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「つながる社会と情報通信法令」
― 技術基準認証制度に関する最新動向と市場監視 ―

適合性評価委員会の活動等について
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1．当コンファレンスについて

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。

「つながる」には我が国の技術基準への適合が求め
られ、技術基準認証制度の重要性が高まります。

今回は、総務省から無線設備と電気通信端末機器の
認証制度の最新動向と市場監視、株式会社UL Japan
より欧州無線機器指令（RED)等の動向ついてご講演
していただきました。

今回の企画は昨年のアンケートを参考にしています。
アンケートのご協力をお願いします。 2



2．「つながる社会、共創する未来」。

CPS/IoT

“モノ”の本質が変化し始めている今、 “モノ”のネットワーク「IoT」により、新たな価値が
生み出されようとしています。IoTにより多様なデータ・情報が集まり、ビッグデータの分
析結果が現実世界にフィードバックされるサイバーフィジカルシステム（CPS）が、あらゆ

る産業において従来の産業構造とビジネスモデルに大きな変革をもたらし、新たな価値
創造を通じて、社会自体も変化させようとしています。

キーワードを「つながる」と考えたとき、
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を採用するの
では？
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3．キーワードを「つながる」？

無線LAN
機能付き
SDカード

例：センサと通信

例：データと通信

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を、組込み技術で実現するとき、無線設備等を組込んだ
だけだから・・・・・。問題ないのか？

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命令規定が
新設されている。

（画像出典：株式会社 東芝）

アルコールセンサー

ﾒﾓﾘ+無線LAN+ｳｪﾌﾞｻｰﾊﾞ

CPS/IoT
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※周波数分配のための地域割り
国際電気通信連合(ITU)憲章に規定する無線通信規則により、世界を
３つの地域に分け、日本は第3地域(REGION3)とされている。

割当可能な周波数、

業務の種別、目的、条件等
を規定

5http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/inter/index.htm

（つづき）キーワードを「つながる」？



無線ＬＡＮ5GHz帯周波数の使用状況は？（日欧米比較）

アマチュア無線

5.5GHz5.4GHz 5.8GHz5.7GHz

各種レーダ(船舶、航空)
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産業科学医療用（ISM）

5.875GHz

5.65GHz
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5.35GHz

移動衛星フィ
ーダリンク

5.2 / 5.3GHz帯
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(屋内限定)

国内の利用状況

気象レーダ

5.3725GH z

5.25GHz

5.15GHz 5.25GHz

5.15GHz

5.6GHz帯
無線LAN

(屋内/屋外)

諸外国の無線ＬＡＮシステムの利用状況

米国 5.6GHz帯無線
LAN (屋内/屋外)

欧州 5.6GHz帯無線
LAN (屋内/屋外)

米国 5.8GHz帯無線
LAN(屋内/屋外)

5.15GHz 5.25GHz
5.35GH

z

5.85GHz

5.35GHz

米国 5.2 / 5.3GHz 帯無線
LAN (屋内/屋外）

欧州 5.2 / 5.3GHz帯無線
LAN (屋内限定)

（出典：一部加工）2020年に向けた電波政策ビジョンの策定H26.12.03 6

5.2GHz 5.3GHz

第１地域
(REGION1)

第２地域
(REGION2)

第３地域
(REGION3)

スポット通信（DSRC：Dedicated Short Range Communication）
放送事業用無線局（ＦＰＵ： Field Pick-up Unit ）.

空中線電力等については、各国事情により値が異なる
外国は、国土が広く平野が多いため、比較的広いエリアを大きな出力でカバーする。
日本は、国土が狭く、人口が都市部に集中しているため、比較的狭いエリアを小さな
出力でカバーする。

周波数の使われ方が
違う部分

海外の機器はその
まま使えるの？

（つづき）



Ｒ XXX-YYYYYY

組込んだものが、ＦＣＣ ＩＤ(アメリカ合衆国)が表示されているから、ＣＥ（欧州 ）が表
示されているから問題ない！公衆無線LANに直接接続するが電波法だけの表示！
→これは間違い。技適マークの表示（適合表示無線設備/適合表示端末機器）が求め
られている。

・大きさは直径３mm以上 電波法の表示
Ｒマーク（Ｒは□で囲う）
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XXXXX-YYYYYYY
電気通信事業法の表示
Ｔマーク（Ｔは□で囲う）

