信法
規

昭和５３年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、
無線通信

昭和５５年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、工業基礎、
無線通信

昭和５７年４月から平成元年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、工業基礎、
無線通信

昭和６２年４月から平成６年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、工業基礎、
情報通信工学実習

平成６年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、工業基礎、
情報通信工学実習

平成６年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、工業基礎、
無線通信

平成４年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

情報通信工学科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、工業基礎、
無線通信

平成４年４月から平成８年３月までの教育課程
に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

情報通信工学科 第三級陸上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、工業基礎、
情報通信工学実習

平成６年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

情報通信工学科 第三級陸上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、工業基礎、
情報通信工学実習

平成６年４月から平成１２年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科（技術
コース）

第三級陸上特殊無線技士
機器、電子工学２、電子実習、通信法
規

昭和５３年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科（技術
コース）

第三級陸上特殊無線技士 電子工学２、電子実習、無線通信
昭和５５年４月から昭和５９年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科（技術
コース）

第三級陸上特殊無線技士
電子技術２、電気通信理論、工業基
礎、無線通信

昭和５７年４月から平成元年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高校
高知県立宿毛高
等学校　小筑紫
分校

無線通信科（技術
コース）

第三級陸上特殊無線技士
電子技術２、電気通信理論、工業基
礎、無線通信

昭和６２年４月から平成６年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、高
周波測定、電波法規

平成１０年４月から平成１４年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気工学科 第三級海上特殊無線技士 無線工学、電磁波工学、電波法規
平成４年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気工学科 第三級海上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、高
周波測定、電波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気工学科 第三級海上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、電
波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、高
周波測定、電波法規

平成４年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、高
周波測定、電波法規

平成８年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気電子工学科 第三級海上特殊無線技士 無線工学、電磁波工学、電波法規
平成１４年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気電子工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、高
周波測定、電波法規

平成１４年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気電子工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、通
信工学理論及び電波法規

平成１７年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気電子工学科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、通
信工学理論及び電波法規

平成２３年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、高
周波測定、電波法規

平成１４年４月から平成１９年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、通
信工学理論及び電波法規

平成１７年４月から平成２７年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

電気電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、通
信工学理論及び電波法規

平成２３年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

創造技術工学科　電
気コース

第二級海上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、通
信工学理論及び電波法規

平成２６年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
阿南工業高等専
門学校

創造技術工学科　電
気コース

第二級陸上特殊無線技士
無線工学、電磁波工学、電気計測、通
信工学理論及び電波法規

平成２６年４月から令和１０年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
高知工業高等専
門学校

電気工学科 第三級海上特殊無線技士
電子回路、電気通信、電気機器Ⅱ、電
磁波論、電気工学実験、電波法

平成４年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高専
高知工業高等専
門学校

電気工学科 第三級海上特殊無線技士 通信方式、電磁波工学、電子応用
平成１４年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
高知工業高等専
門学校

電気工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学、電磁波工学
平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 高専
高知工業高等専
門学校

電気工学科 第二級陸上特殊無線技士
電子回路、電気通信、電波伝送システ
ム、電子応用、電気機器Ⅱ、電磁波
論、電気工学実験、電波法

平成４年４月から平成１８年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高専
高知工業高等専
門学校

電気工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信方式、電磁波工学、電気工学実験
Ⅳ、電子応用

平成１４年４月から平成２１年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
高知工業高等専
門学校

電気工学科 第二級陸上特殊無線技士 通信工学、電磁波工学、創造工学実験
平成１７年４月から平成２５年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
高知工業高等専
門学校

電気情報工学科 第二級陸上特殊無線技士 通信工学、電磁波工学、創造工学実験
平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
高知工業高等専
門学校

電気情報工学科 第二級陸上特殊無線技士 通信工学、電磁波工学、創造工学実験
平成２６年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高専
高知工業高等専
門学校

電気情報工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学、電磁波工学
平成２１年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
高知工業高等専
門学校

電気情報工学科 第三級海上特殊無線技士 通信工学、電磁波工学
平成２６年４月から令和２年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高専
詫間電波工業高
等専門学校

電子工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学、工学実験、電波伝送学、電
子計測、電波・電気法規

平成元年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

四国総合通信局 高専
詫間電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、通信工学実
験Ⅱ、電波伝送学Ⅱ、電気電子計測
Ⅱ、通信法Ⅰ及び通信法Ⅱ

平成１４年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 高専
詫間電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級陸上特殊無線技士
アナログ通信工学、通信工学実験、電
波伝送学、電子計測、通信法Ⅰ

平成元年４月から平成２０年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 高専
詫間電波工業高
等専門学校

情報通信工学科 第二級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、通信工学実
験、電波伝送学、電気電子計測Ⅱ、通
信法Ⅰ

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

四国総合通信局 高専
弓削商船高等専
門学校

商船学科 第二級陸上特殊無線技士 通信工学、通信法規
平成１１年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

四国総合通信局 高専
香川高等専門学
校

情報通信工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、通信工学実
験Ⅱ、電波伝送学Ⅱ、電気電子計測
Ⅱ、通信法Ⅰ、通信法Ⅱ

平成２１年１０月から平成２６年３月までの教
育課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
香川高等専門学
校

