
携帯電話アラーム付腕時計などはほかのお客様のご
迷惑となりますので、必ず電源をお切りくださいますよう
ご協力をお願いいたします。
また、許可のない写真撮影、録音、録画は固くお断り
いたします。

CIAJ セミナー
「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 2018  CONFERENCE 10/17 15:00-17:00 国際会議室302[BU2-4] 



CIAJ セミナー
「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 2018  CONFERENCE 10/17 15:00-17:00 国際会議室302[BU2-4] 

Communications and Information network Association of Japan

2018年10月17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)



CIAJは、情報通信技術（ICT）活用の一層の促進により、情報通信ネットワークに
関わる産業の健全な発展を図るとともに、情報利用の拡大・高度化に寄与することに
よって、社会的、経済的、文化的に豊かな国民生活の実現および国際社会の実現に貢
献することを目的としています。
・1948年に通信機器の製造事業者が主体となり、任意団体として設立され、2009年

10月、一般社団法人として新たにスタートいたしました。
・通信ネットワーク・端末機器等の供給事業者等が正会員として、通信事業者やサー
ビス・プロバイダー、ユーザ企業等がフォーラム会員として加盟しています。
・ICT産業の更なる発展を目指し、ICT産業の活性化につながる政策提言・意見発信
の強化、ICT利活用の推進による新たなビジネスの創出、グローバルビジネスの推進、
さらには環境問題など業界共通諸課題の解決に取り組んでいます。

CIAJ（https://www.ciaj.or.jp/）について

名 称
一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会
Communications and Information network Association of Japan 
（略称：CIAJ）

設 立
1948年（昭和23年）4月20日「有線通信機械工業会」として創立
1958年「有線通信機械工業会」から、「通信機械工業会」に改称
2002年5月「通信機械工業会」から「情報通信ネットワーク産業協会」に改称
2009年10月1日「一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会」として法人格取得

会員の種別 ●正会員 ●フォーラム会員 ●賛助会員（名誉友好団体）

（2018年7月現在 213社・団体）
3



CIAJは、正会員をもって構成する社員総会を最高決議機関とし、
事業活動の重要事項は理事会の議決を経て執行しています。
また、会員会社の専門家によって30の委員会と3つの研究会が
設けられ諸課題の検討、事業環境の整備等に取り組むとともに、
現在11のフォーラムWGが設立され、それぞれ時宜を得たテーマ
で多面的な論議を行っています。

CIAJ（組織）について

4

30の委員会の１つが、適合性評価委員会です。
適合性評価委員会は、現在正会員１９社２９
名の専門家がメンバで活動しています。

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


適合性評価

5

“信頼” = “価値”

規格

適合性評価 = 証明された品質

= World's Best Practice
一貫した信頼
できる
適合性評価

規格と適合性評価は
コインの2つの面

= 品質

出典）IEC適合性評価評議会(CAB：Conformity Assessment Board)平田委員資料より



「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－
「つながる・つなげる」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
信機器を利用(組込)するには、技術基準の適合が必要です。我
が国の基準認証制度に関する最新動向等を総務省殿、民間規
格団体が策定した規格の適合（ロゴ認証）の解説を民間団体
指定機関テュフ ラインランド ジャパン株式会社殿及びCIAJより適
合性評価委員会の取組等について説明します。
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。

6

https://www.ciaj.or.jp/



Outline

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
佐々木 信行 氏
無線機器ロゴ認証の解説 16:10-
テュフ ラインランド ジャパン株式会社 テクノロジーセンター 製品部
ワイヤレス/IoTオペレーションズ シニアエキスパート
齋藤 修治 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) 

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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2018年10月17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－

8CEATEC JAPAN 2018  CONFERENCE 10/17 15:00-17:00 国際会議室302[BU2-4] 



情報通信機器等の「技術基準適合に関わる試験・認証
の支援」
適合性評価委員会は、情報通信認証連絡会（ICCJ）の構

成メンバーとして、省庁とも連携し、複数の公的登録証明機関、
登録認定機関と共に円滑な技術基準認証制度の運用を推進す
る活動を行っています。
またグローバル化への対応として技術基準適合認証の相互承

認協定（MRA）及び供給者の自己宣言制度（SDoC）の普
及促進活動を実施しています。

適合性評価委員会について

9ICCJ : http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/iccj/

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/iccj/


適合性評価委員会の主な活動について
2018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
・外国の政府機関等への適合性評価に関わる課題の意見発信

2018年度計画
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）
③CEATEC JAPAN コンファレンス講演実施

