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電気通信事業法に基づく
基準認証制度の概要



電気通信事業法と電波法における技術基準

無線設備に係る技術基準端末設備に係る技術基準

電波の公平かつ能率的な利用を確保
することによって、公共の福祉を増進
する

（電波法第1条：目的 一部略）

【電波法】【電気通信事業法】

電気通信事業者の運営を適正かつ合
理的なものとするとともに、電気通信
役務の円滑な提供の確保と利用者の利
益を保護し、公共の福祉を増進する

（電気通信事業法第1条：目的 一部略）

電気通信の健全な発達 電波は有限希少

利用者が端末設備を事業用電気通信回
線設備に接続する際、次の事項が確保さ
れるものとして定められた技術基準
・電気通信回線設備の損傷や機能障害の回
避

・他の利用者への迷惑回避
・設備の責任分界の明確化

有限希少な電波の公平かつ能率的な
利用を確保するため、電波を発射する
全てのもの（機器）に適用する技術基
準
・ 周波数、電波の型式、送信電力等の指
定（干渉回避、共有の可否） 等
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端末設備とは
 端末設備（電気通信事業法第52条）

電気通信回線設備の一端（責任分界点）に接続される電気通信設備であって、
設置場所が同一構内又は同一建物内にあるもの
 自営電気通信設備（電気通信事業法第70条）

電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備（端末設備以外のもの）
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電気通信事業法に基づく基準認証制度

登録認定機関による 「技術基準適合認定」
（電気通信事業法第53条）

登録認定機関による 「設計認証」
（電気通信事業法第56条）

技術基準への適合性
を示すマーク

（適合表示）

１．端末機器そのものに対する認定

主な認定の取得方法

基準認証制度
電気通信事業者のネットワークに接続して使用される端末設備
について「接続の技術基準」に適合していることを登録認定機
関等が認定する制度

２．端末機器の設計に対する認定
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電気通信事業法に基づく
技術基準適合認定等の現状



電気通信事業法に基づく端末設備の認定状況
端末設備の認定数の推移

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 計

登録認定機関 1,003 846 822 937 1,036 1,015 919 6,578

外国登録適合性
評価機関 173 213 204 219 225 323 371 1,728

計 1,176 1,059 1,206 1,156 1,261 1,338 1,290 8,306
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電気通信事業法に基づく端末設備の認定状況

機関別の認定件数の比率
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電気通信事業法に基づく端末設備の認定状況

主な端末種別の認定の傾向（登録認定機関と外国登録適合性評価機関の計）

D端末

A端末
AD端末
ADF端末

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

9



電気通信事業法に基づく
技術基準適合認定の意義



端末設備の安全性・信頼性の確保

端末機器の市場調査
 目的

• 技術基準不適合端末機器の市場流通拡大防止
• ユーザーが安全かつ安心に利用できる端末機器の流通

 実施内容
• 市場に流通する端末機器を購入し、実際に技術基準に適合して
いるかどうかを測定

• 技術基準に適合しない端末機器が発見された場合は、製造業者
等に改善を求める

 不適合事例
• 緊急通報機能が技術基準を満たしていない（携帯電話端末）
• 端末機器からの信号出力が技術基準を超えている（固定電話機）
• 必要な認定を取得しないまま販売（無線LANルーター等）
• 認定番号・マークの記載がない（多数）

11



電気通信事業法に基づく
技術基準適合認定に関する

トピック



IoT 機器のセキュリティ基準
 背景

• 出荷時の初期設定のIDやパスワードを変更せずそのまま使用されていたIoT機器が
乗っ取られ、DDoS攻撃に加担することで社会経済に与える影響が極めて大きなセ
キュリティ事案が発生

• このような事態を未然に防ぐための最低限の要件を技術基準としてIoT機器のセ
キュリティ基準を策定し、令和２（2020）年４月１日から施行。

 対象となる端末機器
• デジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備
• インターネットプロトコル（IP）を使用する端末設備
• 電気通信回線設備を介して接続することにより当該設備に備えられた電気通信の送

受信に係る機能を操作可能なもの*

＊PC、スマートフォンなどユーザー自身でセキュリティ確保ができるもの、既認定の機器の下での使用しか想定
されない無線LAN内蔵家電等は除く

 対象となる端末機器が備えるべき機能
• アクセス制御機能（例：端末への接続の際に正しいパスワード入力等を要求）
• 購入時の初期設定パスワードやIDの変更を促す機能（CC認証(ISO/IEC15408)取得でも可）
• ソフトウェアの更新機能（自動更新が望ましいが、更新できればよい）
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電波を利用するシステムの技術基準の策定
 1.9GHz帯デジタルコードレス電話（TD-LTE方式）の周波数拡張

