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1. 同番認証のガイドラインの説明
総務省 電波利用ホームページ（情報通信認証連絡会）
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/iccj/index.htm
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1. 同番認証のガイドラインの説明
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1. 同番認証のガイドラインの説明

4.1 適用要件
申込者（製造者等の認証取扱業者）が既に認証を受けている工事設計認証
番号と同一認証番号を希望する場合であって、特定無線設備の技術基準適
合証明等に関する規則(以下、「証明規則」という。)の様式第7号注5(2)の規
定に基づき、登録証明機関が同一認証番号とすることができる場合は、次に
掲げる要件を同時に満足すること。なお、今回の証明規則の改正は、登録証
明機関が付与する工事設計認証番号の表示方法を見直しただけであり、登
録証明機関と申込者の間の工事設計認証取得プロセスは今までどおり必要
であることに注意すること。

4.1.1 新工事設計が既工事設計のすべてを包含していること。包含のイメー
ジは図１のとおり。
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1. 同番認証のガイドラインの説明

4.2 個別事象に対するガイドライン

4.2.1 部品の追加
次のいずれの要件にも該当すること

(1)無線の特性に影響を与えるものでないこと。

(2) 部品の機能は、同等以上であること。

(3) 工事設計書の記載事項に変更がないこと。

(4) 無線設備系統図の変更が伴わないこと。（但し、部品の型番は除く。）

(5) 無線設備の主要部を一の部品で構成している無線設備の当該一の部
品でないこと。（ワンチップの無線設備をチップごと変更するものでないこと。）
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1. 同番認証のガイドラインの説明

例1：使用部品の生産中止で代替部品を使用せざるおえない場合

＝＞同番認証可能。またRF部品の場合であっても可能。

但し 下記(1)～(5)を担保する必要がある。
その判断は、認証機関が実施する。
必要に応じて特性試験結果の再提出を求められる場合もある。
無線系統図の変更で同番認証はできないので、部品の品番が記載されている
場合は、その品番の追加という形をとる。
認証申込みをしている認証機関に詳細は、ご相談ください。

(1)無線の特性に影響を与えるものでないこと。
(2) 部品の機能は、同等以上であること。
(3) 工事設計書の記載事項に変更がないこと。
(4) 無線設備系統図の変更が伴わないこと。（但し、部品の型番は除く。）
(5) 無線設備の主要部を一の部品で構成している無線設備の当該一の部
品でないこと。（ワンチップの無線設備をチップごと変更するもので ないこと。）
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1. 同番認証のガイドラインの説明

例2：使用部品の生産中止で代替部品を使用せざるおえない場合で、
部品のピン配置が違う場合（基板のパターン変更が発生する）

＝＞同番認証可能。

下記(1)～(5)を担保する必要がある。
その判断は、認証機関が実施する。
必要に応じて特性試験結果の再提出を求められる場合もある。
認証申込みをしている認証機関に詳細は、ご相談ください。

(1)無線の特性に影響を与えるものでないこと。
(2) 部品の機能は、同等以上であること。
(3) 工事設計書の記載事項に変更がないこと。
(4) 無線設備系統図の変更が伴わないこと。（但し、部品の型番は除く。）
(5) 無線設備の主要部を一の部品で構成している無線設備の当該一の部
品でないこと。（ワンチップの無線設備をチップごと変更するもので ないこと。）
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1. 同番認証のガイドラインの説明

4.2.5 空中線（空中線系も含む。）の追加

対象とする特定無線設備は、携帯無線通信用や小電力データ通信システム
等とし、具体的な種別は、証明規則第2条第1項第8号（電波法施行規則第6
条第4項第2号(1)に規定するテレメーター用、テレコントロール用又はデータ
伝送用で使用するものであって、915MHzを超え930MHz以下の周波数の
電波を使用するものに限る。）、第10号、第11号の3～第11号の28、第19
号～第19号の3の2、第19号の5～第19号の11、第22号～第23号の3、第
49号～第54号の3又は第64号に該当するものであること。

無線設備を規定してその無線設備について空中線の追加をしても同番認
証が可能。
例えば通信モジュールの外部アンテナを追加する等
第2条第1項第8号：2015年7月改訂 電力メータ、ガスメータ利用
第2条第1項第64号： 2015年1月改訂