ＦＣＣ ＩＤ：ＸＸＸＹＹＹＹＹ

技適マーク：日本の義務

Ｔ

アメリカ合衆国の義務 欧州の義務

4．組込まれた無線設備等は認証済み？

http://www.tele.soumu.go.jp/
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/index.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000405846.pdf



（つづき）組込まれた無線設備等は認証済み？

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/eng/index.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000436430.pdf 8
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（つづき）組込まれた無線設備等は認証済み？

適合表示無線設備ではないとき
電波法第108条の2（罰則）

電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しく
は財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若
しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又は
これに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を
妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
２ 前項の未遂罪は、罰する
電波法第110条（罰則）
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰
金に処する。
一 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないの
に、無線局を開設した者
二 以下省略

第113条 （罰則）
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
※電波法第102条の11第4項の規定による命令に違反した者

「その事態を除去するために必要な措置を講ずべきこと」

ＦＣＣ ＩＤ：ＸＸＸＹＹＹＹＹ

購
入
者
！

製造業
者、輸
入業者
又は販
売業者

採用/組込

む前にご注
意を！



Ⅰ．適合性評価委員会の活動等について
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http://www.ciaj.or.jp/jp/wp-content/uploads_sec/2016/panf/ciaj2016r.pdf
http://www.ciaj.or.jp/en/wp-content/uploads/2016/08/CIAJyearbook2016.pdf

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。



Ⅱ．適合性評価委員会の活動経緯
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• MRA（Mutual Recognition Agreement）研究会発足
（1997年03月～）

• 端末機器認証制度・手続き等連絡会 （1998年05月）

• 「MRAからSDoC」のポジションペーパをまとめ、
SDoCの必要性を提言 （1998年10月）

（SDoC: Supplier’s Declaration of Conformity )

（相互承認協定：MRA（Mutual Recognition Agreement）

• 適合性評価委員会と改称 （2001年04月～）

• 技適ラベルに関する勉強会 （2008年02月～）
• 情報通信設備の法令に関する課題検討会（2008年10月～）

• 情報通信認証連絡会（ＩＣＣＪ）への参画 （2011年11月～）

委員会（正会員会社）の参加メンバ（19社27名（2016年9月現在）



Ⅲ．適合性評価委員会は 32の委員会の一つ

12http://www.ciaj.or.jp/jp/ciaj/sosiki/

会員会社の専門家によって32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12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。

適合性評価委員会
電気通信機器及び無線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・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ます。
また下部組織として認証方法課題検討会を設け日々具体的な
改善施策等を検討している。



Ⅳ．情報通信認証連絡会（ＩＣＣＪ）への参画

13http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/iccj/index.htm

適合性評
価委員会
のメンバが
主体となり
活動してい
ます。



Ⅴ．適合性評価委員会の活動等について
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（Ａ）情報通信設備の電磁的表示：（2010年度）

• ｢電磁的表示の導入に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣の策定
・2010年12月制定、2011年2月改訂
・認証マーク、認証番号等の表示項目/表示操作の統一性
製品の信頼性、セキュリティ等(電子データの改竄防止など)の担保

（Ｂ）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

（Ｃ）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。

（Ｄ）電波政策ビジョン懇談会への意見提出（2014年度）、2020年に向けた電
波政策に関する意見募集提出（2015/2016年度）

• 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。



（つづき）適合性評価委員会の活動等について
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（E) CIAJプロジェクト（適合性評価委員会が主体となって活動）
• 情報通信ネットワーク産業におけるグローバル化の進展に対応して、

CIAJ会員各社がグローバル市場への進出を図る上で必要となる海外
における技術基準認証制度の状況把握し報告書をまとめている。
また、情報通信月間行事 の一環として、CIAJプロジェクト活動成果発
表会に参加。

2014年度
『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』

2015年度
『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Ⅱ』

2016年度（進行中）
『欧州無線機器指令 (ＲＥＤ)の動向調査とテレコム機器の

対応調査研究』

（F) CEATEC JAPAN コンファレンス講演実施(毎年)
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適合性評価委員会(CAC)連絡先

CIAJ 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

– 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/

CEATEC JAPAN 2016[CI-6-4] 
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ご清聴ありがとうございました。

CEATEC JAPAN 2016[CI-6-4] 