通信ネットワーク工
学科

第二級海上特殊無線技士
無線通信工学Ⅰ、無線通信工学Ⅱ、通
信工学実験Ⅱ、アンテナ工学、電気電
子計測Ⅱ、通信法Ⅰ、通信法Ⅱ

平成２２年４月から平成３０年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 高専
香川高等専門学
校

通信ネットワーク工
学科

第二級海上特殊無線技士
無線通信工学Ⅰ、無線通信工学Ⅱ、通
信工学実験Ⅱ、電波伝送学Ⅱ、電気電
子計測Ⅱ、通信法Ⅰ、通信法Ⅱ

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士

応用通信工学、伝送工学、電磁波工
学、電気電子工学実験Ⅰ、電気電子工
学Ⅳ、電気電子計測、電波及び通信法
規

平成５年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

応用通信工学、伝送工学、電磁波工
学、電気電子工学実験Ⅰ、電気電子工
学Ⅳ、電気電子計測、電波及び通信法
規

平成５年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

応用通信工学、情報通信システムⅡ、
情報通信システムⅢ、電磁波工学、電
気電子工学実験Ⅰ、電気電子工学実験
Ⅳ、電気電子計測及、電波及び通信法
規

平成１３年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

応用通信工学、情報通信システムⅡ、
情報通信システムⅢ、電磁波工学、電
気電子工学実験Ⅰ、電気電子工学実験
Ⅲ、電気電子計測、電波及び通信法規

平成１４年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士

応用通信工学Ⅰ、応用通信工学Ⅱ、情
報通信システムⅡ、情報通信システム
Ⅲ、電磁波工学、電気電子工学実験
Ⅰ、電気電子工学実験Ⅲ、電気電子計
測、電波及び通信法規

平成２８年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

応用通信工学、伝送工学、電磁波工
学、電気電子計測、電気電子工学実験
Ⅰ、電気電子工学実験Ⅳ、電波及び通
信法規

平成５年４月から平成１６年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

応用通信工学、情報システムⅡ、情報
システムⅢ、電磁波工学、電気電子工
学実験Ⅳ、電気電子計測、電気電子工
学実験Ⅰ、電波及び通信法規

平成１３年４月から平成１７年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

応用通信工学、情報通信システムⅡ、
情報通信システムⅢ、電磁波工学、電
気電子工学実験Ⅰ、電気電子工学実験
Ⅲ、電気電子計測、電波及び通信法規

平成１４年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士

応用通信工学Ⅰ、応用通信工学Ⅱ、情
報通信システムⅡ、情報通信システム
Ⅲ、電磁波工学、電気電子工学実験
Ⅰ、電気電子工学実験Ⅲ、電気電子計
測、電波及び通信法規

平成２８年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部工学科電気電
子工学コース

第二級海上特殊無線技士

無線工学、アナログ通信、ディジタル
通信、電磁波工学、電気電子工学実験
Ⅰ、電気電子工学実験Ⅲ、電気電子計
測、電波及び通信法規

平成３１年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 愛媛大学
工学部工学科電気電
子工学コース

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、アナログ通信、ディジタル
通信、電磁波工学、電気電子工学実験
Ⅰ、電気電子工学実験Ⅲ、電気電子計
測、電波及び通信法規

平成３１年４月から令和９年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 香川大学
工学部信頼性情報シ
ステム工学科

第二級海上特殊無線技士

通信工学、電磁気学Ⅱ、電波・光工
学、信頼性情報システム工学実験Ⅰ、
信頼性情報システム工学実験Ⅱ、電気
電子計測、電気通信法規

平成１５年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 香川大学
工学部電子・情報工
学科

第二級海上特殊無線技士

通信工学、電磁気学Ⅱまたは電磁気学
演習Ⅱ、電波・光応用工学、工学基礎
実験、電子情報通信実験Ⅰ、電子情報
通信実験Ⅱ、電気電子計測及び電気通
信法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 香川大学
工学部電子・情報工
学科

第二級海上特殊無線技士

通信工学、電磁気学Ⅱまたは電磁気学
演習Ⅱ、電波・光応用工学、工学基礎
実験、電子情報通信実験Ⅰ、電子情報
通信実験Ⅱ、電気電子計測、電気通信
法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 香川大学
工学部信頼性情報シ
ステム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、電磁気学Ⅱ、電波・光工
学、信頼性情報システム工学実験Ⅰ、
信頼性情報システム工学実験Ⅱ、電気
電子計測、電気通信法規

平成１５年４月から平成２６年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 香川大学
工学部電子・情報工
学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、電磁気学Ⅱまたは電磁気学
演習Ⅱ、電波・光応用工学、工学基礎
実験、電子情報通信実験Ⅰ、電子情報
通信実験Ⅱ、電気電子計測及び電気通
信法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 香川大学
工学部電子・情報工
学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、電磁気学Ⅱまたは電磁気学
演習Ⅱ、電波・光応用工学、工学基礎
実験、電子情報通信実験Ⅰ、電子情報
通信実験Ⅱ、電気電子計測、電気通信
法規

平成２５年４月から令和３年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 香川大学
創造工学部創造工学
科　情報通信コース

第一級陸上特殊無線技士

通信工学、情報通信システム、電磁気
学Ⅱ（情報通信コース）、電波・光応
用工学、情報通信実験Ⅰ、情報通信実
験Ⅱ、電気電子計測、電気通信法規

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 香川大学
創造工学部創造工学
科　情報通信コース

第二級海上特殊無線技士

通信工学、電磁気学Ⅱ（情報通信コー
ス）、電波・光応用工学、情報通信実
験Ⅰ、情報通信実験Ⅱ、電気電子計
測、電気通信法規

平成３０年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 高知工科大学
工学部電子・光シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信機器概論、通信概論、電磁波・光
波、電波法規

平成１２年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

四国総合通信局 大学 高知工科大学
工学部電子・光シス
テム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信機器概論、通信概論、電磁波・光
波、電波法規

平成１８年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 高知工科大学
工学部電子・光シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器概論、通信概論、電磁波・光
波、計測基礎、電子・光システム工学
実験第１、電波法規

平成１２年４月以降に開始した教育課程に開設
した科目

四国総合通信局 大学 高知工科大学
工学部電子・光シス
テム工学科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器概論、通信概論、電磁波・光
波、計測基礎、電子・光システム工学
実験第１、電波法規

平成１８年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 高知工科大学 システム工学群 第一級陸上特殊無線技士
通信機器概論、通信概論、電磁波・光
波、計測基礎、電子・光システム工学
実験１及び電波法規