• TD-LTE方式の1.9GHz帯デジタルコードレス電話には、1.4MHzシステム
と5MHzシステムが存在

• このうち、5MHzシステムには１キャリア（1899.1MHz）のみが割当てら
れていたが、ニーズの高まり等を受け、２キャリア（1891.0MHz、
1914.1MHz）を追加

 920MHz帯小電力無線システムの高度化
• 従来、920MHz帯小電力無線システムには、キャリアセンス機能を備え付
けることが条件

• 諸外国における技術的条件やLPWAを中心としたシステムの調和等を考慮
し、キャリセンス機能を持たなくても、周波数ホッピングやLDCを備える
システムについても利用可能とした

いずれも端末設備等規則第９条に基づく平成６年郵政省告示第424号の改正に



電気通信事業法に基づく
基準認証制度に関する今後の課題



電気通信をとりまく環境

 通信サービスの終了
• 無線呼出のサービスが令和元(2019)年に終了。また、PHS、3Gや

ISDNなどのサービスも今後終了が予定
• さらには、PSTN（公衆交換電話網）のIP網への移行も予定

 新たなネットワークへの移行
• ネットワークのソフトウェア化・仮想化などの新しい技術の導入
によってネットワークの構成が変化

• これにより新たな通信サービスの登場も期待

 端末機器の複雑化
• 汎用性の高いモジュールによって構成される端末機器の増加
• ソフトウェアの書き換えによる端末への機能の追加等がより一層
容易に
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基準認証制度の今後の課題
 ネットワークやサービスに応じた端末機器の区分・技術基準

• 終了する通信サービスへの対応
区分や技術基準等の廃止・見直し

• 新たに登場する通信サービスへの対応
端末機器の区分や技術基準等の新設

• 既存の通信サービスへの対応
廃止や新設等に伴う構成の見直し等

 海外メーカーや海外製品の輸入業者の一層の理解促進
• 海外製の端末機器の増加により認定未取得の端末機器が増加
傾向に

• 日本の制度に対する理解促進がカギ
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端末設備の例 19



端末設備の区分と技術基準

第５章無線呼出用設備に接続される
端末設備

第６章総合デジタル通信用設備に接
続される端末設備

第７章専用設備又はデータ通信用設
備に接続される端末設備

第４章電話用設備に接続される端末
設備

第１節アナログ電話端末

第２節移動電話端末

第３節インターネットプロトコル
電話端末

第４節インターネットプロトコル移
動電話端末

端末設備等規則
（接続の技術基準）

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
（基準認証の適用対象・登録認定機関・認定方法 等）

第3条対象とする端末機器
（法第53条第1項の総務省令で定める端末設備の機器）
第１号アナログ電話用設備であって電話用設備又は移
動電話用設備に接続される電話機、構内交換設備、ボタ
ン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣
が別に告示する端末機器

第３号インターネットプロトコル移動電話用設備に接
続される端末機器

第２号インターネットプロトコル電話用設備に接続さ
れる電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変
換装置、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器

第４号無線呼出用設備に接続される端末機器

第５号総合デジタル通信用設備に接続される端末機器

第６号専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設
備に接続される端末機器

 端末設備の区分については「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」に
 端末設備に適用される技術基準は「端末設備等規則」に

記号

A

Ｅ

F

B

C

D

第
３
章
安
全
性
等
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技術基準に適合する端末設備の表示
■表示の様式 （端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第７号）

ADF 19 0001 000
登録認定機関の番号

年（西暦の下2桁）

端末機器の種別

T
通し番号

Ｒ XXX-YYYYYY識別可能な
大きさ

電波法の表示

電気通信事業法の表示

※ ADF190001000と XXX-YYYYYY の記載場所は、 と一体に見えれば、上下左右
いずれの場所でも構わない。

T R

A※技術基準適合認定の場合、 の部分は の表示になる。T

【登録認定機関、登録外国適合性評価機関への注意事項】
• 設計認証と技術基準適合認定を区別せずに通し番号をカウントすること。
• 端末機器の種別を区別せずに通し番号をカウントすること。
• 毎年１月１日に通し番号をリセットして ０００１からカウントすること。

（情報）直径3ｍｍ以上の大きさ要件を柔軟化
（2019年2月8日改正）
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ご静聴ありがとうございました。


