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本日の講演内容

１. 無線設備の基準認証制度の概要

(1) 基準認証制度

(2) 相互承認制度

２. 最近の主な技術基準の改正

３. 無線設備の技術基準・認証制度の動向



１. 基準認証制度の概要１. 基準認証制度の概要



3電波監理の必要性

１ 周波数資源の有限性
電波は、有限・希少な国民共有の資源であることから、利用にあたっては優先度の高い
ものから順に分配する必要がある。

２ 電波の空間占有性
電波は、共通の空間に発射されるものであり、混信が生じる性質を持つことから、利用に
あたっては周波数や使用場所を適切に選択する必要がある。

３ 電波の国際性
電波は、人為的に定めた国境等に制約されることなく伝搬する性質を持つことから、利用
にあたっては国際的な取り決めや調整が必要になる。

４ 通信の統一性の保持
電波を利用した通信では、通信を可能にするために送信側と受信側の技術上・運用上の
方式等を統一する必要がある。

５ 人命・財産の安全の確保
船舶や航空機にとって無線通信は唯一の通信手段であることから、これら乗客・乗員の
人命や財産の安全を図るためには、無線通信に関する国際的な規律が必要がある。

電波の利用にあたっては一定の規律が必要

電波法
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• 「無線局」は電波監理の基本的概念として設けられたもの。

• 「物的要素」である無線設備と「人的要素」である操作する人間により構成され、どちら
か一方だけでは「無線局」とは言えない。

 無線設備：無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備

 無線従事者：無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者

無線局の定義と無線局の免許

○電波法第２条第５号
「『無線局』とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを
目的とするものを含まない。」

○電波法第４条
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

各人が勝手に電波を発射しては、電波法の目的が達成できないため、電波の使用に
ついて統一的な利用の確保を図る必要から、無線局の開設には「免許」を要するものと
した。

すなわち、電波の利用を一般的に禁止しておき、一定の要件に合致した者に対してそ
の禁止を解除することにより、電波の公平かつ能率的な利用を確保するものである。

4



5

（１）免許不要局（免許を要しない無線局）

① 発射する電波が著しく微弱な無線局（法制定時から）
発射する電波が著しく微弱な無線設備で、総務省令で定めるもの。 例えば、模型類の無線

遠隔操縦を行うラジコン用発振器やワイヤレスマイクなどが該当。

② 一定の条件の無線設備を使用し、周波数、用途、空中線電力の
上限等が特定された無線局（小電力無線局：1987年に導入）

コードレス電話、小電力セキュリティシステム、小電力データ通信システム、デジタルコードレ
ス電話、ＰＨＳの陸上移動局、狭域通信システム（ＤＳＲＣ）の陸上移動局、ワイヤレスカードシ
ステム、特定小電力無線局等であり、次の条件をすべて満たすもの。

（１）空中線電力が1W以下であること。
（２）総務省令で定める電波の型式、周波数を使用すること。
（３）呼出符号または呼出信号を自動的に送信しまたは受信する機能や混信防

止機能を持ち、 他の無線局の運用に妨害を与えないものであること。
（４）適合表示無線設備のみを使用するものであること。

③市民ラジオの無線局（1983年に移行）
26.9MHzから27.2MHzまでの周波数帯の電波の中で、総務省令で定める電波の型式及び周

波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5W以下で、適合表示無線設備のみを使用する
無線局

免許手続の簡略化 5
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（無線LAN、PHS端末等）
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技術基準適合証明等を受けた
無線局については落成検査等
の省略が可能

（携帯電話端末等）

妨害

免許不要局

（携帯電話基地局、
トランシーバー等）

包括免許制度

混信・妨害等防ぎ、電波の
有効利用を図るため。

免
許
の
申
請

不要電波

良好な通信

技術基準適合証明等を取得した無線設備（特定無線設備）の効果

 無線局に開設に当たっては、原則総務⼤⾂の免許を受けることが必要（電波法第４条）。
 ただし、総務省令で定める無線局（特定無線設備）については、電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定

める表⽰（技適マーク）が付されている場合は、免許⼿続時の簡略化ができる（電波法第４条、第15条）。
⇒ 基準認証制度（電波法第38条の２の２ 〜第38条の38）

6無線局の免許手続における技術基準適合証明等の効果



7特定無線設備の基準認証制度 (1/2)

（１）技術基準適合証明（電波法第38条の６）
 総務⼤⾂の登録を受けた者（登録証明機関）等が､特定無線設備について､電波法に定める技術基準に適合しているか否かに

ついての判定を特定無線設備１台ごとに⾏う制度。
 登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、無線設備１台１台について試験（総務⼤⾂が告⽰する試験⽅法⼜はこれと

同等以上の⽅法（特性試験の試験⽅法による））等の審査を⾏った上で証明を⾏う。

登録証明機関 製造業者等

⼯事設計書

技適マークの貼付

（２）⼯事設計認証（電波法第38条の24）
 特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計図（⼯事設計）及び製造等の取扱いの段階における

品質管理⽅法（確認の⽅法）を対象として、登録証明機関が⾏う認証制度。
 無線設備そのものではなく、⼯事設計を対象としており、実際の無線設備は認証後に製造される点が、技術基準適合証明と異なる。

R XXX-YYYYYY

登録証明機関

技術基準への適合性を審査

製造業者等

無線設備

技適マークの貼付

R XXX-YYYYYY

申請

証明

申請

認証

技術基準への適合性を審査

製造
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8特定無線設備の基準認証制度(2/2)

（３）技術基準適合⾃⼰確認（電波法第38条の33）
 特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使⽤の態様等を勘案して、他の無線局の運⽤を著しく阻害するような混信その他の

妨害を与えるおそれの少ないもの（特別特定無線設備）の⼯事設計について、製造業者や輸⼊業者が⼀定の検証を⾏い、電波
法に定める技術基準への適合性を⾃ら確認する制度。

 ⾃⼰確認は、⼯事設計が技術基準に適合するものであることに加え、その⼯事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが、⼯
事設計に合致することを確保することができると認めるときに限り⾏うことができる。

総務省 製造業者等

⾃⼰確認
届出書

技適マークの貼付

R XXX-YYYYYY

届出

届出番号を通知

技術基準への適合性を確認
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9(参考)特定無線設備の一覧

 １号区分 ： 免許等不要局（免許や登録をせずに使用することが出来る無線局）の設備 → ２4種別

＜主な設備の例＞
 特定⼩電⼒無線局の設備

 テレメータ・テレコントロール・データ伝送⽤
 コードレステーブルチャイム、防犯装置⽤リモコン 等

 ラジオマイク⽤
 無線電話⽤（⼩電⼒⼩型ハンディ機）

 ⼩電⼒データ伝送システム（無線LAN（Wi-Fi）、Bluetooth等）
 携帯電話・タブレット機器
 パソコン周辺無線機器（マウス、キーボード、タッチペン、プリンタ等）
 オーディオ機器（ヘッドホン、スピーカ、FMトランスミッター等）
 ネットワーク機器（ルータ、アクセスポイント等）
 ウェアラブルデバイス（スポーツウォッチ、スマートグラス等）
 ゲーム機
 防犯カメラ
 ラジコン（ドローン等の⼩型無⼈航空機操縦⽤）
 ⾃撮り棒（セルカ棒）

