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一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 

 適合性評価委員会 
（Conformity Assessment Committee : CAC） 

「つながる機器の法令遵守」 
－製造メーカが通信機器を出荷(組込)するには－ 

CEATEC JAPAN 2017[ICT-2]  
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「つながる機器の法令遵守」   

－製造メーカが通信機器を出荷(組込)するには－ 
  CPS/IoT分野でキーワードを「つながる」としたとき、あらゆる機器
をネットワークに接続するには、 
  電波を利用する機器や電気通信事業者のネットワークを利用
する通信機器が欠かせません。 
  これら通信機器には、その国の技術基準への適合が求められ、
法令に基づく通信機器への表示が必要です。      
   
 なお、本日のプログラムは前年のアンケートの結果を参考に、3名
のスピーカをお招きしております。 
 
本年も、アンケートのご協力をお願いします。 
また、大変申し訳ございませんが講演にあたって 
配布資料はございません。 
後日CIAJのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより閲覧ができます。 2 

http://www.ciaj.or.jp/


適合性評価委員会の取組について 

総務省 
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室 課長補佐 
深津 徹 氏 
我が国における電気通信端末機器の基準認証制度                               15:40- 
総務省 
総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課 課長補佐  
丸山 誠二 氏 
欧州無線機器指令(RED)の最新動向                                               16:10- 
株式会社UL Japan (CIAJ正会員) 
コンシューマーテクノロジー事業部 グローバルマーケットアクセス  
山崎 亜沙美 氏 
ＣＩＡＪ適合性評価委員会の活動について                                        16:40- 
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 適合性評価委員会 委員長 
室井 保彦(株式会社 東芝)  
※最後に“「つながる機器の法令遵守」製造メーカが通信機器を出荷(組込)するには”について
解説いたします。 

我が国における無線設備の技術基準認証制度の動向                             15:10- 
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CIAJは、1948年に通信機器の製造事業者が主体となって設
立されました。   
通信ネットワーク機器・端末メーカーが正会員であり、通信事業
者やサービス・ プロバイダー、ユーザー企業がフォーラム会員とし
て加盟しているICT産業を代表する業界団体です。 

 CIAJの活動基盤となっている各委員会は、その活動を通じて技術的
課題、市場課題等の解決に努めています。 
 
 適合性評価委員会は、多様化、複雑化している電気通信機器及び
無線機器の技術基準の試験・認証の仕組みに対して、関連機関・官庁
と連携し具体的な改善施策により企業活動への支援を推進しています。 
 また、電気通信機器の相互承認（MRA）及び情報通信機器メーカ
や輸入業者が、技術基準への適合性評価を自ら行う自己認証制度
(SDoC) につき、更なる活用、普及を促進する活動を継続して行ってい
ます。 

CIAJについて 

http://www.ciaj.or.jp/ 
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適合性評価委員会の活動について 
2017年度活動内容 
① 情報通信機器の認証制度に関する課題抽出の推進 
② 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の強化 
  『欧州無線機器指令(RED) の動向調査と整合規格及び運用等調査研究』 
   についてCIAJ会員向けに2017年度報告書作成中（進行中） 
 
2017年度計画(②③はCIAJ外の活動) 
① 情報通信機器の技術基準、技術的条件に係る課題検討と改善提案の実施 
② 情報通信認証連絡会（ＩＣＣＪ）における活動の  
継続実施（適宜実施） 

③ CEATEC JAPAN コンファレンス講演実施(毎年) 
④ 情報通信機器の試験／認証に関わる情報のＣＩＡＪ会員企業への展開を
実施（適宜実施） 

⑤ 相互承認協定（ＭＲＡ）の円滑な実施と自己確認制度（ＳＤｏＣ）の普
及（適宜実施） 

等 
 委員（正会員）（１８社２６名（2017年9月現在）） 5 



情報通信認証連絡会の活動について 
 
情報通信認証連絡会(ICCJ）は、総務省、登録証明機関、登録認定機関、関係団体
間の円滑な連絡調整を行うとともに、その他関係社等と共同して必要な検討、情報共
有等を行い、もって我が国の情報通信に係る基準認証制度のより一層の円滑な運用に
資することを目的とする。 詳細は、下記URL参照ください。  
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/iccj/iccj1/index.htm 
 