平成２１年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 高知工科大学 システム工学群 第一級陸上特殊無線技士
通信機器概論、通信概論、電磁波・光
波、計測基礎、電子・光システム工学
実験１、電波法規

平成２６年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 高知工科大学 システム工学群 第二級海上特殊無線技士
通信機器概論、通信概論、電磁波・光
波・計測基礎、電子・光システム工学
実験１及び電波法規

平成２１年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 高知工科大学 システム工学群 第二級海上特殊無線技士
通信機器概論、通信概論、電磁波・光
波、計測基礎、電子・光システム工学
実験１、電波法規

平成２６年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 高知工科大学 システム工学群 第三級海上特殊無線技士
通信機器概論、通信概論、電磁波・光
波及び電波法規

平成２１年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 高知工科大学 システム工学群 第三級海上特殊無線技士
通信機器概論、通信概論、電磁波・光
波、電波法規

平成２６年４月から令和４年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、電気磁気学
３、無線設備管理及び法規、計測２

平成５年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信方式、電気磁気学３またはマイク
ロ波工学、無線設備管理及び法規

平成１１年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、マイクロ波
工学、無線設備管理及び法規、電気計
測２

昭和６３年４月から平成５年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、電気磁気学
３、無線設備管理及び法規、計測２

平成５年４月から平成１１年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 徳島大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、電気磁気学
３またはマイクロ波工学、計測２、無
線設備管理及び法規

平成１１年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、マイクロ波
工学、無線設備管理及び法規、電気計
測２

昭和６３年４月から平成５年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、電気磁気学
３またはマイクロ波工学、計測２、無
線設備管理及び法規

平成１２年４月から平成２９年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学第２、応用電子工学、空中線
及び電波伝搬、高周波測定、通信法規

昭和４４年４月から昭和４５年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学第２、応用電子工学、空中線
及び電波伝搬、高周波測定、通信法規

昭和４５年４月から昭和５３年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学第２、応用電子工学、空中線
及び電波伝搬、電気計測第２、通信法
規

昭和５３年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、マイクロ波
工学、電気計測２、通信法規

昭和５７年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、無線設備管
理及び法規、マイクロ波工学、電気計
測２

昭和６２年４月から昭和６３年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学第２、応用電子工学、空中線
及び電波伝搬、高周波測定、通信法規

昭和４４年４月から昭和４５年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学第２、応用電子工学、空中線
及び電波伝搬、高周波測定、通信法規

昭和４５年４月から昭和５３年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学第２、応用電子工学、空中線
及び電波伝搬、電気計測第２、通信法
規

昭和５３年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、マイクロ波
工学、電気計測２、通信法規

昭和５７年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、マイクロ波
工学、無線設備管理及び法規、電気計
測２

昭和６２年４月から昭和６３年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学第２、電子応用、空中線及び
電波伝搬、高周波測定、通信法規

昭和４４年４月から昭和４５年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学第２、電子応用、空中線及び
電波伝搬、高周波測定、通信法規

昭和４５年４月から昭和５３年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学第２、応用電子工学、空中線
及び電波伝搬、電気計測第２、通信法
規

昭和５３年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、マイクロ波
工学、電気計測２、通信法規

昭和５７年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、マイクロ波
工学、無線設備管理及び法規、電気計
測２

昭和６２年４月から昭和６３年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学第２、電子応用、空中線及び
電波伝搬、高周波測定、通信法規

昭和４４年４月から昭和４５年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学第２、電子応用、空中線及び
電波伝搬、高周波測定、通信法規

昭和４５年４月から昭和５３年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信工学第２、応用電子工学、空中線
及び電波伝搬、電気計測第２、通信法
規

昭和５３年４月から昭和５７年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、マイクロ波
工学、電気計測２、通信法規

昭和５７年４月から昭和６２年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信応用工学、無線設備管
理及び法規、マイクロ波工学、電気計
測２

昭和６２年４月から昭和６３年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
理工学部理工学科電
気電子システムコー
ス

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、通信応用工学、電磁波工
学、計測工学、無線設備管理及び法規

平成２５年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
理工学部理工学科電
気電子システムコー
ス

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、通信応用工学、電磁波工
学、計測工学、無線設備管理及び法規

令和４年４月から令和１６年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
理工学部理工学科電
気電子システムコー
ス

第二級海上特殊無線技士
通信工学、通信応用工学、電磁波工
学、計測工学、無線設備管理及び法規

平成２５年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
理工学部理工学科電
気電子システムコー
ス

第二級海上特殊無線技士
通信工学、通信応用工学、電磁波工
学、計測工学、無線設備管理及び法規

令和４年４月から令和１６年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 徳島大学
理工学部理工学科電
気電子システムコー
ス

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電磁波工学、通信応用工
学、無線設備管理及び法規

平成２５年４月から令和７年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
理工学部理工学科電
気電子システムコー
ス

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電磁波工学、通信応用工
学、無線設備管理及び法規

令和４年４月から令和１６年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
工学部コンピュータ
工学系電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、通信応用工学、電気磁気学
３またはマイクロ波工学、高周波計
測、無線設備管理及び法規

平成１８年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
工学部コンピュータ
工学系電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、通信応用工学、電気磁気学
３またはマイクロ波工学、高周波計
測、無線設備管理及び法規

平成１８年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島大学
工学部コンピュータ
工学系電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電気磁気学３またはマイク
ロ波工学、無線設備管理及び法規

平成１８年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部機械電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、電波法規

平成９年４月から平成２３年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部機械電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成９年４月から平成２３年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部情報システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成５年４月から平成２３年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部情報システム
工学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成５年４月から平成２３年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部環境システム
工学科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学及び電波法規

平成１０年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部環境システム
工学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ及び電波法規