 ２号区分 ： 特定無線局（電波法第27条の2第1号に限る。包括免許対象局）の設備 → 41種別

 ３号区分 ： その他（包括免許対象局の一部、簡易な免許手続又は登録の対象となる無線局）の設備 → 100種別

＜主な設備の例＞
 携帯電話（3G回線、LTE等）

＜主な設備の例＞
 携帯電話基地局の設備
 アマチュア無線局の設備

 特定無線設備（技術基準適合証明等の対象となる無線設備）は、⼤きく次の３つの区分に分けられ、登録証明
機関はこれらの区分ごとに技術基準適合証明等の業務の登録を受けることができる。
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10登録証明機関

登録証明機関名
事業の区分

１号区分 ２号区分 ３号区分

001 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター ○ ○ ○

002 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 ○

003 ㈱ディーエスピーリサーチ ○ ○ ○

005 テュフ・ラインランド・ジャパン㈱ ○ ○ ○

006 SGSアールエフ・テクノロジー㈱ ○ ○ ○

007 ㈱UL Japan ○ ○ ○

008 ㈱コスモス・コーポレイション ○ ○ ○

011 テュフズードザクタ㈱ ○ ○ ○

012 インターテック ジャパン㈱ ○ ○ ○

013 一般財団法人日本品質保証機構 ○ ○ ○

016 ㈱日本電波法認証ラボラトリー ○ ○ ○

017 一般財団法人電気安全環境研究所 ○ ○ ○

018 ㈱認証技術支援センター ○ ○ ○

020 一般社団法人タコヤキ ○ ○ ○

021 一般財団法人電気通信端末機器審査協会 ○ ○

022 ビューローベリタスジャパン ○ ○ ○

※平成29年3⽉１⽇現在
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11技適マークを付することが出来る場合①

特定無線設備が技術基準に適合していることを証することを示す「技適マーク」は、次の場合に
付することが出来ます。

① 証明機関が技術基準適合証明をした場合、証明した無線設備に対して表示を付しま
す。（電波法第38条の7第1項）

② 認証取扱業者（証明機関から工事設計認証を受けた者）が、認証に係る確認の方法
に従って検査を行った場合、検査を行った無線設備に対して表示を付することが出
来ます。（電波法第38条の26）

③ 技術基準適合自己確認の届出をした者が、届出に係る確認の方法に従って検査を
行った場合、検査を行った無線設備に対して表示を付することが出来ます。（電波法
第38条の35）

認証マーク
の貼付

証明

登録証明機関

製造業者等
（認証取扱業者又は自

己確認届出業者）

製造・
確認の方法に従った検査 認証マーク

の貼付
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12技適マークを付することが出来る場合②

④ ①～③のいずれかにより表示が付された無線設備（適合表示無線設備）を組み込んだ製品を
取り扱う者は、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同一の表示を当
該製品に付することが出来ます。

→ 電波法の改正により、平成26年9月から新たに可能になりました。

【改正後】

Ｒ ○○○－１２３４５６

Ｒ ○○○－１２３４５６

（例）適合表示無線設備である無線モジュール内蔵した掃除機の場合

製品に内蔵された
無線モジュールに
は技適マークが表
示されているが、
製品本体の外観
からは当該表示が
見えない。

↓
利用者が表示を
確認できない。

製品に内蔵された無
線モジュールに表示
されている技適マー
クを、製品本体にも
表示可能。

↓
利用者が表示を確
認でき、安心して製
品を使用できる。

【改正前】

組み込んだ適合表示無線設備に付されている
表示と同一の表示を付することが可能

Ｒ ○○○－１２３４５６
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13技適マークの表示①

Ｒ XXX-YYYYYY

〒マーク
・大きさは直径３mm以上

Ｒマーク（Ｒは□で囲う）
※端末設備の技術基準適合認定、

設計認証の場合はＴマーク

技適番号
・技術基準適合証明の場合

（例）123XXX0000001
・工事設計認証の場合（新表記）

（例）001-XXXXXX
・技術基準適合自己確認の場合

（例）123456AB03

○ 正しい技適マークの表示（証明規則※様式第７号）

※ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則（昭和56年郵政省令第37号）

正しい表示に従わない技適マークが付されている無線設備は「適合表示無線設備」とはなら
ず、技適マークが付いていないものと同様になりますので、ご注意下さい。
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14技適マークの表示②

○ 表示の方法（証明規則第20条第1項）

表示を付するときは、次のいずれかの方法により行うことが出来ます。

① 認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所に付する方法

② 認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の
操作によって当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができ
るようにする方法（電磁的表示）

 電磁的方法により表示を付した場合には、その旨及び特

定の操作による当該表示の表示方法について、書類（取

扱説明書等）の添付その他の適切な方法により明らかに

する必要があります。

Ｒ XXX-YYYYYY

特定無線設備の見やすい箇
所に直接付する

 体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使

用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困

難（面積が著しく狭い場合等）又は不合理である特定無線

設備については、当該特定無線設備の取扱説明書及び

包装又は容器に付することが可能です。

Ｒ XXX-YYYYYY

認証等情報

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

特定無線設備のディスプレイ上に表示
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15不適合機器への対応 15

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

※※ 罰則として、他に紛らわしい表示、表示の除去義務違反 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 技術基準不適合かつ 
混信等の妨害又は危害  

措置命令 

表示禁止※ 

禁止違反 
命令違反 

 

拒
否
等 

妨害等防止 

命令 

工事設計認証を受けた者（認証取扱業者）・自己確認をした者（届出業者） 

技術基準適合証明を受けた者 

登録証明 

機関 
不正な手段に 

よる認証／ 

虚偽の自己確認

の届出 
検査・記録保存 

義務他違反 
 工事設計合
致義務違反 

登録の取消

義務違反 

 改善命令 

罰    則※※ 

命令違反 

技術基準変更による工事設計の基準不適合 

表示が付されて 

いないものと 

みなし(効果否定） 
第38条の14 

第38条の23 

第38条の27 

第38条の28 

命令違反 

第38条の22 

報告・立入検査・提出命令 

「電気通信機器基準認証マニュアル」から抜粋
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/manual/index.htm
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③輸出