(２００４年より毎年開催)
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
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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・つなげる」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。

11

技適マーク

http://www.toshiba.co.jp/iot/
http://www.toshiba.co.jp/iot/


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」

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 12

通信機器(組込む)に技適マーク表示

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


Ｒ XXX-YYYYYY

・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）

技適マーク

Ｔ

通信機器(組込む)は技適ﾏｰｸ表示あり？

13

※アメリカ合衆国 ＦＣＣ ＩＤ：ＸＸＸＹＹＹＹＹ 又は 欧州 マーク等
⇒他国の制度において、他国の技術基準に適合していることの証明を得ていても、その

ままでは日本国内では使えません。
⇒日本国内で、日本の技術基準に適合していることの認証を得ただけでは、外国では

使えません。
技適マーク
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
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(第10条、第22条、第29条及び第38条関係)



製造メーカ(認証取扱事業者)が通信機器を出荷するには

14

なぜ技術基準適合証明制度や技術基準適合認定制度があるのか？
技術基準適合証明制度について
⇒ 無線局を開設するためには免許手続を経て総務大臣の免許を受けることが必要となっているが、

免許手続の簡素合理化及び免許申請者の負担を軽減する観点から、小規模な無線局に使用
するための無線設備であって総務省令で定めるもの（特定無線設備：携帯電話等）について、
登録証明機関が電波法に定める技術基準に適合していることを証明する制度（技術基準適合
証明制度）を特例として設けている。
この証明を受けた特定無線設備は、その種類に応じて、無線局の工事落成後の検査が不要とな
る等の簡易な免許手続、特定無線局を包括して対象とする包括免許又は免許不要の措置がと
られており、無線設備を使用する者の負担軽減に役立っている。

技術基準適合認定制度について
⇒ 端末機器を電気通信事業者の電気通信回線設備に接続するためには、当該事業者の接続検

査を受けることが必要となっているが、その端末機器を使用する者の利便の向上に資する等の観
点から、総務省令で定める端末機器について、登録認定機関が総務省令で定める技術基準に
適合していることを認定する制度（技術基準適合認定制度）を特例として設けている。
この認定を受けた端末機器は、それを接続する場合に当該事業者による接続検査が不要となる
措置がとられており、その端末機器を使用する者の利便の向上等に役立っている。

使用者（ユーザ）の負担軽減・利便性



電波法の登録証明機関制度のフロー
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特定無線設備の技術基準適合証明等

①個別の無線設備ごと ②工事設計ごと

試験等

判定

技術基準適合証明 工事設計認証

表示

登録証明機関

法的効果の発生
免許不要（４条） 簡易な免許手続の適用（１５条） 包括免許（２７条の２） 免許の有効期間延長（１３条の２）

審査

工事設計合致義務

試験等

判定

検査・記録保存義務

表示

総務大臣

公示

③自己確
認制度

選択可能

市場への
供給販売

報告

適合表示無線設備

確認方法書
（工場規定等に基づき実施）

認証取扱
業者の義務

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/manual/index.htm

工事設計認証の手続き

製造メーカが通信機器を出荷するには

技術基準の適合性を
審査

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/manual/index.htm


電気通信事業法の登録認定機関のフロー
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端末機器の技術基準適合認定等

①個別の端末機器ごと ②設計ごと

試験等

判定

技術基準適合認定 設計認証

表示

登録認定機関

法的効果の発生
電気通信事業者による端末機器の接続検査が不要（６９条）

審査

設計合致義務

試験等

判定

検査・記録保存義務

表示

総務大臣

公示

③自己確
認制度

選択可能

市場への
供給販売

報告

適合表示端末機器

確認方法書
（工場規定等に基づき実施）

認証取扱業
者の義務

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/kijyun_m.pdf

設計認証の手続き

製造メーカが通信機器を出荷するには

技術基準の適合性を
審査

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/kijyun_m.pdf


確認方
法書
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工事設
計認証
申込書

確認方
法書

設計認
証申込
書

登録証明・認定機関へ申込

確認方法書
証明規則別表第4号【認定規則別表第3号】で要件を規定しています。
無線設備の検査（電波法第38条の25第2項等）【端末機器の検査（電気通信事業法第57条第2項等】で
用いる確認方法書の記載事項は、証明規則別表第4号【認定規則別表第3号】で要件を規定している。無線設
備【端末機器】を取り扱う工場・事業場の全てが別表第4号【別表第3号】に掲げる事項の全てに適合しているこ
とを証するものとして登録証明機関【登録認定機関】が認めるＩＳＯ9000 シリーズ等の書類は、別表第4 号
【別表第3 号】の事項を記載した書類に代用して確認方法書として提出することができる。

