
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。

CEATEC 2019 CONFERENCE 10/17 12:45-14:15 国際会議室102[3S-1212] 
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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－



NEXT STAGE

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－

2019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)

注意：画像など一部㈱東芝等著作権があるも
のを使用しています。



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）

所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町21-7 兜町ユニ・スクエア6階
ミッション 情報通信技術（ICT）利活用の一層の促進により、利活用分野を含

めた情報通信ネットワークに関わる全ての産業の健全な発展を図るとと
もに、情報通信ネットワークに関する各種知見を活用し様々な産業をつ
なぎ、社会課題の解決に寄与すること、情報利用の拡大・高度化に寄
与することで、豊かな国民生活および持続可能な国際社会の実現に貢
献する

沿革 1948年（昭和23年）4月「有線通信機械工業会」として創立
1958年5月「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「一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会」として
法人化

https://www.ciaj.or.jp/ciaj-wp/wp-content/uploads_sec/2019/panf/ciaj2019.pdf



CIAJは会員に対し、委員会等の活動の場を提供し、「市場創
出・業界共通課題への対応」を推進すると共に、「会員への各種
サービス」の提供を行っています。

CIAJの委員会活動

活動・会合への参加
目的・参画形態に応じて、「部会」、「分科会」、「委員会」などの活動の場を提供していま
す。多様な会員による協業を実現します。会員は活動を通じて、様々な情報・リレーショ
ンを得ることで、ビジネスへの活用が可能になります。

■委員会・協議会
「委員会・協議会」活動を通じて、技術的課題
および市場課題の解決に努めています。
長期的な業界活動を通じてポジションを確立、
具体的な成果を追求しています。



「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様及び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、総務省様をお招き

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事前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。

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
景山 真澄 氏

ＣＩＡＪ適合性評価委員会の活動について 13:55-
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等の技術基準認証制度の動向 12:55-

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
石原 浩樹 氏

IoTの普及に対応した電気通信設備の技術基準等に関する制度整備 12:27-



NEXT STAGE

ＣＩＡＪ適合性評価委員会の活動について

2019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。

8

技適マーク



無線機器及び電気通信機器の技術基準の試験・認
証は多様化、複雑化しており、CIAJは関連機関・総務
省様等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。
また技術基準適合性認証の相互承認協定（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）も、
更なる活用、普及を促進する活動を継続しています。

適合性評価委員会について
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適合性評価委員会の主な活動について
2019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

2019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）

③ CEATEC適合性評価に関する講演実施
(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

ICCJ : https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/iccj/
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「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

通信機器(組込む)の技適マーク

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に接続）

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

アンケート等からアンケート等から
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Ｒ XXX-YYYYYY

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) 技適ﾏーｸ表示

技適マークの大きさ要件の緩和⇒容易に識別可能なこと
参考（日本産業標準調査会：https://www.jisc.go.jp/index.html ）
日本工業規格（ＪＩＳ）を参考
・JIS S 0032
・JIS C 0457
等

アンケート等から
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持続可能な開発目標（SDGs）

出典：経団連webより。http://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/2017shiryo2.pdf 13



持続可能な世界のための、国連の開発目標である「SDGs」に関して、
ネットワーク産業を横断するアプローチを検討。
SDGs活動の推進や活動ガイドラインの策定を目指します。

SDGs 達成に向けて

ICTで社会の未来に貢献し、会員会社の未来に貢献します。
SDGsに向けて（CIAJの取組）

持続可能な開発目標（SDGs）
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持続可能な開発目標（SDGs）

通信機器認証担当

製品安全担当

と

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
http://www.ungcjn.org/sdgs/goals/goal12.html

持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001年に策定されたミレニアム開発目標
（MDGs）の後継として，2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発
のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。
持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され，地球
上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。
SDGsは発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）な
ものであり，日本としても積極的に取り組んでいます。
出典：外務省https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html
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持続可能な開発目標（SDGs）

通信機器認証・製品安全があって
木が育つ！

通信機器が組込こまれ、
17のゴール・169のターゲットの
目標が達成できるのでは。
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持続可能な開発目標（SDGs）

是非お読みください

出典：経団連webより。http://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/tebiki7.pdf
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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
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
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm
微弱無線局の規定
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/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
電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000179.html

リンクのアドレスは、令和元年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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適合性評価委員会への参加を！

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

電子メール： y-miyamori＠ciaj.or.jp
（注）迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。送信の際には「＠」を「@」に置き換えてください。

電 話 ： ０３－５９６２－３４５２
フ ァ ッ ク ス ： ０３－５９６２－３４５５
ホームページ： https://www.ciaj.or.jp/
CIAJ入会：
ご案内

https://www.ciaj.or.jp/ciaj-wp/wp-content/uploads_sec/2019/guidance.pdf
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あらゆる産業をつなぎ、共創する未来に。
私たちＣＩＡＪは、情報通信技術をベースに、

それぞれの創意をつなぎ、
豊かで新しい未来への懸け橋となります。



「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翌日CIAJのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより
閲覧ができます。 https://www.ciaj.or.jp/

総務省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。