①申請

【日本】 【外国】

外国の市場

外国に機器を輸出する場合、
相⼿国の適合性評価機関に
対して申請を⾏うことが必要
（時間や費⽤を要する）

適合性評価機関

製造業者等

②適合性評価

外国向けの申請が
日本国内で実施可能

期間の短縮・費用の縮減

外国の基準を
日本国内で審査

外国の市場

①申請
②適合性評価

製造業者等

③輸出

【日本】 【外国】

適合性評価機関

電気通信機器に関する相互承認協定(ＭＲＡ)

MRA（Mutual Recognition Agreement）
 相互承認協定（MRA：Mutual Recognition Agreement）は、電気通信機器の技術基準への適合性

評価の結果を⽇本国と外国との間で相互に受け⼊れる制度
 電気通信機器に関しては、⽇欧間(平成14年１⽉発効)、⽇シンガポール間(平成14年11 ⽉

発効)、⽇⽶間（平成20年1⽉発効）でMRAを締結

ＭＲＡ実施前 ＭＲＡ実施後

16
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＜各国で検査が必要＞

⽇本向け製品 → ⽇本で検査

⽶国向け製品 → ⽶国で検査

欧州向け製品 → 欧州で検査

国数が増加するごとに

認証費用・期間が増加

ＭＲＡの利点

ＭＲＡ実施前 ＭＲＡ実施後

＜⽇本国内で各国の認証を⼀括して取得＞

⽇本向け製品

⽶国向け製品

欧州向け製品

国内の適合性評価機関で複数国向けの認証を

ワンストップで得ることが可能

⽇本で⼀括検査

⽇本向け認証マーク

⽶国向け認証マーク

欧州向け認証マーク

17
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• 署名・発⾏⽇：
平成13年４⽉署名、平成14年１⽉発効

• 対象分野：
無線設備、通信端末設備、電気⽤品、化学品、医薬品

• 欧州の関係法令（電気通信機器分野）：
RE指令、低電圧指令、EMC指令

■ 相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定（日欧ＭＲＡ）

■ 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定（日シＭＲＡ）

• 署名・発⾏⽇：
平成14年１⽉署名、同年11⽉発効

• 対象分野：
無線設備、通信端末設備、電気⽤品

• シンガポールの関係法令（電気通信機器分野）：
シンガポール情報通信開発庁（IDA）法、電気通信法、電気通信機器
の適合性評価を⾏う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度

• 署名・発⾏⽇：
平成19年２⽉16⽇署名、平成20年１⽉１⽇発効

• 対象分野：
無線設備、通信端末設備

• ⽶国の関係法令（電気通信機器分野）：
通信法、FCC規則

欧州側の適合性評価機関: 7
201 TELEFICATION B.V. (蘭)
202 CTC advanced GmbH (独)
203 TÜV SÜD BABT (英)
204 Phoenix TESTLAB GmbH (独)
205 Element Materials Technology Warwick Ltd
(英)

206 EMCCert Dr. Rasek GmbH (独)
207 BV LCIE (仏)

日本側の適合性評価機関: 2
001 (一財)テレコムエンジニアリングセンター
007㈱UL Japan

シンガポールの適合性評価機関: 0

日本側の適合性評価機関: 0

■ 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定（日米ＭＲＡ）
米国側の適合性評価機関: 6
208 Siemic, Inc.
209 ACB, Inc.
210 MiCOM Labs
211 Bay Area Compliance Laboratories Corp
212 UL Verification Services Inc.
213 Curtis-Straus, LLC

日本側の適合性評価機関: 1
007㈱ UL Japan

ＭＲＡの運用状況 18
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※平成29年3⽉１⽇現在

登録外国適合性評価機関 所在国
事業の区分

１号区分 ２号区分 ３号区分
201 TELEFICATION B.V. 蘭 ○ ○ ○
202 CTC advanced GmbH 独 ○ ○ ○
203 TÜV SÜD BABT 英 ○
204 Phoenix Testlab GmbH 独 ○ ○ ○
205 Element Materials Technology Warwick Ltd 英 ○ ○ ○
206 EMCCert Dr. Rasek GmbH 独 ○ ○ ○
207 BV LCIE 仏 ○ ○ ○
208 Siemic,Inc. ⽶ ○
209 ACB,Inc ⽶ ○ ○ ○
210 MiCOM Labs ⽶ ○ ○ ○
211 Bay Area Compliance Laboratories Corp ⽶ ○ ○ ○
212 UL Verification Services Inc. ⽶ ○ ○
213 Curtis-Straus, LLC ⽶ ○

認定適合性評価機関 所在国 対象国・地域
⼀般社団法⼈テレコムエンジニアリングセンター ⽇ 欧州
㈱UL Japan ⽇ 欧州、⽶国

※平成29年３⽉１⽇現在

ＭＲＡによる証明機関 19
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(件)

工事設計認証の取得件数の推移（日本国内向け）

（※）

（※）MRA利用率…全認証件数に対してMRAによる認証件数が占める割合

年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

登録証明機関 2,638 2,884 2,968 3,495 4,031 4,652 4,320 5,450 7,264 11,293 9,550 9,271 9,185

MRAを利用
（外国→日本）

欧州 121 199 315 433 493 627 738 787 1,056 1,289 1,920 2,262 2,013
米国 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 128 267 176 248 376

合計（件） 2,759 3,083 3,283 3,928 4,524 5,279 5,058 6,237 8,448 12,849 11,646 11,781 11,574

2638 2884 2968 3495 4031 4652 4320
5450

7264

11293

9550 9271 9185
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493
627 738

787

1056

1289
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21工事設計認証の取得件数の推移（外国向け）

年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

Ｍ
Ｒ
Ａ
を
利
用

日本
→欧州

- - - 18 26 11 18 24 44 39 48 75 28

日本
→米国

- - - - - - - 34 92 143 164 160 197

計 - - - 18 26 11 18 58 136 182 212 235 225

18 26
11 18 24

44 39 48
75

28

34

92

143

164

160

197

0
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H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

日本→米国

日本→欧州

（件）



２. 最近の主な技術基準の改正２. 最近の主な技術基準の改正



23平成28年度に新たに導入した無線システム

① 海外から持ち込まれる端末の利⽤に関する規定の整備及び基準不適合設備の製造
業者等に対する勧告公表制度の⾒直しに関する改正

② LTE-Advanced及び広帯域移動無線アクセスシステム（BWA）の⾼度化に伴う
関係規定の改正

③ ロボットにおける電波利⽤の⾼度化及び特定⼩電⼒無線局の⾼度化に伴う関係規
定の改正

④ インマルサットＢ型のサービス終了に伴う関係規定の改正

⑤ 実⽤準天頂衛星システムの導⼊に伴う関係規定の改正
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※１ ＭＲＡ（Mutual Recognition Agreement）：我が国と我が国以外の締約国が無線設備等の適合性評価手続の結果を相互に受け入れる制度（相互承認協定を
締結した外国の適合性評価機関での審査を受けて適合表示無線設備とすることが可能）。