CIAJ 適合性評価委
員会の委員が
活動しています 
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情報通信認証連絡会の活動について(つづき) 
 

WG名 活動内容 

電波法関連ガイドラインWG 電波法の基準認証に係るガイドライン等関連資料の作成・見直し等を行います。 

事業法関連ガイドラインWG 電気通信事業法の基準認証に係るガイドライン等関連資料の作成・見直し等を行います。 
周知・広報WG 研修会の開催等の周知・広報を行います。 

動向調査WG 市場監視を含めた国内外の動向調査及び情報共有等を行います。 

作業部会（WG)の設置 

電波法関連ガイドラインWG ガイドライン 
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/iccj/iccj3/index.htm 
【最新版】同一認証番号とする場合のガイドライン（第1.9版 平成28年8月30日） 
【最新版】Body-SARに関する制度の運用のガイドライン（第1.0版 平成26年3月31日） 
 
事業法関連ガイドラインWG 
現在検討中 
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2017年10月03日 
一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 

 適合性評価委員会 
委員長 室井 保彦(株式会社 東芝) 

「つながる機器の法令遵守」 
－製造メーカが通信機器を出荷(組込)するには－ 

CEATEC JAPAN 2017[ICT-2-CIAJ]  
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「つながる社会、共創する未来」 

CPS/IoT 

キーワードを「つながる」としたとき、あらゆる機器をネットワークに
接続するには、電波を利用する機器や電気通信事業者のネット
ワークを利用する機器が欠かせません。 
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http://www.toshiba.co.jp/iot/


あらゆる機器をﾈｯﾄﾜｰｸに接続するには 
電波を利用する機器や電気通信事業者のネットワークを利用する通信
機器が欠かせません。これら通信機器には、国の技術基準への適合が
求められ、法令に基づく通信機器への表示が必要です。 
例 
通信機器を製造・出荷・販売 

ロボットメーカ組込(新機能は無線を使ってデータ収集)販売 
今度販売するロボットは、無線
を使ってセンサーデータ収集機
能がほしいけど？ 
無線機開発のリソースがない
なぁ！ 

  出典：東芝メモリ株式会社 

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽがあるからここ
を利用して組込めるよ 

！ 
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http://www.toshiba-personalstorage.net/product/flashair/sduwa/index_j.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gp2T1AzIUok&list=PLriS-K0o2iGss7PwmzMgk0OFv-nu4WLXI
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組込む通信機器を選定する！   

  出典：東芝メモリ株式会社 

IoTソリューションとして活躍ができます 

重要なのは日本向け通信機器の仕様 

https://toshiba.semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss/jp/docs/design-support/exhibition/interop17/SDS-03-doc.pdf


電波法：特定無線設備 

電気通信事業法：端末機器 

工事設計認証等 

設計認証等 

電話機 
ファクシミリ等 
 

携帯電話 
無線LAN（公衆無線LANスポット接続） 
コードレス電話機等 
 

陸上移動局無線 
アマチュア無線機等 
 

「無線設備と端末機器の範囲」を確認 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/type/index.htm 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/index.html 
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重要なのは日本向け通信機器の仕様 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/type/index.htm
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Ｒ XXX-YYYYYY 

組込む前に、技適マークを確認してください。 
 
海外のマーク等は、日本国内では意味がありません。 

・大きさは直径３mm以上 電波法の表示(工事設計認証の場合 ) 
Ｒマーク（Ｒは□で囲う） 

XXXXXYYYYYYY 
 電気通信事業法の表示(設計認証の場合) 