平成１０年４月から平成２３年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部機械創造工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部機械創造工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、電波法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部機械創造工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、電波法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２０年４月から平成２８年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部機械創造工
学科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部機械創造工
学科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、工
業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課程に
開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部機械創造工
学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、工
業物理学Ｂ、電波法規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部機械創造工
学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部機械創造工
学科

第二級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部機械創造工
学科

第二級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部電子情報工
学科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、工
業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育課程
に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部電子情報工
学科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、工
業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部電子情報工
学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、電波法規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部電子情報工
学科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課
程に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部電子情報工
学科

第二級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、
工業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２１年４月から平成３１年３月までの教育
課程に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部電子情報工
学科

第二級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、工
業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課程に
開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部ナノ物質工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ⅰ又は
工業物理学Ａ、工業物理学Ⅱ又は工業物
理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２２年４月から平成３１年３月までの教育課程
に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部ナノ物質工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、工
業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課程に
開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部ナノ物質工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ⅰ又は
工業物理学Ａ、工業物理学Ⅱ又は工業物
理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２２年４月から平成３１年３月までの教育課程
に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部ナノ物質工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、工
業物理学Ｂ、計測工学、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課程に
開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部ナノ物質工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ⅰ又は
工業物理学Ａ、工業物理学Ⅱ又は工業物
理学Ｂ、電波法規

平成２２年４月から平成３１年３月までの教育課程
に開設した科目

四国総合通信局 大学 徳島文理大学
理工学部ナノ物質工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報伝送、通信工学、工業物理学Ａ、工
業物理学Ｂ、電波法規

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 高校
鹿児島県立鹿児
島水産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士 無線工学、総合実習、無線通信
昭和６２年４月から平成８年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 高校
鹿児島県立鹿児
島水産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士 通信工学、総合実習、通信技術
平成６年４月から平成１２年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 高校
鹿児島県立鹿児
島水産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士 無線工学、総合実習、通信技術
平成１０年４月から平成１７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校
鹿児島県立鹿児
島水産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士 通信工学、総合実習
平成１５年４月から平成２７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校
鹿児島県立鹿児
島水産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士
移動体通信工学、総合実習、海洋通信技
術

平成２５年４月から令和１０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校
鹿児島県立鹿児
島水産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士 無線工学、総合実習、無線通信
昭和６２年４月から平成８年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 高校
鹿児島県立鹿児
島水産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士 通信工学、総合実習、通信技術
平成６年４月から平成１２年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 高校
鹿児島県立鹿児
島水産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士 無線工学、総合実習、通信技術
平成１０年４月から平成１７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校
鹿児島県立鹿児
島水産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士 通信工学、総合実習
平成１５年４月から平成２７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校
鹿児島県立鹿児
島水産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士
移動体通信工学、総合実習、海洋通信技
術

平成２５年４月から令和１０年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 高校
長崎県立長崎鶴
洋高等学校

水産科（電気・通信類
型）

第二級海上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論、総合実習
平成１８年４月から平成２６年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校
長崎県立長崎鶴
洋高等学校

水産科（電気・通信類
型）

第三級陸上特殊無線技士 通信工学、電気通信理論、総合実習
平成１８年４月から平成２６年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校
長崎県立長崎工
業高等学校

電子工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業基礎
平成１１年４月から平成１７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校
長崎県立長崎工
業高等学校

電子工学科 第三級陸上特殊無線技士 通信技術、工業技術基礎
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

九州総合通信局 高校
長崎県立長崎水
産高等学校

無線通信科 第二級海上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、無
線通信

平成元年４月から平成５年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 高校
長崎県立長崎水
産高等学校

情報通信科 第二級海上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、通
信技術

平成６年４月から平成１７年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 高校
長崎県立長崎水
産高等学校

無線通信科 第三級陸上特殊無線技士
無線工学、電気通信理論、総合実習、無
線通信

平成元年４月から平成５年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 高校
長崎県立長崎水
産高等学校

情報通信科 第三級陸上特殊無線技士
通信工学、電気通信理論、総合実習、通
信技術

平成６年４月から平成１７年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 高校 都城高等学校
電気システム科（電子
技術コース）

第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習、電子技術
平成１９年４月から平成２８年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 高校 都城高等学校
電気システム科（電子
技術コース）

第二級海上特殊無線技士 通信技術　実習　電子技術
平成２８年４月から令和１０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校 都城高等学校
電気システム科（電子
技術コース）

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習、電子技術
平成１９年４月から平成２８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校 都城高等学校
電気システム科（電子
技術コース）

第三級陸上特殊無線技士 通信技術　実習　電子技術
平成２８年４月から令和１０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校 都城高等学校
電気システム科（電気
技術コース）

第二級海上特殊無線技士 通信技術、実習、電子技術
平成１９年４月から平成２８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校 都城高等学校
電気システム科（電気
技術コース）

第二級海上特殊無線技士 通信技術　実習　電子技術
平成２８年４月から令和１０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校 都城高等学校
電気システム科（電気
技術コース）

第三級陸上特殊無線技士 通信技術、実習、電子技術
平成１９年４月から平成２８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校 都城高等学校
電気システム科（電気
技術コース）

第三級陸上特殊無線技士 通信技術　実習　電子技術
平成２８年４月から令和１０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 高校 祐誠高等学校 情報技術科 第三級陸上特殊無線技士 電気基礎、通信技術
平成１５年４月から平成２７年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 大分大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、電波工学、電磁波論、電気
電子計測工学Ⅰ、通信法規

平成９年４月から平成１７年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 大分大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電磁波工学Ⅰ、電磁波工学
Ⅱ、通信法規

平成１４年４月から令和２年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 大分大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信方式、電波工学、電磁
波論、電気電子計測工学Ⅰ、電気電子計
測工学Ⅱ、通信法規

平成９年４月から平成１７年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 大分大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、通信方式、電磁波工学Ⅰ、電
磁波工学Ⅱ、電気電子計測工学、通信法
規