工事設計認証の手続【電波法第38条の24】・設計認証の手続【電気通信事業法第56条】
設計図どおりに適切に生産等が行われることを確保する「品質管理」を対象として認証

申込時点で、無線設備【端末機器】を取り扱う工場・事業場の全てが別表第4号【別表
第3号】に掲げる事項の全てに適合している必要がある。

製造メーカが通信機器を出荷するには
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別表第四号（特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則）

事 項 記 載 内 容

一 組織並びに管理者の
責任及び権限

法第三十八条の二十五第一項の義務（以下「工事設計合致義務」という。）を履行
するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の
責任及び権限の分担が明確にされていることの説明

二 工事設計合致義務を
履行するための管理
方法

工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の取扱いにおける管理方
法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき工事設計合
致義務が適切に履行されることの説明

三 特定無線設備の検査 工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の検査手順その他検査に
関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明

四 測定器その他の設備
の管理

特定無線設備の検査に必要な測定器その他の設備の管理に関する規程が文書とし
て整備され、それに基づき測定器その他の設備の管理が適切に行われることの説明

五 その他 その他工事設計合致義務を履行するために必要な事項

工事設計認証に係る確認方法書の記載事項（第十七条及び第三十三条関係）
工事設計認証に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。

製造メーカが通信機器を出荷するには
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別表第三号（端末機器の技術基準適合認定等に関する規則）

事 項 記 載 内 容

一 組織並びに管理者の
責任及び権限

法第五十七条第一項の義務（以下「設計合致義務」という。）を履行するために必
要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限
の分担が明確にされていることの説明

二 設計合致義務を履行
するための管理方法

設計合致義務を履行するために必要な端末機器の取扱いにおける管理方法に関する
規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき設計合致義務が適切
に履行されることの説明

三 端末機器の検査 設計合致義務を履行するために必要な端末機器の検査手順その他検査に関する規
程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明

四 測定器の管理 端末機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が文書として整備され、それ
に基づき測定器等の管理が適切に行われることの説明

五 その他 その他設計合致義務を履行するために必要な事項

設計認証に係る確認方法書の記載事項（第十九条及び第三十五条関係）
設計認証に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。

製造メーカが通信機器を出荷するには



特定無線設備の検査・記録保存義務

20

特定無線設備の検査・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、工事設計認証を受けた「確認の
方法」（品質管理に関する方法）に従い、その取扱いに係る無線設備について検査を行
い、その検査記録を作成し、保存が必要。
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らない。
一 検査に係る工事設計認証番号
二 検査を行った年月日及び場所
三 検査を行った責任者の氏名
四 検査を行った特定無線設備の数量
五 検査の方法
六 検査の結果

検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができるが、この場合にお
いては、電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示すること
ができる状態であることが必要。

製造メーカが通信機器を出荷するには



端末機器の検査・記録保存義務
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端末機器の検査・記録保存義務【電気通信事業法第57条第2項】
認証取扱業者は、設計合致義務を履行するため、設計認証を受けた「確認の方法」
（品質管理に関する方法）に従い、その取扱いに係る端末機器について検査を行い、そ
の検査記録を作成し、保存が必要。
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らない。
一 検査に係る設計認証番号
二 検査を行った年月日及び場所
三 検査を行った責任者の氏名
四 検査の方法
五 検査の結果

検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができますが、この場合に
おいては、電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示するこ
とができる状態であることが必要。

製造メーカが通信機器を出荷するには
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認証番号について

画像出典：テュフ ラインランド ジャパン株式会社
https://www.tuv.com/japan/jp/telecommunication-and-radio-equipment-for-japan-market.html

認証番号は、工事設計認証書又は設計認証書が発行されてから、認証番号となる。
（予約番号 ≠ 認証番号）

無線設備の認証 端末機器の認証

認証番号

製造メーカが通信機器を出荷するには

認証前の出荷はありえない

https://www.tuv.com/japan/jp/telecommunication-and-radio-equipment-for-japan-market.html


電気通信機器基準認証制度マニュアル
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電気通信機器基準認証マニュアル（ＰＤＦ）
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/manual/index.htm
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/kijyun_m.pdf

パワーポイント１４ページ以降の説明は
電気通信機器基準認証制度マニュアル
に記載があります。

製造メーカが通信機器を出荷するには

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/manual/index.htm
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/kijyun_m.pdf