※２ ＣＥマーク：欧州域内で流通する機器が欧州の技術基準に適合していることを表示するマークのこと。
※３ ＦＣＣ認証：米国内で流通、運用する機器が米国の技術基準に適合していることをＦＣＣ（連邦通信委員会）が行う認証のこと。

○ 現在、電波法の技術基準への適合性が確認された適合表示無線設備について、我が国国内事業者の契約（ＳＩＭ）による利
用が可能（①）。

○ 本改正はこれに加え、海外から持ち込まれる我が国の技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備についても、総務
大臣の許可を受けた我が国国内事業者の契約（ＳＩＭ）による利用を可能とする（②）。

携帯電話端末

電波法の技術基準への適合性に
ついて確認されており、その旨表示
したもの

・技術基準適合証明(第３８条の７)

・工事設計認証(第３８条の２６)

・技術基準適合自己確認(第３８条の３５)

外国との相互承認協定
（MRA※1）に基づき、外国の
適合性評価機関により電波
法の技術基準への適合性
について確認されており、
その旨表示したもの

i 海外から持ち込まれる外国の無線局
（国際ローミング可能なもの）の無線設備

ii 我が国の技術基準に相当する技術
基準（国際標準）に適合
注: ＩＴＵ－Ｒ勧告Ｍ．１４５７、Ｍ．２０１２に定める技

術基準に適合し、ＣＥマーク※２やＦＣＣ認証
※３等を取得

iii 総務大臣の許可を受けた国内事業
者の基地局に制御されるもの

②我が国の技術基準に相当する
技術基準に適合する無線設備

改正により利用可能となる携帯電話端末（改正電波法第１０３条の５）

【本改正により我が国国内事業者
の契約（SIM）により利用可能】

①適合表示無線設備

① 海外から持ち込まれる端末の利用に関する規定の整備(1/3)
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○ 現在、電波法の技術基準への適合性が確認された適合表示無線設備について、免許不要局として利用が可能（①）。

○ 本改正はこれに加え、海外から持ち込まれる我が国の技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備についても、

一定の期間（訪日観光客等の入国から90日以内）における利用を可能とする（②）。

Wi-Fi端末等

電波法の技術基準への適合性に
ついて確認されており、その旨表示
したもの

・技術基準適合証明(第３８条の７)

・工事設計認証(第３８条の２６)

・技術基準適合自己確認(第３８条の３５)

外国との相互承認協定
（MRA）に基づき、外国の
適合性評価機関により電波
法の技術基準への適合性
について確認されており、
その旨表示したもの

i 訪日観光客等が海外から持ち込み、
自ら開設しようとする場合

ii 我が国の技術基準に相当する技術
基準（国際標準）に適合
注：ＩＴＵ－Ｒ勧告Ｍ．１４５０－５等に定める技術基準

に準拠した外国の法令に適合していることが確
認されていること（ＣＥマークやＦＣＣ認証等を取
得）を想定

iii 訪日観光客等が我が国に入国して
から滞在する一定期間（９０日以内）

②我が国の技術基準に相当する
技術基準に適合する無線設備

改正により利用可能となるWi-Fi端末等（改正電波法第４条）

【本改正により我が国で利用可能】

①適合表示無線設備

① 海外から持ち込まれる端末の利用に関する規定の整備(2/3)
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○ 電波利用環境を維持するため、混信・妨害の原因となる技術基準に適合しない無線設備（基準不適合設備）の製造業者・販売
業者に対する勧告公表制度を１９８７年に導入。

○ 今回の法改正により、無線設備の製造・流通実態の変化に対応して制度の実効性を高めるために、①努力義務の新設、②勧
告発動要件見直し、③勧告対象追加、④命令規定の新設を行う。

改正前 改正後

【第１０２条の１１第１項】
無線設備の製造業者・輸入業者・販売業者に技術
基準に適合しない無線設備を販売しないように努
力義務。

【第102条の11】
 他の無線局に混信等を与えた技術基準

に適合しない無線設備と同一の設計の無
線設備（基準不適合設備）が

 広く販売されており、これを放置しては
当該基準不適合設備を使用する無線局
が他の無線局の運用に重大な悪影響を
与えるおそれがあるとき

 当該基準不適合設備の製造業者・販売
業者に対し

勧告を行うことができる。

【第１０２条の１１第２項】
 他の無線局に混信等を与えた技術基準に適

合しない無線設備と同一の設計又は類似の
設計の無線設備（基準不適合設備）が

 広く販売されることにより、当該基準不適合
設備を使用する無線局が他の無線局の運用
に重大な悪影響を与えるおそれがあるとき

 当該基準不適合設備の製造業者・輸入業者・
販売業者に対し

勧告を行うことができる。

【第１０２条の１１第４項】
勧告に従わなかった場合に、罰則を伴う命令を行
うことができる。

①努力義務
の新設

④命令規定の
新設

②勧告発動要件
の見直し

（類似の設計の追加・
販売態様に係る見直し）

③勧告対象の
追加

（輸入業者を追加）

基準不適合設備の製造業者等に対する勧告公表制度の見直し（改正電波法第１０２条の１１、第１１３条）

① 基準不適合設備の製造業者等に対する勧告公表制度の見直し(3/3)



27② LTE-Advancedの高度化(1/2)

約1.33倍高速化
（64QAM比）

２．多値変調方式の追加（256QAM）

● 下りCAについては、携帯電話に割り当てられている全ての周波数帯においていずれの搬送波の組合せも可能となるよう制
度化済み。現在、２～３の搬送波を束ねたサービスが提供中（最大187.5～375Mbps）。

● 上りCAについては、900MHz帯及び3.5GHz帯において連続する搬送波が２波の場合についてのみ制度化済み。
（サービスは未提供）
⇒ 今回、上りCAについて、全ての周波数帯においていずれの搬送波の組合せも可能とする。（連続する搬送波は２波まで）

１．上りキャリアアグリゲーション（ＣＡ）の拡張 ※キャリアアグリゲーション：複数の搬送波を束ねて送信することにより伝送速度の高速化を実現する技術

f

Ｘ帯域

f

Ｘ帯域 Ｙ帯域

f

同一周波数帯における連続する搬送波 異なる周波数帯における搬送波同一周波数帯における不連続な搬送波

Ｘ帯域

● 総務省では、平成28年5月24日に「第４世代移動通信システム（LTE-Advanced）等の高度化に関する技術的

条件」について、情報通信審議会から一部答申を受けた。

● 同答申を踏まえ、LTE-Advancedについて、①上りキャリアアグリゲーションの拡張、及び②多値変調方式の

追加（256QAM）を行うため、設備規則の一部改正を行う。

64QAM
（6bit / symbol）

64QAM
256QAM

（8bit / symbol）

256QAM



28② 広帯域移動無線アクセスシステム（BWA）の高度化(2/2)