平成１４年４月から令和２年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 大分大学
理工学部創生工学科
（電気電子コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、通信方式、電磁波・光工学、電
波・アンテナ工学、電気電子計測工学、通
信法規

平成２９年４月から令和９年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 大分大学
理工学部創生工学科
（電気電子コース）

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電磁波・光工学、電波・アンテ
ナ工学、通信法規

平成２９年４月から令和９年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 鹿児島大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、通信機器、電波工学、電気電
子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電波法

平成４年４月から平成１０年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 鹿児島大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電波工学、電
気電子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電波法

平成７年４月から平成１７年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 鹿児島大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信工学、電波工学、電気電子計測、電
波法

平成１４年４月から令和５年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 鹿児島大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学、電波工学、電気電子計測Ⅰ、
電波法

平成４年４月から平成１０年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 鹿児島大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、電波工学、電気電子計測
Ⅰ、電波法

平成７年４月から平成１７年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 鹿児島大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、通信機器、電波工学、電気電
子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電波法

平成４年４月から平成１０年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 鹿児島大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電波工学、電
気電子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電波法

平成７年４月から平成１７年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 鹿児島大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学、電波工学、電気電子計測、電
波法

平成１４年４月から令和５年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 鹿児島大学
工学部先進工学科電
気電子工学プログラム

第一級陸上特殊無線技士
通信工学　電波工学　電気電子計測　電
波法

令和２年４月から令和１０年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 鹿児島大学
工学部先進工学科電
気電子工学プログラム

第二級海上特殊無線技士
通信工学　電波工学　電気電子計測　電
波法

令和２年４月から令和１０年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 九州共立大学 工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士

電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電気・電子計測基礎、電気・電子
計測Ⅰ、電気・電子計測Ⅱ、電気基礎実
験Ⅰ、電気基礎実験Ⅱ、電子工学実験
Ⅰ、電子工学実験Ⅱ、電子工学実験Ⅲ、
電波及び電気通信法規

平成９年４月から平成１６年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州共立大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電波及び電気通信法規

平成９年４月から平成１６年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州共立大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士

電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電気・電子計測基礎、電気・電子
計測Ⅰ、電気・電子計測Ⅱ、電気基礎実
験Ⅰ、電気基礎実験Ⅱ、電子工学実験
Ⅰ、電子工学実験Ⅱ、電子工学実験Ⅲ、
電波及び電気通信法規

平成９年４月から平成１６年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州共立大学
工学部電気電子情報
工学科

第二級海上特殊無線技士

電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電気・電子計測基礎、電気・電子
計測Ⅰ、電気・電子計測Ⅱ、電気基礎実
験Ⅰ、電気基礎実験Ⅱ、電子工学実験
Ⅰ、電子工学実験Ⅱ、電子工学実験Ⅲ、
電波及び電気通信法規

平成１３年４月から平成１８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州共立大学
工学部電気電子情報
工学科

第二級海上特殊無線技士

電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電気・電子計測基礎、電気・電子
計測Ⅰ、電気・電子計測Ⅱ、電波及び電
気通信法規

平成１５年４月から平成２０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州共立大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士
電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電波及び電気通信法規

平成１３年４月から平成２０年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 九州共立大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電気・電子計測基礎、電気・電子
計測Ⅰ、電気・電子計測Ⅱ、電気基礎実
験Ⅰ、電気基礎実験Ⅱ、電子工学実験
Ⅰ、電子工学実験Ⅱ、電子工学実験Ⅲ、
電波及び電気通信法規

平成１３年４月から平成１８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州共立大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士

電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電気・電子計測基礎、電気・電子
計測Ⅰ、電気・電子計測Ⅱ、電波及び電
気通信法規

平成１５年４月から平成２０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州共立大学 工学部情報学科 第二級海上特殊無線技士

電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電子・通信計測基礎、電子・通信
計測Ⅰ、電子・通信計測Ⅱ、電波及び電
気通信法規

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

九州総合通信局 大学 九州共立大学 工学部情報学科 第三級海上特殊無線技士
電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電波及び電気通信法規

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州共立大学 工学部情報学科 第一級陸上特殊無線技士

電子情報機器、データ通信工学、電波通
信工学、電子・通信計測基礎、電子・通信
計測Ⅰ、電子・通信計測Ⅱ、電波及び電
気通信法規

平成１７年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気工学科（電
気工学コース、電子工
学コース）

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、通信特論及び法規
平成６年４月から平成１９年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気工学科（電
気工学コース、電子工
学コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎、通信機器、電波工学、電気計
測、通信特論及び法規

平成６年４月から平成１４年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気工学科（電
気工学コース、電子工
学コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎、通信機器、電波工学、電気計
測Ⅰ、電気計測Ⅱ、通信特論及び法規

平成１１年４月から平成１９年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気工学科（電
子通信システム工学
コース）

第三級海上特殊無線技士 通信方式、電波工学、移動通信及び法規
平成１６年４月から平成３０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気工学科（電
子通信システム工学
コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎、通信方式、電波工学、電子計
測Ⅰ、電子計測Ⅱ、移動通信及び法規

平成１６年４月から平成３０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気電子工学
科（システムエレクトロ
ニクスコース）

第三級海上特殊無線技士 通信基礎、電波工学、移動通信及び法規
平成２０年４月から平成２８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気電子工学
科（システムエレクトロ
ニクスコース）

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎、応用電子回路、電子回路Ⅱ
Ａ、電波工学、電気電子計測Ⅰ、電気電
子計測Ⅱ、移動通信及び法規

平成２０年４月から平成２５年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気電子工学
科（システムエレクトロ
ニクスコース）

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎、電子回路Ⅱ、電子回路Ⅲ、電
波工学、電気電子計測ⅠＡ、電気電子計
測ⅡＡ、移動通信及び法規

平成２２年４月から平成２７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気電子工学
科（システムエレクトロ
ニクスコース）