旧スプリアスの無線機
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出典：無線機器のスプリアスの規格の変更に伴い規格に合った無線機器の運用が必要です(抜粋)- 総務省
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/newpfrt.pdf

旧スプリアス規格（必要周
波数帯の外側に発射される
不要な電波）に基づいて製
造された規格の技術基準適
合証明（技適）または、工
事設計認証（認証）の効
力は、平成34年（2022
年）11月30日まで。

製造メーカが通信機器を出荷（組込）した

http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/newpfrt.pdf


スプリアス規定 旧規定

旧スプリアスの無線設備
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お使いの無線設備が技術基準適合証明等を取得している場合は、以下のホームページ
からスプリアス基準が新規定か旧規定かを検索できます。
http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01

ここに技術基準適合証明（技適）
または、工事設計認証（認証）の
機器に表示されている番号を入力し、
送信をクリックする。

検索結果

新スプリアス規格への対応方法は次のいずれかになります。
①無線機器を更新される際に新スプリアス規格に適合した無線機器へ取替え
②運用中の無線機器にフィルタを挿入するなど改修し新スプリアス規格へ適合させる
③運用中の無線機器のスプリアスを実測し新スプリアス規格への適合を確認する

製造メーカが通信機器を出荷（組込）した

http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01


旧スプリアスの無線設備
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認証取扱事業者及び無線設備を組込んだメーカは下記をお読みください
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/spurious/
スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/keikasochi/index.htm

出典：スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正内容 –総務省-

製造メーカが通信機器を出荷（組込）した

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/keikasochi/index.htm


旧スプリアスの無線設備
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http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/iccj/iccj3/index.htm

4.2.2 新スプリアス規定の適用への対応
次のいずれの要件にも該当すること
(1) 無線設備規則の一部改正（H17.8.9総

務省令第119号）による改正後の設備規
則第7条別表第3号の規定に適合するもの
であること。

(2) 無線設備に変更を加えずに、上記(1)の改
正法令の技術基準に適合するものであるこ
と。

製造メーカが通信機器を出荷（組込）した

ICCJ同一認証番号とする場合のガイドラインを確認してください

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/iccj/iccj3/index.htm


製造メーカが通信機器を組込するには
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個人的な意見

Ⅰ 使用する通信機器規格の決定
・周波数、空中線電力、変調方式、電気通信事業者へ接続有無等

自社
開発

認証取扱
事業者

Ⅱ

通信機器モジュールの選定
・性能、温度、使用条件、インターﾌｪｰｽ、消費電力、価額、
技適マーク（法令や告示に基づいているか）、通信ﾓｼﾞｭｰﾙﾒｰｶの品
質、デリバリ、技術サポート等々

・アンテナ追加変更の有無
・通信ﾓｼﾞｭｰﾙﾒｰｶのテクニカルドキュメント等確認

Ⅲ 機器に通信モジュールを実装し評価
・要求仕様等を満たせるかの検証等
・製造、検査、試験、保守方法等

Ⅳ 製造
・受入(手配内容相違無)、中間検査、完成品検査等

販売
・市場品質評価

ｻｰﾋﾞｽ、保守
・市場品質評価、クレーム等

自社

アンテ
ナ変更

等

認証取扱
事業者
通信機器
ﾓｼﾞｭｰﾙﾒｰｶへ
依頼

A

通信ﾓｼﾞｭｰﾙ選定、設
計仕様、評価、法令、
ﾌｨｰﾙﾄﾞ・トラブル時
の原因追究対策等

組込む側にもエンジニ
アは必要ではないか？

上
市



電気通信機器基準認証マニュアル（ＰＤＦ）
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/manual/index.htm
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/kijyun_m.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30年10月01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・認定機関と相談する前に
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http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/manual/index.htm
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/kijyun_m.pdf
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/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。

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/
CIAJ入会：
ご案内

https://www.ciaj.or.jp/admission/

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

CEATEC JAPAN 2018  CONFERENCE 10/17 15:00-17:00 国際会議室302[BU2-4] 



「アンケートのご協力をお願いします」

アンケートのご協力をお願いします。

講演にあたって配布資料は後日CIAJのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより
閲覧ができます。 https://www.ciaj.or.jp/

スピーカの皆様ありがとうございました。
ご参加の皆様ご静聴誠にありがとうございました。
これをもちまして本日の公演は終了いたしました。
お忘れ物の無いようお気をつけてお帰りください。
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