● 下りCAについては、いずれの搬送波の組合せも可能となるよう制度化済み。現在、２つの搬送波を束ねたサービ

スが提供中（最大220～261Mbps）。

● 上りCAについては、未整備

⇒ 今回、BWAにいずれの搬送波の組み合わせにも対応した上りCAを導入する。（連続する搬送波は２波まで）

上りキャリアアグリゲーション（ＣＡ）の導入

f

Ｘ帯域

f

Ｘ帯域 Ｙ帯域

f

同一周波数帯における連続する搬送波 異なる周波数帯における搬送波同一周波数帯における不連続な搬送波

Ｘ帯域

● 総務省では、平成28年5月24日に「広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件」につい

て、情報通信審議会から一部答申を受けた。

● 同答申を踏まえ、BWAについて、上りキャリアアグリゲーションの導入を行うため、設備規則及び証明規則の

一部改正を行う。

※今回の高度化により、LTE-Advanced（FDD方式、TDD方式）とBWAの搬送波を組み合わせた上りキャリアアグリゲーションが可能となる。
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項目 設備規則 169MHz帯を使用するもの 2.4GHz帯を使用するもの 5.7GHz帯を使用するもの

空中線電力の許容偏差 第14条 上限20%、下限50% 上限20%、下限80%以下 上限50%、下限50%以下

副次的に発する電波 第24条第14項 ４nW以下 1GHz未満の周波数 ： 4nW以下、 1GHz以上の周波数 ： 20nW以下

通信方式 第49条の33第１号 単向・同報・単信・複信方式

空中線電力 第49条の33第２号 1W（実効輻射電力 3.25W）以下 1 W（実効輻射電力 4W）以下

送信空中線の絶対利得 第49条の33第４号 5.12dBi以下 6dBｉ以下

周波数の許容偏差 別表第一号 ±3.0×10-6以内 ±50×10-6以内 ±20×10-6以内

占有周波数帯幅の許容値 別表第二号 100 / 200 / 300kHz 4.5 / 9MHz 4.5 / 9 / 19.7MHz

２． 無線設備の主な技術基準 （設備規則第49条の33の規定追加等）

※ 上記の他、隣接チャネル漏えい電力（設備規則第49条の33第３号）及びスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値（別表第三号）を規定。

３．特定無線設備の対象に追加 （証明規則第２条第１項第72号の規定追加等）

③ ロボットにおける電波利用の高度化に係る技術基準の改正概要(1/3)

⇒ 特定無線設備の対象に追加することにより、当該無線設備による無線局免許申請手続きの簡素化を図る。

169.05MHzを超え169.3975MHz以下、169.8075MHzを超え170MHz以下、2483.5MHzを超え2494MHz以下又は5650MHzを超え
5755MHz以下の周波数の電波を使用する自動的に若しくは遠隔操作により動作する移動体に開設された陸上移動局又は携
帯局が主として画像伝送を行うための無線通信（当該移動体の制御を行うものを含む。）を行うシステムをいう。

１． 「無人移動体画像伝送システム」の定義 （設備規則第３条第14号の規定追加）

※上り回線と下り回線は同一の周波数

（画像伝送＋テレコン／データ伝送）

自動的に若しくは
遠隔操作により
動作する移動体

システム例１

（画像伝送＋データ伝送）

（テレコントロール）

※上り回線と下り回線は別の周波数
自動的に若しくは
遠隔操作により
動作する移動体

システム例２

：本システムの対象
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人・動物検知通報システム（国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制
御をするための無線通信を行う無線設備をいう。）用で使用するものであつて、142.93MHzを超え142.99MHz以下及び
146.93MHzを超え146.99MHz以下の周波数の電波を使用するもの

１．新たな用途の追加 「人・動物検知通報システム」の定義 の見直し 【施行規則第６条第４項第２号(13)】

２．無線設備の技術基準の主な変更点 （チャネルの狭帯域化による規定の整備）

※上記の他の技術基準については、告示の改正により対応。

③ 特定小電力無線局の高度化に係る技術基準の改正概要(2/3)

① チャネル間隔が6.25kHzのもの（400MHz帯の周波数を使用する無線電話及びテレメータ－・テレコントロール・データ伝送）の
隣接チャネル漏えい電力を新たに規定 【設備規則第49条の14第１号】

② 人・動物検知通報システムの単位チャネル（チャネル間隔が6.25kHzのもの）を規定し、チャネル結束（1～３チャネル）による利
用を可能とするとともに、隣接チャネル漏えい電力は告示に規定 【設備規則第49条の14第２号】

③ チャネル間隔が6.25kHzのもの、及び、1200MHz帯の周波数を使用するテレメータ・テレコントロール・データ伝送であってチャ
ネル間隔が12.5kHzのものの周波数の許容偏差を規定 【設備規則別表第一号】

④ チャネル間隔が6.25kHzのものの占有周波数帯幅の許容値（5.8kHz以下）を規定 【設備規則別表第二号第28】

⇒ 検知対象に人を追加し、使用周波数帯に146.93MHz～146.99MHzを追加する。

３．その他経過措置（人・動物検知通報システム）

① 現に技術基準適合証明等を受けている動物検知通報システムの無線設備は、改正省令の施行後は人の検知も可能とする
経過措置を規定。（附則第２条）

② 現に技術基準適合証明等を受けている動物検知通報システムの無線設備については、改正省令の施行後も使用可能とし、
また、平成33年８月31日までは従来の技術基準により技術基準適合証明等を受けることを可能とする（当該証明等を受けた無
線設備についても、施行後の使用可）経過措置を規定。（附則第３条及び第４条）

142 144 146 148

アマチュア
公共
一般

公共
一般

公共
一般

公共
一般

現行周波数帯
（142.93～142.99MHz）

新たな周波数帯
（146.93～146.99MHz）



31③ 特定小電力無線局の高度化に係る技術基準の改正概要(3/3)

項目 現在 変更後

システム名称 動物検知通報システム 人・動物検知通報システム

用途
国内において主として動物の行動及び状態に関する情報

の通報又は付随する制御をするための無線通信
国内において人又は動物の行動及び状態に関する情報の通

報又は付随する制御をするための無線通信

周波数帯 142.93～142.99MHz 142.93～142.99MHz ＋拡張帯域（146.93～146.99MHz）

チャネル間隔 20kHz（10kHzインターリーブ）
1ch利用 6.25kHz
2ch結束 12.5kHz（6.25kHzインターリーブ）
3ch結束 18.75kHz（6.25kHzオフセット）