Ｔマーク（Ｔは□で囲う） 

アメリカ合衆国 ＦＣＣ ＩＤ：ＸＸＸＹＹＹＹＹ  欧州 

技適マーク 

Ｔ 

組込む通信機器は技適ﾏｰｸ表示あり？ 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/ 

参考 
入国の日から90日以内に限って利用可能だ？ 
※入国とは外国人が国境を越えて日本国領土内に入ることであって、日本人は帰国と
なり、基本外国の携帯電話端末・BWA端末、無線LAN端末等日本国内使用でき
るわけではありません。 13 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/html/356M50001000037_20161001/pict/S56F04001000037-013.pdf 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/html/416M60000008015_20161001/pict/H16F11001000015-007.pdf 
 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/
http://elaws.e-gov.go.jp/search/html/356M50001000037_20161001/pict/S56F04001000037-013.pdf
http://elaws.e-gov.go.jp/search/html/416M60000008015_20161001/pict/H16F11001000015-007.pdf


無線LAN
機能付き
SDカード 

例：データと通信 

  出典：東芝メモリ株式会社 

無線LANを組込む 

公衆無線LANスポット 
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組込む通信機器は技適ﾏｰｸ表示あり？(つづき) 

今度販売するロボットは、無線を使ってセンサーデータ収集 
マーケットは日本向けであり免許及び登録を要しない無線局(免許不要
局)の2.4GHz無線LAN。機能的に、電波を利用するから工事設計認証
済みであり公衆無線LANスポットに接続するから設計認証済み品である事。 
 
選定：FlashAir 64GB 
 
購入（受入検査）：技適マークを確認 
 

ﾒﾓﾘ+無線LAN+ｳｪﾌﾞｻｰﾊﾞ 

参考 
免許及び登録を要しない無線局 
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/free/index.htm 
無線局開局の手続き・検査 
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/index.htm 
端末機器に関する原則的な接続手続き 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/index.html 

http://www.toshiba-personalstorage.net/
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/free/index.htm
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/index.htm
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/index.html


例 
■アメリカ合衆国 ＦＣＣ ＩＤ：ＸＸＸＹＹＹＹＹ 又は  欧州    マーク等 
 ⇒外国のマークはその国の技術基準適合を表し、日本ではそのまま使用できません。        
   http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/ 

技適マークが付された無線設備は、特例として利用者が免許等を取得することなく日本国内で電波を発する製品を使用できるよう
になります。2.4GHz無線LANだから免許不要局ではありません。 

https://www.youtube.com/watch?v=QqgCzsrc5YE 
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/monitoring/illegal/enlight/img/ps_29.jpg 

■電波が飛ばないから、アンテナを変える 
 ⇒組込側のメーカはアンテナの変更ができません。無線機とアンテナは無線設備の製造メーカ(認証取扱事業者)が組合せで登録証明機関

で認証等を受けています。 
■改造をする 
 ⇒技適マークを剥がし、使用する場合は免許局又は技術基準適合証明等を受けてください。 
■Ｔマークがない 
 ⇒無線LANを公衆無線LANスポットに接続できません。   
   http://www.soumu.go.jp/main_content/000192676.pdf 

無線設備に関して電波法令、端末機器に関して電気通信
事業法法令に定められている義務 
無線設備又は端末機器の製造メーカ(認証取扱事業者)は、
(工事)設計合致義務及び検査記録等の作成及び保管が行
われていない等の不適合等（技術基準への不適合等）が
ないこと。また法令で定められた表示（いわゆる「技適
マーク」）の不適合等がない機器を出荷する。 
 
組込む側は、不適合等がない機器を購入(受入)し、モ
ジュール状の無線設備（分離型や基板装着型）等を組込
む必要があります。 
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組込む通信機器は技適ﾏｰｸ表示あり？(つづき) 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/
https://www.youtube.com/watch?v=QqgCzsrc5YE
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/monitoring/illegal/enlight/img/ps_29.jpg
http://www.soumu.go.jp/main_content/000192676.pdf


□現在、電波法の技術基準に適合しない無線設備の製造業者及び販売業者に対する措置として、「勧 
告・公表制度」、「免許情報告知制度」がある。 

□今般、良好な電波利用環境を確保するために無線設備の販売等を行う者への勧告の実効性を高める 
ため、昨年電波法を改正。 

＜改正概要＞ 
○ 無線通信への妨害事例に適切に対応するため、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を新たに規定 