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎、電子回路Ⅱ、電子回路Ⅲ、電
波工学、電気電子計測Ⅰ、電気電子計測
Ⅱ、移動通信及び法規

平成２４年４月から平成２８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気電子工学
科（電子システム工学
コース）

第三級海上特殊無線技士 通信基礎、電波工学、移動通信及び法規
平成２５年４月から令和６年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気電子工学
科（電子工学コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎、電子回路Ⅱ、電子回路Ⅲ、電
波工学、電気電子計測Ⅰ、電気電子計測
Ⅱ、移動通信及び法規

平成２５年４月から平成２９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州工業大学
工学部電気電子工学
科（電子システム工学
コース）

第一級陸上特殊無線技士
通信基礎、電子回路Ⅱ、電子回路応用演
習、電波工学、電気電子計測Ⅰ、電気電
子計測Ⅱ、移動通信及び法規

平成２６年４月から令和７年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報通信機器、電波工学又は情報通信
工学、電気計測、電波及び電気通信法規

平成５年４月から平成１１年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部宇宙地球情報
工学科

第二級海上特殊無線技士
リモートセンシング工学、衛星通信工学、
電磁波工学、電子計測工学、電波法規

平成１２年４月から平成１９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士 通信機器、電波工学、電波法規
昭和６１年４月から平成５年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信機器、電波工学、電波及び電気
通信法規

平成２年４月から平成７年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信機器、電波工学又は情報通信
工学、電波及び電気通信法規

平成４年４月から平成１１年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部電子情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
情報通信機器、電波工学又はアンテナ工
学、電波及び電気通信法規

平成８年４月から平成１５年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部宇宙地球情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 衛星通信工学、電磁波工学、電波法規
平成１２年４月から平成１９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信機器、電波工学、電気計測、電波法
規

昭和６１年４月から平成５年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信機器、電波工学、電気計測、電
波及び電気通信法規

平成２年４月から平成７年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信機器、電波工学又は情報通信
工学、電気計測、電波及び電気通信法規

平成４年４月から平成１１年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信機器、電波工学又はアンテナ工
学、電子計測、電波及び電気通信法規

平成８年４月から平成１５年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 九州東海大学
工学部宇宙地球情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
リモートセンシング工学、衛星通信工学、
電磁波工学、電子計測工学、電波法規

平成１２年４月から平成１９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
九州工学部電気工学
科

第三級海上特殊無線技士 電気工学特別講義Ⅳ、電波法規
平成６年４月から平成１０年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
九州工学部電気工学
科

第三級海上特殊無線技士 通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ
平成７年４月から平成１４年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
九州工学部電気工学
科

第一級陸上特殊無線技士
電気工学特別講義Ⅳ、電気工学実験Ⅱ、
電気電子計測Ⅰ、電気電子計測Ⅱ、電気
工学基礎実験、電波法規

平成６年４月から平成１０年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
九州工学部電気工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、電気工学実験
Ⅰ、電気計測Ⅰ、電気計測Ⅱ、電気工学
基礎実験

平成７年４月から平成１４年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
九州工学部電気情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 無線工学、電波工学
平成１１年４月から平成１６年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
九州工学部電気情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
無線工学、電波工学、計測工学Ⅰ、計測
工学Ⅱ、電気工学基礎実験、電気電子工
学実験Ⅰ又は情報制御工学実験Ⅰ

平成１１年４月から平成１６年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 近畿大学
産業理工学部電気通
信工学科

第三級海上特殊無線技士 無線工学、電磁波工学
平成１６年４月から平成２４年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
産業理工学部電気通
信工学科

第三級海上特殊無線技士 電磁気学Ⅲ、無線通信工学
平成２１年４月から平成２５年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
産業理工学部電気通
信工学科

第三級海上特殊無線技士 無線通信工学、電磁気学Ⅲ
平成２５年４月から平成３１年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
産業理工学部電気通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電磁波工学、計測工学、電気
工学基礎実験Ⅰ、電気工学基礎実験Ⅱ、
電気電子工学実験Ⅰ又は情報通信工学
実験Ⅰ

平成１６年４月から平成２０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
産業理工学部電気通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線工学、電磁波工学、電気工学基礎実
験Ⅰ、電気工学基礎実験Ⅱ、計測工学、
電気通信工学実験Ⅰ、電気通信工学実
験Ⅱ

平成１７年４月から平成２４年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
産業理工学部電気通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学、電磁気学Ⅲ、電気工学基
礎実験Ⅰ、電気工学基礎実験Ⅱ、計測工
学、電気電子情報工学実験Ⅰ、電気電子
情報工学実験Ⅱ

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
産業理工学部電気通
信工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学、電磁気学Ⅲ、電気工学基
礎実験Ⅰ、電気工学基礎実験Ⅱ、計測工
学、電気電子情報工学実験Ⅰ、電気電子
情報工学実験Ⅱ

平成２５年４月から平成３１年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 近畿大学
産業理工学部電気電
子工学科

第一級陸上特殊無線技士

無線通信工学、電磁波工学、計測工学、
電気工学基礎実験Ⅰ、電気工学基礎実
験Ⅱ、電気電子情報工学実験Ⅰ、電気電
子情報工学実験Ⅱ

平成２８年４月から令和８年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 近畿大学
産業理工学部電気電
子工学科

第三級海上特殊無線技士 無線通信工学、電磁波工学
平成２８年４月から令和８年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 熊本工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

電子回路Ⅰ、電子回路Ⅱ、通信工学Ⅰ、
通信工学Ⅱ、電波工学Ⅰ、電波工学Ⅱ、
電気・電子計測Ⅰ、電気・電子計測Ⅱ、電
気基礎実験、電子工学実験、電波法規

平成５年４月から平成１３年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 熊本工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

電子回路Ⅰ、電子回路Ⅱ、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、伝送
工学、電気電子計測工学、電気電子基礎
実験、電子工学実験Ⅰ、電子工学実験
Ⅱ、通信工学演習、通信法規