700MHｚ帯高度道路交通システム陸上移動局
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1. 同番認証のガイドラインの説明

4.2.6 周波数の追加
次のいずれかの要件に該当すること。なお、本項における「周波数」には、本
項に基づく周波数の追加に伴う電波型式、電力等を含むものとする。
(1) 携帯無線通信又は広帯域移動無線アクセスシステム用の陸上移動局
であって、証明規則第2条第1項第11号の3、第11号の4、第11号の7、
第11号の8、第11号の8の2、第11号の19又は第54号に該当するものであ
り、あらかじめ当該周波数を追加する機能を具備している無線設備において、
電気通信事業者の管理の下でソフトウェアの設定の変更により周波数を追加
させるものであること。

無線設備を規定して同番認証を可能にしています。
4.2.6周波数の追加の項目は、2012年2月の改訂で新たに追加

周波数追加と、それに伴う電波の型式＋電力の追加が可能
無線設備本体：
・あらかじめ当該周波数を追加する機能を具備して いる
・電気通信事業者の管理の下でソフトウェアの設定の変更により周波数を
追加させるもの
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1. 同番認証のガイドラインの説明

4.2.9 電波型式の追加
次のいずれの要件にも該当すること。
(1) 対象の種別は、証明規則第2条第1項第11号の19であって、既認証
で取得済みの周波数帯域に音声通話機能を追加する場合であること。
(2) あらかじめ本機能を追加する機能を具備している無線設備において、
電気通信事業者の管理の下でソフトウェアの設定の変更により本機能
を追加させるものであること。

無線設備を規定して同番認証を可能にしています。
4.2.9電波型式の追加の項目は、2015年5月の改訂で新たに追加。

第2条第1項第11号の19：LTEの携帯無線通信陸上移動局
この場合は、当初LTEをデータ通信のみで電波法の認証を取得していた
ものを、(2)の処理により音声通話にも対応できる無線設備に対して、同
番で認証を取得できるようにしたガイドラインです。
Ｄ１Ａ，Ｄ１Ｂ，Ｄ１Ｃ，Ｄ１Ｄ，Ｄ１Ｆ，Ｄ１Ｘ，Ｄ７Ｗ ＝＞ Ｄ１Ｅ
Ｇ１Ａ，Ｇ１Ｂ，Ｇ１Ｃ，Ｇ１Ｄ，Ｇ１Ｆ，Ｇ１Ｘ，Ｇ７Ｗ Ｇ１Ｅ
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様式第６号（第６条、第17条、第25条及び第33条関係）
氏名又は名称変更届出書

様式第６号（第６条、第 17 条、第 25 条及び第 33条関係） 

氏名又は名称変更届出書 

2015 年 10 月 8 日 

総務大臣 殿 

郵便番号 612-8501 

住 所  

氏 名
（ ふ り が な ）

 XXXX 株式会社 代表取締役社長 
YYYY  YYYY 

電話番号 XXX-XXX-XXXX 

電波法 の規定により、 

記のとおり届け出します。 

記 

１ 変更した事項：平成○○年○○月○○日に（認証機関名）より 

認証番号（XXX-XXXXXX）の認証を受けた電話器の型式又は名称を以

下のように変更 

         変更前：○○○○ 

         変更後：○○○○ or  △△△△（△が追加型式名） 

２ 変更した年月日：平成 27年 10 月 7 日 

３ 変更の理由：(例)工事設計認証を取得後、販売戦略上製品展開において型式名称変更

が必要になったため、型式名称を変更 

第 38 条の６第３項 

第 38 条の 29 において準用する同法第 38 条の６第３項 

第 38 条の 31 第４項において準用する同法第 38条の６第３項 

第 38 条の 31 第６項において準用する同法第 38条の６第３項 

番外： 特定無線設備の型式又は名称の追加の方法
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1. 同番認証のガイドラインの説明

ガイドライン改訂の手続きの説明（ICCJ:情報通信認証連絡会）

構成メンバ

認証を申込む側か
らガイドラインの要
望を望む場合は、
CIAJへ加入頂き、
その中にある委員
会の1つである適
合性評価委員会
（CAC)に入会頂
きます。そこで
ICCJのガイドライ
ンWGメンバー登
録を行い、WGの
活動の中で要望を
検討頂きます。
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1. 同番認証のガイドラインの説明