占有周波数帯幅の
許容値

16kHz
1ch利用 5.8kHz
2ch結束 11.6kHz
3ch結束 17.4kHz

周波数の許容偏差 （±）12×10-6 （±）2.5×10-6

ただし、EIRPで1mW以下のものは、（±）12×10-6

項目 現在 変更後

チャネル間隔
【400MHz帯】 12.5kHz、25kHz （※）
【1200MHz帯】 25kHz、50kHz

【400MHz帯】 6.25kHz、12.5kHz、25kHz （※）
【1200MHz帯】 12.5kHz、25kHz、50kHz

占有周波数帯幅の
許容値

【400MHz帯】 8.5kHz、16kHz （※）
【1200MHz帯】 16kHz、32kHz

【400MHz帯】 5.8kHz、8.5kHz、16kHz （※）
【1200MHz帯】 8.5kHz、16kHz、32kHz

周波数の
許容偏差

【400MHz帯】
チャネル間隔が12.5kHzのもの ±4×10-6

チャネル間隔が25kHzのもの ±4×10-6 （※）

【1200MHz帯】
チャネル間隔が25kHzのもの ± 3×10-6

チャネル間隔が50kHzのもの ± 4×10-6

【400MHz帯】
チャネル間隔が6.25kHzのもの ±2×10-6

チャネル間隔が12.5kHzのもの ±4×10-6

チャネル間隔が25kHzのもの ±4×10-6 （※）
【1200MHz帯】

チャネル間隔が12.5kHzのもの ± 2×10-6

チャネル間隔が25kHzのもの ± 3×10-6

チャネル間隔が50kHzのもの ± 4×10-6

① 150MHz帯「人・動物検知通報システム」の主な技術基準の見直し

② 400/1200MHz帯特定小電力無線局の主な技術基準の見直し （※400MHz帯無線電話用を除く。）



32④ インマルサットＢ型のサービス終了に伴う関係規定の整備(1/1)

インマルサットＢのサービス終了

• インマルサットＢサービスについては、平成28年12月31日にインマルサット社*1 （本社：英国・ロンドン）
がサービスを終了することを受け、我が国のサービス提供事業者であるＫＤＤＩ株式会社も平成28年12月31
日もってサービスを終了するとしている。

• インマルサットＢ型による通信サービスはＧＭＤＳＳ*2の対象設備として、平成５年から提供されてきたが、
小型で高速化されたインマルサットＦサービスやインマルサットＦＢサービスなどの普及に伴い、利用者が
少なくなってきている状況。

• このような状況を踏まえて、インマルサットＢ関連の無線局の廃止又は変更手続きを円滑に進め、また、
サービス利用者に早期の対応求めるため、周知期間を勘案して本時期に関係省令の改正を行うもの。

インマルサットＢの免許付与状況

• 電波法施行規則、無線設備規則及び無線機器型式検定規則からインマルサットＢサービスに係る規定を削除
すること。

• その他、所要の規定の整備を行うこと。
• 改正省令の施行は平成29年１月１日とすること。

平成27年12月3日現在

改正省令等の概要

*3 現在、GMDSS設備としてインマルサットＢを搭載している船舶はない。

*1 インマルサットは、グローバル衛星通信ネットワークで、11基のインマルサット静止衛星を経由して音声通話、ファック
ス、電子メール、インターネット、パケット通信などの様々なサービスを提供してる。衛星システム全体は、英国ロンドン
にあるインマルサット社で一元的な管理をしているが、衛星から電波を受信して世界中の公衆電話網へ接続する役割は、
LESOと呼ばれるオペレーターが担っている。我が国ではKDDI株式会社がLESOの役割を担っている。

*2 Global Maritime Distress and Safety System：海上における遭難及び安全に関する世界的な制度

船舶地球局*3 携帯移動地球局 地球局 包括免許の局 実験試験局

85 １ ２ 17 ３



33（参考）インマルサットシステムの種類

A型

B型 Aero型

M型

BGAN型

デジタル化
小型化

120kg/120cm

100kg/120cm

小型化

4.8kg（本体＋アンテナ）
/43×205×200mm（本体）

13kg/50cm

80kg/
84cm

63kg/170cm 
重量/ﾚﾄﾞｰﾑ径

C型

アナログ

高速化
（64kbps）

ＩＰ化

技術動向 船舶系 陸上系 航空系

F型

128kbps

～432kbps

(2008年2月サービス開始)

(2007年12月31日サービス終了)

ﾐﾆM型

49kg/170cm
重量/ﾚﾄﾞｰﾑ径

車載用

4～5.5kg/
50cm

(2008年2月サービス開始)

小型化

デジタル化

2.3kg/37cm

Aero型（Swift64)

高速化

高速化

ﾐﾆM型（M4）

1kg/16cm

小型化 10kg/
40cm

144kbps～
492kbps

～432kbps

Fleet Broadband型
携帯端末用

(2005年12月サービス開始)
(2014年3月サービス開始)

Swift Broadband型

64kbps

（2006年6月にサービス開始）

BGAN型(HighDataRate)
650kbps～

高速化

更なる高速化
(144kbps以上)

ＩＰ化
更なる小型化

高速化

3.5kg/
約5×33×28cm

3.7kg/
約5×40×29cm

D型(IsatDataPro)

600、1800bps

460g/10.1×12.6×12.6cm、
4.9×12.6×12.6cm

ハンディ型
約270g/
約17×6×4cm

(2012年8月サービス開始)

GSPS型

車載用
～約3kg/ 
約23×17×82cm

※ ハンディ型

船舶搭載用
～約3kg/ 
約27×20×10cm

音声通話/

データ通信(2.4kbps)

2016.12.31
サービス終了

2016.12.31
サービス終了

B型
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(1) 「災害対策携帯移動衛星通信」の定義
準天頂衛星システムのうちＳ帯（２GHz帯）を利用した「衛星安否確認サービス」を「防災対策携帯移動衛星

通信」と定義し、当該通信を行う携帯移動地球局を特定無線局の対象とする無線局に含めること。
（施行規則第15条の２第１項第８号、第15条の３第８号、設備規則第３条第10号）

(2) 「災害対策携帯移動衛星通信」を行う携帯移動地球局の技術的条件を規定
（設備規則第49条24の４)

(3) 「災害対策携帯移動衛星通信」を行う携帯移動地球局の無線設備について人体における比吸収率を規定
（設備規則第14条の２)

(4) 特定無線設備の対象に 「災害対策携帯移動衛星通信」を行う携帯移動地球局の無線設備を追加
（証明規則第２条第１項第30号の４、別表第一号及び様式７号)

2017年3月1日 施行

⑤ 実用準天頂衛星システムの導入に伴う関係規定の改正(1/2)