平成１０年４月から平成１６年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 崇城大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

電子回路Ⅰ、電子回路Ⅱ、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、伝送
工学、電気電子計測工学、電気電子基礎
実験、電子工学実験Ⅰ、電子工学実験
Ⅱ、通信工学演習、通信法規

平成１３年４月から平成１７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 崇城大学
工学部電子情報ネット
ワーク工学科

第一級陸上特殊無線技士

電子回路Ⅰ、電子回路Ⅱ、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、伝送
工学、電子通信計測、電子情報基礎実
験、情報通信実験Ⅰ、情報通信実験Ⅱ、
情報通信実験Ⅲ、通信工学演習、通信法
規

平成１４年４月から平成２０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 崇城大学 情報学部情報学科 第一級陸上特殊無線技士

電子回路Ⅰ、電子回路Ⅱ、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、伝送
工学、電子通信計測、電子情報基礎実
験、情報通信実験、通信工学演習、通信
法規

平成２１年４月から平成２５年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 崇城大学 情報学部情報学科 第一級陸上特殊無線技士

電子回路Ⅰ、電子回路Ⅱ、情報通信工学
Ⅰ、情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、伝送
工学、電子通信計測、電子情報基礎実
験、情報通信実験、通信工学演習、通信
法規

平成２２年４月から令和５年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 第一工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、電波工学Ⅰ、電波工学Ⅱ、
電波法

平成４年４月から平成８年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 第一工業大学 工学部電子工学科 第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、電波工学Ⅰ、電波工学Ⅱ、
電波法

平成５年４月から令和２年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 第一工業大学
工学部情報電子システ
ム工学科

第三級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、電波工学Ⅰ、電波工学Ⅱ、
電波法

平成２９年４月から令和９年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 第一工業大学 工学部電子工学科 第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、マイクロ波工学Ⅱ、電波工
学Ⅰ、電波工学Ⅱ、電子計測Ⅰ、電子計
測Ⅱ、電子工学実験Ⅰ、電波法

平成１６年４月から令和２年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 第一工業大学
工学部情報電子システ
ム工学科

第二級海上特殊無線技士
通信工学Ⅰ、マイクロ波工学Ⅱ、電波工
学Ⅰ、電波工学Ⅱ、電子計測Ⅰ、電子計
測Ⅱ、電子工学実験Ⅰ、電波法

平成２９年４月から令和９年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 第一工業大学 工学部電子工学科 第一級陸上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、航空電子工学
ⅡＡ、航空電子工学ⅡＢ、マイクロ波工学
Ⅰ、マイクロ波工学Ⅱ、電波工学Ⅰ、電波
工学Ⅱ、電気磁気測定Ⅰ、電気磁気測定
Ⅱ、高周波計測Ⅰ、電子工学実験Ⅰ、電
子工学実験Ⅱ、電波法

平成６年４月から平成１６年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 第一工業大学
工学部情報電子システ
ム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、マイクロ波工
学Ⅰ、マイクロ波工学Ⅱ、電波工学Ⅰ、電
波工学Ⅱ、電子計測Ⅰ、電子計測Ⅱ、高
周波計測Ⅰ、電子工学実験Ⅰ、電子工学
実験Ⅱ、電波法、

平成１３年４月から令和２年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 第一工業大学
工学部情報電子システ
ム工学科

第一級陸上特殊無線技士

通信工学Ⅰ、通信工学Ⅱ、マイクロ波工
学Ⅰ、マイクロ波工学Ⅱ、電波工学Ⅰ、電
波工学Ⅱ、電子計測Ⅰ、電子計測Ⅱ、高
周波計測Ⅰ、電子工学実験Ⅰ、電子工学
実験Ⅱ、電波法

平成２９年４月から令和９年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 東和大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士
無線通信工学及び通信法規、電磁波工
学

平成７年４月から平成１９年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 東和大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
多重無線通信工学、無線通信工学及び
通信法規、電磁波工学、電気電子計測

平成７年４月から平成１４年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 東和大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
多重無線通信工学、無線通信工学及び
通信法規、電磁波工学、電気計測

平成１１年４月から平成１９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 東和大学
工学部医療電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
多重無線通信工学、無線通信工学及び
通信法規、電磁波工学、電気電子計測

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

九州総合通信局 大学 東和大学
工学部医療電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
多重無線通信工学、無線通信工学及び
通信法規、電磁波工学、電気電子計測

平成１６年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電波工学、電気電
子計測、通信法規

平成１０年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電波工学、通信法
規

平成１０年４月から平成２４年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電波工学、電気電
子計測、通信法規

平成１０年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部情報システム工
学科

第三級海上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電波工学、通信法
規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部情報システム工
学科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電波工学、電気電
子計測、通信法規

平成１０年４月から平成１８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部電気情報工学
科

第三級海上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電波工学、通信法
規

平成４年４月から平成１３年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部電気情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電波工学、電気電
子計測Ⅰ、通信法規

平成４年４月から平成１３年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部工学科電気電
子工学コース

第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電磁波工学Ａ、電
磁波工学Ｂ、電気電子計測、通信法規

平成２３年４月から令和３年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部工学科電気電
子工学コース

第二級海上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電磁波工学Ａ、電
磁波工学Ｂ、電気電子計測、通信法規

平成２３年４月から令和３年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部工学科電気電
子工学コース

第一級陸上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電磁波工学Ｂ、電
気電子計測、通信法規

平成２３年４月から令和１０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 長崎大学
工学部工学科電気電
子工学コース

第二級海上特殊無線技士
通信方式、通信機器、電磁波工学Ｂ、電
気電子計測、通信法規

平成２３年４月から令和１０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部船舶工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電子計
測、電波法規

平成８年４月から平成２２年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部船舶工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気電子
計測、電波法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部船舶工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気・電
子計測、電波法規