14

作業部会の設置

４つの作業部会（WG）を設置して活動しています。

WG名 活動内容

ガイドライン ガイドライン等関連資料の作成・見直しを行います。

周知・広報 研修会の開催等の周知・広報を行います。

市場監視 市場監視に関する検討及び情報共有を行います。

動向調査 国内外の動向調査を行います。

CEATEC 2015
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(参考)情報通信認証連絡会のメンバ
ICCJメンバー（平成27年9月現在）

構成メンバー オブザーバー

＜登録証明機関協議会＞ ＜CIAJ 適合性評価委員会＞

一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター アルプス電気株式会社 独立行政法人情報通信研究機構

株式会社ディーエスピーリサーチ エリクソン・ジャパン株式会社 一般財団法人電気通信端末機器審査協会

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 沖電気工業株式会社 一般社団法人電子情報技術産業協会

ＳＧＳアールエフ・テクノロジー株式会社 キヤノン株式会社 一般社団法人電波産業会

株式会社UL Japan 京セラ株式会社

株式会社コスモス・コーポレイション シャープ株式会社

株式会社ｲー・オータマ ソニー株式会社

テュフズードザクタ株式会社 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

インターテック ジャパン株式会社 株式会社東芝

一般財団法人日本品質保証機構 株式会社ニシヤマ

株式会社日本電波法認証ラボラトリー 日本電気株式会社

一般財団法人電気安全環境研究所 パナソニック 株式会社

株式会社認証技術支援センター パナソニック システムネットワークス株式会社

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社

株式会社日立情報通信エンジニアリング

富士通株式会社

三菱電機株式会社

株式会社リコー

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会

CEATEC 2015



CEATEC 2015 16

2. 工事設計認証の工事設計合致義務の履行

工事設計合致義務（電波法第38条の25第１項）

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

検査記録保存義務（電波法第38条の25第２項）

認証取扱業者は、工事設計合致義務を履行するため、認証を受けた「確認の方法（品質管
理に関する方法）」にしたがって、その取扱に係る特定無線設備について検査を行い、その検
査記録を作成し、保存しなければなりません。

検査記録の項目は次のとおりで、検査の日から10年間保存しなければなりません。
（特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第19条）

① 検査に係る工事設計認証番号
② 検査を行った年月日及び場所
③ 検査を行った責任者の名前
④ 検査を行った特定無線設備の数量
⑤ 検査の方法
⑥ 検査の結果
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３．CIAJ 適合性評価委員会の活動

（情報通信ネットワーク産業協会 2015年度パンフレットより抜粋）

情報通信ネットワー
ク産業協会とは



CEATEC 2015 18

３．技術基準適合に関する適合性評価委員会の主な成果

（A）基準認証制度における表示の見直し：（2011-2012年度）
技術適合表示の簡略化の実現（同一認証番号の付与を可能とする）
情報通信認証連絡会（ＩＣＣＪ）のガイドライン策定に貢献

（B）Ｂｏｄｙ－ＳＡＲ規制開始に向けた周知広報への貢献（2013年度）
情報通信認証連絡会（ＩＣＣＪ）策定の「Ｂｏｄｙ－ＳＡＲに関する制度の運用のガイ
ドライン」の中で、認証取扱業者がわかり易い記述とするための意見提出。

（C）電波政策ビジョン懇談会への意見提出（2014年度）
総務省「電波政策ビジョン懇談会」のＣＩＡＪプレゼンテーションおよび意見募集に
おいて、適合性評価の観点から意見提出を実施。

（D）グローバル市場における技術基準認証制度に関する調査研究（2014年度）
携帯電話端末と無線LAN等について、全世界の地域の中で、中心的な国につい
ての技術基準認証制度の現状を調査（全130貢）

適合性評価委員会（ＣＡＣ： Conformity Assessment Committee）
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３．報告書完成（目次：全130頁）