１ 諮問の背景

平成23年９月に「実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的な考え方」が閣議決定され、「我が国として実用
準天頂衛星システムの整備に可及的速やかに取り組むこととする。具体的には、2010 年代後半を目途にまずは４
機体制を整備する。将来的には、持続測位が可能となる７機体制を目指すこととする。」とされ、平成29年度春
の打ち上げ開始に向け、内閣府が主体となって実用準天頂衛星システムの開発・整備が進められている。

こうした状況を受け、実用準天頂衛星システムの導入に向け、平成27年６月より情報通信審議会において技術的条件を検
討し、本年６月に答申を受けたところ。

同答申のうち、Ｓ帯（２GHz帯）を利用した「衛星安否確認サービス」の導入を図るため電波法施行規則、無線設備規則
及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正を行うものである。

２ 改正概要

３ 施行期日
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１ 「災害対策携帯移動衛星通信」の定義（設備規則第３条第10号）

実用準天頂衛星システムのＳ帯（２ＧＨz帯）を利用した「衛星安否確認サービス」を「防災対策携帯移動衛星
通信」として以下のとおり定義する。

「防災対策携帯移動衛星通信」とは、公共業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との
間で、主に防災対策のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。

２ 特定無線局の対象とする無線局として「災害対策携帯移動衛星通信」を行う携帯移動地球局を追加
（施行規則第15条の２第１項第８号、第15条の３第８号）

既存の特定無線局としては、携帯電話等の他、衛星携帯電話は、Ｎスター、インマルサットGSPS、イリジウム、
スラヤ等が対象となっている。

３ 「災害対策携帯移動衛星通信」を行う携帯移動地球局の技術的条件を規定（設備規則第49条24の４)

・使用周波数帯：送信2000-2005MHz 受信2190-2195 MHz
・一般的条件：携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。使用する周波数は、携帯基地

地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。

４ 「災害対策携帯移動衛星通信」を行う携帯移動地球局の無線設備について人体における比吸収率を規定
（設備規則第14条の２)

５ 「災害対策携帯移動衛星通信」を行う携帯移動地球局の無線設備を登録証明機関による技術基準適合
証明の対象に追加 （証明規則第２条第１項第30号の４、別表第１号及び様式第７号)

既存のインマルサットGSPS、イリジウム等と同等の許容値（四肢以外２W/kg、四肢４W/kg）とする。

既存のインマルサットGSPS、イリジウム等と同様に技術基準適合証明の対象に追加することにより、無線局免
許手続き簡素化を図る。

実用準天頂衛星システムのＳ帯（２ＧＨz帯）を利用した「衛星安否確認サービス」の端末設備を特定無線局（包括免許）の
対象に追加する。

⑤ 実用準天頂衛星システムの導入に伴う関係規定の改正概要(2/2)



３. 無線設備の技術基準・認証制度の動向３. 無線設備の技術基準・認証制度の動向
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最近の無線設備の出荷台数の傾向（平成28年度電波利用状況調査）

25年度 26年度 27年度

806.125～809.75MHz（ラジオマイク用特定小電力機器） 66,642 66,646 67,943

915.9～929.7MHz（テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定省電
力機器のうち、920MHz帯の周波数の電波を使用するもの）

183,398 3,341,550 4,840,828

1215～1260MHz
（テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力機器）

535 624 1,107

2400～2483.5MHz（移動体識別） 1,535 550 73

916.7～923.5MHz（移動体識別（920MHz）） 4,053 2,550 5,845

2400～2483.5MHz（2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム） 58,917,195 63,601,195 59,140,939

2471～2497MHz（2.4GHz帯小電力データ通信システム） 2,658,175 4,402,343 2,790,076

2400～2483.5MHz（2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム
（模型飛行機の無線操縦用））

35,832 72,216 128,743

2471～2497MHz（2.4GHz帯小電力データ通信システム
（模型飛行機の無線操縦用））

0 0 0

755.5～764.5MHz（700MHz帯高度道路交通システム陸上移動局） 237 137 30,596

【参考】
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 ２０２０年に向けて新たな無線システムを導入するための制度見直しの方向性や我が
国ワイヤレスサービスの発展・国際競争力強化のための方策、平成２９年に見直し時
期を迎える電波利用料制度の在り方等について検討を実施。

 松下副大臣主催の懇談会を設置して、平成２８年１月から検討を開始。同年６月３日
の懇談会で報告書（案）をとりまとめ、パブリックコメントの募集を経て、同年７月１５日、
最終とりまとめ。

電波政策2020懇談会について

38

提言の概要（抜粋）

○ 検査制度関係

 登録証明機関、登録検査等事業者が使用する測定器等について、その性能向
上等の実態に即した較正期間等の規律の柔軟化。

○ 技術基準・測定方法関係

 技術基準の適合性評価において、改ざんや流用が行われた試験データ（フェイ
クデータ）は基準認証制度の信頼性を毀損するものであり、試験データの適切性
を担保する仕組み（データベース等）を検討。



39測定器等の較正等に係る期間の延長に伴う規定の整備について（法改正案）

２ 改正案の概要

優れた性能を有する測定器等については、１年を超え３年を超えない範囲内で、総務省令※で定めることとす
る。

なお、今回の法改正に伴い期間の延長が可能な測定器等は、登録証明機関、登録検査等事業者及び登録
認定機関（電気通信事業法）が使用する測定器等が該当し、指定較正機関等の測定器等については該当し
ない。

１ 背景

登録検査等事業者、登録証明機関、登録認定機関の登録の要件の１つとして、１年以内に較正を受けた測

定器その他の設備（以下「測定器等」という。）を用いて測定を行うこととされている。

現行の制度では一律に「１年以内」と規定しているが、近年、内部回路のデジタル化や部品の性能の向上に

より、構造が単純化した測定器等では１年を超える期間でも精度が維持

できるようになってきていることから、１年以内の較正が必ずしも必要と

されないようになってきている。

無線局の検査又は点検に用いる測定器等の較正等に係る現行１年以内の期間を、優れた性能を有す
る測定器については、１年を超え３年を超えない範囲内で総務省令で定める期間に延長するための規
定の整備を行う。

【測定器（高周波電力計）の例】

３ 今後のスケジュール

今通常国会（2017.1～）で改正案が可決された場合、法の施行は平成２９年１０月を予定し、併せて改正省
令を施行予定。



40フェイクデータの対応策について（案）

○ 近年、技術基準適合証明等を取得する際のデータに、改ざんや流用が行われた試験データ 「フェイクデー
タ」により、不正に証明等を受けようとした事例が確認されている。

○ 今後、ＩｏＴやグローバル化の進展に伴い国内外から多様な無線設備が市場に流入し利用されることから、
例えば、不正な機器が流通しネットワークに甚大な障害が発生した場合等、技術基準適合証明制度の信頼
性の維持・確保が難しくなる。