平成２４年４月から平成２９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部船舶工学科 第三級海上特殊無線技士 情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電波法規
平成８年４月から平成２９年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部船舶工学科 第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電子計
測、電波法規

平成８年４月から平成２２年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部船舶工学科 第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気電子
計測、電波法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部船舶工学科 第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気・電
子計測、電波法規

平成２４年４月から平成２９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気工学科 第二級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電子計
測、電波法規

平成５年４月から平成１４年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気電子情報
工学科

第二級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電子計
測、電波法規

平成１１年４月から平成２２年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報通信工学II、電磁波工学、電気電子
計測及び電波法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気電子工学
科

第二級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気・電
子計測、電波法規

平成２４年４月から平成２９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電波法規
平成５年４月から平成１４年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電波法規
平成１９年４月から平成２７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気電子工学
科

第三級海上特殊無線技士 情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電波法規
平成２４年４月から平成２９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電子計
測、電波法規

平成５年４月から平成１４年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電子計
測、電波法規

平成１１年４月から平成２２年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気電子
計測、電波法規

平成１９年４月から平成２７年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部電気電子工学
科

第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気・電
子計測、電波法規

平成２４年４月から平成２９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部工学科電気電
子工学コース

第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気・電
子計測、電波法規

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部工学科電気電
子工学コース

第二級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気・電
子計測、電波法規

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部工学科電気電
子工学コース

第三級海上特殊無線技士 情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電波法規
平成２６年４月から令和６年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部工学科船舶工
学コース

第一級陸上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気・電
子計測、電波法規

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部工学科船舶工
学コース

第二級海上特殊無線技士
情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電気・電
子計測、電波法規

平成２６年４月から令和６年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学
長崎総合科学大
学

工学部工学科船舶工
学コース

第三級海上特殊無線技士 情報通信工学Ⅱ、電磁波工学、電波法規
平成２６年４月から令和６年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 電子応用、通信工学Ⅱ
平成８年４月から平成１２年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 電子応用、情報通信システムⅡ
平成９年４月から平成１３年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学 工学部電気工学科 第三級海上特殊無線技士 電子機器システム、情報通信システムⅡ
平成１０年４月から平成１８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学
工学部電気電子情報
工学科

第三級海上特殊無線技士 電子機器システム、情報通信システムⅡ
平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
電子応用、通信工学Ⅱ、電気計測Ⅱ、電
気基礎実験Ⅰ、電気基礎実験Ⅱ

平成８年４月から平成１２年３月までの教育課程に
開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 西日本工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
電子応用、情報通信システムⅡ、電気計
測Ⅱ、電気基礎実験Ⅰ、電気基礎実験Ⅱ

平成９年４月から平成１３年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
電子機器システム、情報通信システム
Ⅱ、電気計測Ⅱ、電気基礎実験Ⅰ、電気
基礎実験Ⅱ

平成１０年４月から平成１６年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学 工学部電気工学科 第一級陸上特殊無線技士
電子機器システム、情報通信システム
Ⅱ、電気電子計測、電気基礎実験Ⅰ、電
気基礎実験Ⅱ

平成１３年４月から平成１８年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学
工学部電気電子情報
工学科

第一級陸上特殊無線技士
電子機器システム、情報通信システム
Ⅱ、電気電子計測、電気基礎実験Ⅰ、電
気基礎実験Ⅱ

平成１５年４月以降に開始した教育課程に開設し
た科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学

工学部総合システム工
学科（電気電子工学
系、知能制御工学系、
情報工学系）

第一級陸上特殊無線技士
電子情報通信システムⅠ・Ⅱ、電気電子
計測、電気基礎実験Ⅰ・Ⅱ

平成２８年４月から令和２年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学

工学部総合システム工
学科（電気電子工学
系、知能制御工学系、
情報工学系）

第三級海上特殊無線技士 電子情報通信システムⅠ・Ⅱ
平成２８年４月から令和２年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学
工学部総合システム工
学科（電気情報工学
系）

第一級陸上特殊無線技士
電子情報通信システムⅠ・Ⅱ、電気電子
計測、電気基礎実験Ⅰ・Ⅱ

平成２９年４月から令和８年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 西日本工業大学
工学部総合システム工
学科（電気情報工学
系）

第三級海上特殊無線技士 電子情報通信システムⅠ・Ⅱ
平成２９年４月から令和８年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 福岡大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
メディア機器、通信方式、電磁波理論、電
波応用、電子計測、電気計測、電波法規

平成１４年４月から平成１９年３月までの教育課程
に開設した科目



担当地方局名 学校の区分 学校名 部科名 免許を受けることができる資格 免許に必要な科目（全科目） 適用

九州総合通信局 大学 福岡大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
メディア機器、通信方式、電磁波理論、電
波応用、電子計測、電気計測、通信法規

平成１６年４月から平成２６年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 福岡大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信・放送システム、通信工学Ⅰ、電磁波
理論、電波応用、センサーと計測、通信法
規

平成２３年４月から平成３０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 福岡大学
工学部電子情報工学
科

第一級陸上特殊無線技士
通信・放送システム、通信工学Ⅰ、電磁波
理論、通信応用、センサーと計測、通信法
規

平成２７年４月から令和７年３月までの教育課程に
開設した科目

九州総合通信局 大学 福岡大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
メディア機器、電磁波理論、電波応用、電
子計測、電気計測、電波法規

平成１４年４月から平成１９年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 福岡大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
メディア機器、電磁波理論、電波応用、電
子計測、電気計測、通信法規

平成１６年４月から平成２６年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 福岡大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信・放送システム、電磁波理論、電波応
用、センサーと計測、通信法規

平成２３年４月から平成３０年３月までの教育課程
に開設した科目

九州総合通信局 大学 福岡大学
工学部電子情報工学
科

第二級海上特殊無線技士
通信・放送システム、電磁波理論、通信応
用、センサーと計測、通信法規

平成２７年４月から令和７年３月までの教育課程に
開設した科目