CEATEC 2015

1 背景と調査目的

2 プロジェクト会合実施日程

3 調査対象の選定

4 電波法に関する技術基準認証制度の基本的な

枠組み調査

5 携帯電話端末と2.4GHz無線LAN等の電波法に

関する技術基準認証制度の現状調査

6 電波法に関する技術基準認証制度の基本的な

枠組み調査結果

(ア)利用可能な周波数について

(イ) 各国の認証等の表示

(ウ)我が国と欧米の使用可能な周波数と空中線

電力

(エ)我が国と欧米の法体系

(オ)法体系の概要

(カ)欧州の基準認証制度（R&TTE指令）

(キ)米国の基準認証制度（FCC）

(ク) 我が国と欧米の基準認証制度の比較(一般

的な無線設備の場合)

(ケ) 我が国と欧米の試験所と認証機関

(コ) 欧米の市場調査

(サ)欧米の一時出荷規制

(シ)TCBCのメンバー構成や議題概要の調査

(ス) R&TTE－CAのメンバー構成や会合開催状

況の調査

(セ)各国の電波法に関する技術基準認証制度

の現状調査

・携帯電話の調査国

・2.4GHz無線LANとBluetoothの調査国

7 我が国の技術基準認証制度に反映すべき項目

がないかの検討結果

8 まとめ

9 引用規格･文献

10 委員名簿

11 参考資料

・MRA国際ワークショップ2015(FCC・R&TTED)

・株式会社UL Japan ジャパン・オンザマーク
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３．携帯電話端末と無線LAN（2.4ＧHz）・
Bluetoothに関する技術基準認証制度の調査結果

CEATEC 2015

項
番

地域 携帯電話端末 無線ＬＡＮ（2.4GHｚ帯）Bluetooth

１ アジア
中国・韓国・インド・タイ・
マレーシア、等11ケ国

中国・韓国・インド・タイ・ベトナム、台湾、
等16ケ国

２ 欧州 フランス・イギリス、等4ケ国 ＥＵ全体で共通

３
オセアニ
ア

オーストラリアのみ
オーストラリア・ニュージーランドの2ケ
国

４ 北米 米国・カナダの2ケ国 米国・カナダの2ケ国

５ 中南米 ブラジル・メキシコの2ケ国
ブラジル・メキシコ・アルゼンチン、等
11ケ国

６ ロシア ロシア・ウクライナの2ケ国
ロシア・ウクライナ・ベラルーシ、等5ケ
国

７ 中東
アラブ首長国連邦・トルコの
2ケ国

アラブ首長国連邦・トルコ・サウジアラ
ビア、等6ケ国

８ アフリカ 南アフリカ共和国のみ
南アフリカ共和国・エジプト、等8ケ
国



携帯電話の調査国(25カ国)

：調査国
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規制当局：Infocomm Development Authority of Singapore(IDA)

規制当局URL：http://www.ida.gov.sg/

規格：IDA TS CMT

技術基準：GSM/WCDMA/FDD-LTE

バンド情報：GSM900/GSM1800/UMTS /LTE B3, B7(FDD) 

認証(申請)要否：要

認証機関：無

現地代表者要否：要(ﾃﾞｨｰﾗｰｽﾞﾗｲｾﾝｽ要)

申請者の条件：現地法人

申請期間：6週間前後(現地ｴｰｼﾞｪﾝﾄ利用：3週間前後)

現地試験要否(サンプル台数)：R&TTE/FCCﾚﾎﾟｰﾄ

流用可(SER/GER)

認可マーク：有

認可マークサイズ： 17mm×9mm

認可番号の表示有無：

認可製品上/パッケージ上/ マニュアル内のいずれか

(表示は電子表示も可能)

認可番号の表示条件：条件無

認証有効期限：5年

申請書類：

□技術資料（仕様書、無線部分のブロック図、回路図、ア
ンテナ仕様）

□製品写真（外部、内部）

□ブランド/モデル/IIMEI number/ラベル貼付位置の情報
が確認できる製品写真

□試験レポート

＊データ（レポート受入）：R&TTE/FCCﾚﾎﾟｰﾄ(SER/GER)

シンガポール共和国（Republic of Singapore）

Complies with
IDA Standards
DA123456※
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適合性評価委員会(CAC)連絡先

ご清聴ありがとうございました

適合性評価委員会 事務局

宮守 良夫

電子メール： y-miyamori@ciaj.or.jp

電 話： ０３－５４０３－９３５９

ファックス： ０３－５４０３－９３６０

ホームページ： http://www.ciaj.or.jp/jp/
http://www.ciaj.or.jp/en/
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