○ 技術基準に適合しない無線設備を製造・販売する者に対する総務大の 
勧告の要件を見直すとともに、勧告に従わない者に対する命令を規定 

現在・・・他の無線局に混信等を与えた無線局と「同一の設計」の 

無線設備が販売されている場合のみ勧告の対象 

改正後・・・無線設備の製造及び流通の実態の変化に対応し、 
「類似の設計」の無線設備が販売されるおそれがある場合 

も勧告の対象 等 

（例）類似の設計：外国規格のトランシーバ等について、規格は同じ
であるが一部の 部品（アンテナやモジュール等）や型番等が変
更された場合等 

勧告に従わないことを公表さ 

れてもなお正当な理由がな

く 措置を講じない者に対して、 

勧告に従う旨の命令を行うこ 

とを可能とする 

（罰則規定有） 

出展： CEATEC JAPAN 2016 我が国における無線設備の技術基準認証制度の最新状況より抜粋 
16 



電波法（昭和二十五年五月二日法律第百三十一号） 
（基準不適合設備に関する勧告等）       平成28年5月21日施行 

第百二条の十一   無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章
に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。 
２ 総務大臣は、無線局が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た場合において、その妨害が第三章に

定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該
設計と同一の設計又は当該設計と類似の設計であつて当該技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線
設備（以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。）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認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限

度において、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売
業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべき
ことを勧告することができる。  

３   総務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。  
４   総務大臣は、第二項の規定による勧告を受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表

された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、混信その他の妨害を与えられた無線局が重要
無線通信を行う無線局であるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に
対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。  

５   総務大臣は、第二項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。  

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/ 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/joho_tsusin.html 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000436430.pdf 
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組込む通信機器は技適ﾏｰｸ表示あり？(つづき) 

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/joho_tsusin.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000436430.pdf


情報通信 電波関連法令 
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/denpa.html 
情報通信 電気通信事業法関連法令 
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/d_shinjigyou.html 
新規制定・改正法令・告示 省令 
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html 
無線局機器に関する基準認証制度について 
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/index.htm 
●その他の制度等 
 高周波利用設備の概要  
 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/highfre/index.htm 
 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値        

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/index.htm 
 微弱無線局の規定 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/index.htm 
 電波に関わる関連情報 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/relate/index.htm 
 電波環境協議会 微弱無線設備登録制度 

http://emcc-info.net/elp/index.html 
モジュール化・チップ化された無線機器の認証について 
http://www.ciaj.or.jp/ciaj-wp/wp-content/uploads_sec/2015/10/CI1-013.pdf 
端末機器に関する基準認証制度について 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/index.html 
 
リンクのアドレスは、平成29年09月19日現在です。 
 
忘れずに 
認証取扱業者又は届出業者は、法令に定められている期間10年を経過するまでの間、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名等に変更があったときは、遅滞なく、変更届出書を総務大臣に提出しなければなりません。 

登録証明機関と相談する前に   
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http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/denpa.html
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/d_shinjigyou.html
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/index.htm
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/highfre/index.htm
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/index.htm
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/index.htm
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/index.htm
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/relate/index.htm
http://emcc-info.net/elp/index.html
http://www.ciaj.or.jp/ciaj-wp/wp-content/uploads_sec/2015/10/CI1-013.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/index.html
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適合性評価委員会で活躍してみませんか。 

一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 
• 適合性評価委員会 事務局     宮守 良夫 

より専門的に”通信機器の適合性評価”の課題等について論議したい方は是
非CIAJ会員に入会下さい。 

CEATEC JAPAN 2017[ICT-2]  

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/ 

http://www.ciaj.or.jp/en/ 

http://www.ciaj.or.jp/ciaj-wp/wp-content/uploads/2010/05/nyuukai.pdf
mailto:y-miyamori@ciaj.or.jp
http://www.ciaj.or.jp/
http://www.ciaj.or.jp/en/
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ご清聴ありがとうございました。 

CEATEC JAPAN 2017[ICT-2]  
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