○ 免許不要局は、現在、技術基準適合証明に係る一般的な諸元について報告を求めているが、許認可事務
に関与なく市場に出回る無線設備であり問題発生のリスクが大きい。そのため、一般的な諸元の報告に加
えて、試験データ等を報告させ公表することにより、リスクの軽減及び大きな抑止効果が期待できる。

１ 追加報告を必要とする対象設備 免許不要局であって工事設計認証を取得した設備（注）

(注)１つの認証で複数の機器を製造可能とする設備で、例えば、Wi-Fi、Bluetooth等の設備。

（参考）免許不要局であっても、１台毎に証明を行う無線設備は、個々に測定を実施しているため対象としない。なお、将来、対象設備以外で問題が生じるおそれ
がある場合には、その状況を踏まえ対象設備の見直しを行うこととしたい。

○現行の報告内容 対象設備：技術基準適合証明等を取得した全ての無線設備

証明を受けた者、設備の種別、設備の型式、周波数・電力、認証番号等の８項目

○追加する報告内容 対象設備：免許不要局であって工事設計認証を取得した設備のみ

試験レポート（測定画面含む）、設備の外観図、証明書の写しの３項目

２ 追加する報告内容（省令改正）

３ 基準認証データベース（仮称）の構築

・ 新たに「基準認証データベース（仮称）」構築し、報告内容のデータベース化を行いデータを公表。
（平成２９年後半を目処にサービスを開始予定）
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①工事設計認証を受けた者の氏名又は名称

②工事設計認証を受けた者の住所及び法人にあって
は、その代表者の氏名

③特定無線設備の種別

④特定無線設備の型式又は名称

⑤工事設計認証番号

⑥電波の型式、周波数及び空中線電力

⑦設備規則第14条の2第1項の規定が適用される無線
設備である場合には、その旨。

⑧工事設計認証をした年月日

現行の

報告・公示
内容

（第5号様式）

○法第38条の6
報告及び公示

○特定無線設備の
技術基準適合証
明等に関する規則

＋ 追加する試験データ等

①試験レポート及び測定画面

②無線設備の外観図

③証明書の写し

追加する

報告・公示
内容

追加報告は
省令改正事項

追加する

報告・公示
内容

追加報告は
省令改正事項

報告及び公示（工事設計認証の場合） 対象無線設備

・１号区分

Wi‐Fi、Bluetooth等 免許不要局

・２号区分
携帯電話等

・３号区分

携帯電話基地局等

・当初は、１号区分についてのみ

適用

※免許不要局に限定

※工事設計認証の無線設備に限定

報告内容に追加するデータ（案）（参考）
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無
線
設
備
B

無
線
設
備
A

周波数許容偏差 占有周波数帯域幅 不要輻射

測定結果は同じ測定結果は同じ

※ 情報保護のため画像を加工。

別の無線設備

※ 情報保護のため画像を加工。

測定結果は同じ

 測定結果の流用（日本の証明機関で確認された例）

42
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製造業者等（工事設計について認証を受けている者等）

 工事設計認証を受けた製造業者等が、その工事設計
に係る無線設備について修理を行う場合には、製造業
者に義務（当該無線設備をその工事設計に合致させ、
検査を行わなければならないなど）が課せられる。

 このため、製造業者等が修理を行う場合、この義務によ
り技術基準適合性が維持された修理が行われる。

認証取扱業者に課される主な規律
• 工事設計合致義務
• 検査記録の保存

• 改善命令
• 報告徴収・立入検査、無線設備の提出
• 表示の禁止

製造業者等と契約等が無い修理業者
 修理を行うことは可能。

当該修理業者に課される主な規律
• 電波特性に影響のある変更の工事を行った場合に、技適マーク

の除去義務※（罰則有り）。

登録修理業者

 登録した方法に従い修理及び確認を行わなければならないとさ
れており、その場合、技適マークの再表示が可能なほか、修理し
た旨の表示義務が課される。

登録修理業者に課される主な規律
• 登録した修理方法書への合致義務
• 検査記録の保存義務
• 修理をした旨の表示義務
• 改善命令
• 報告徴収・立入検査、無線設備の提出
• 登録の取り消し

 製造業者等によるこれまでの修理に加え、登録修理業者による修理も選択可能となり、利⽤者の選択肢が拡⼤。
 無線設備の修理業務全体の適正な実施の確保により電波の利⽤者全体の利益の確保に資する。

新設

※ 技適マークが除去された無線設備を所要の手続なし
に使用した場合は不法開設無線局となる（罰則有り）。

 現在、携帯電話端末の修理をする場合は、製造業者等に修理を依頼することが⼀般的。しかし、スマートフォンの急速な普及な
どに伴い、製造業者等以外の第三者である修理業者が修理や交換を⾏う事例もあらわれているところ。

 このような修理業者が修理を⾏おうとする場合、①修理業者は変更の⼯事に該当するか不明確、②製造業者に第三者の修理
した無線設備が持ち込まれる、③利⽤者は修理業者の信頼性が判断できない、といった問題点が指摘されている。

 このため、修理の⽅法が適正で、修理された無線設備について技術基準への適合性を確認できる修理を⾏う業者は総務⼤⾂に
登録を⾏うことを可能とし、変更の⼯事に該当しない範囲であることを明確にするとともに、修理を⾏った主体を明確化する。

登録修理業者制度
43
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ＩｏＴ時代の新たな技適マークの在り方

○ 今後、我が国でＩｏＴを推進するためには、その技術的可能性を制度が制約してはならず、技適制
度もこの観点から不断の見直しが必要となっている。

○ 技適マークの表示については、現在、電磁的方法による表示が可能となっているが、今後、超小
型の無線設備が、ＩｏＴ機器、時計、イヤホン及びネックレス等のウェアラブルデバイスに導入される
ことも想定され、それらは現行制度では表示できない場合もあり、ＩｏＴ化が阻害されるのではないか。

○ そのため、どのような事例やニーズがあるのか、登録証明機関やメーカー等にどのようなニーズ
があるのか参考にし、総務省として今後検討に資するものとしたい。

・ 極小な製品、プランド製品等へ

の表示は困難ではないか。

・ 現在の技適マーク以外の表示手

法があるのではないか。

・ 既存の携帯端末等を利用し、例

えば、認証情報を読み取ることが

できないのか。

等
説明書による表示

電磁的方法による表示の例
（スマートフォン）

包装・容器による表示

現行の表示方法

検討

新たな表示への検討



Thank you for your attention.

MICWebsite
http://www.soumu.go.jp/english/index.html

MICWebsite (Radio Use)
http://www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm

Radio Station Equipment Regulations Certification System
http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/equ/index.htm

Questions
mra-r@soumu.go.jp


